
  

１．平成22年９月期第３四半期の連結業績（平成21年10月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成22年９月期の連結業績予想（平成21年10月１日～平成22年９月30日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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  （百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

22年９月期第３四半期  18,457  35.2  1,788 ―  1,754 ―  1,607 ― 

21年９月期第３四半期  13,654 ―  7 ―  △238 ―  △632 ― 

  
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益 

  円 銭 円 銭 

22年９月期第３四半期  111  49 ― 

21年９月期第３四半期  △44  29 ―

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

22年９月期第３四半期  12,959  5,761  43.8  394  03

21年９月期  9,636  4,216  42.9  286  89

（参考）自己資本 22年９月期第３四半期 百万円 5,679 21年９月期 百万円 4,135

  
年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

21年９月期       ―       ―      ― 2 50  2  50

22年９月期       ―       ―      ―

22年９月期（予想） 5 00  5  00

  （％表示は、対前期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり
当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

通期  21,500  24.9  850 ―  830 ―  650 ―  45  09



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．２「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作

成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前

提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、平成22年９月期 第３四半期決算短信（添

付資料）２ページ「１．（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年９月期３Ｑ 15,180,000株 21年９月期 15,180,000株

②  期末自己株式数 22年９月期３Ｑ 765,020株 21年９月期  764,190株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年９月期３Ｑ 14,415,368株 21年９月期３Ｑ 14,282,258株



  

  

添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  2

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  2

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  2

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  3

３．連結財務諸表等 …………………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  6

（第３四半期連結累計期間） ………………………………………………………………………………………  6

（第３四半期連結会計期間） ………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  8

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  10

（５）セグメント情報 ……………………………………………………………………………………………………  10

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  10

（７）補足情報 ……………………………………………………………………………………………………………  11

受注及び販売の状況 …………………………………………………………………………………………………  11

アジア航測㈱（9233）　平成22年９月期　第３四半期決算短信

1



当第３四半期連結累計期間（平成21年10月１日から平成22年６月30日、以下「当四半期累計期間」）における我が

国経済は、緊急経済対策等の政策の効果や、輸出の回復等により、企業収益に緩やかな改善が見られましたが、雇用

情勢に悪化の懸念が残る等、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

当建設関連業界におきましても、今後、国及び地方自治体において公共事業関係費の縮減が見込まれ、引き続き先

行き不透明な状況にあります。 

このような事業環境の下、当社グループは、環境・防災分野におけるレーザー計測技術の活用とコンサルタント力

を活かし、プロポーザル方式での受注確保、及び収益改善に努めてまいりました。 

その結果、当四半期累計期間における業績は、受注高が143億61百万円（前年同期比1.9％減）、売上高は、当期よ

り工事進行基準の適用範囲が拡大した影響等で、 百万円（前年同期比35.2％増）となりました。 

 利益面におきましては、売上高の増加等により、営業利益は 百万円（前年同期は7百万円）、経常利益は

百万円（前年同期は2億38百万円の経常損失）となり、四半期純利益は 百万円（前年同期は6億32百万円

の四半期純損失）となりました。 

 なお、当社グループの売上高は、納品が年度末に集中する官公需の特殊性により第２四半期連結会計期間に完成す

る業務の割合が大きいため、第１、第３、第４四半期連結会計期間に比べ第２四半期連結会計期間の売上高が増加す

る傾向にあり、それに伴い業績に季節的変動があります。 

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比較し33億22百万円増加の 百万円となりま

した。これは主として、現金及び預金が増加したことによるものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比較し17億77百万円増加の 百万円となりました。これは主として、前受金

や賞与引当金が増加したことによるものであります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比較し15億45百万円増加の 百万円となりました。これは主として、利益

剰余金が増加したことによるものであります。 

  

 平成22年９月期の通期業績予想につきましては、 近の業績の動向や経営環境等を踏まえて見直しを行った結果、

平成22年４月30日に公表いたしました業績予想を修正しております。 

 詳細は本日別途開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

 該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

（固定資産の減価償却費の算定方法）  

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

（繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法）  

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法により、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化があるか、又は、一時差

異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

②特有の会計処理 

（税金費用の計算）  

 税金費用については、原則として、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対す

る税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してお

ります。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法

定実効税率を使用する方法によっております。 

 なお、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

184億57

17億88

17億54 16億7

（２）連結財政状態に関する定性的情報

129億59

71億97

57億61

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．その他の情報

（１）重要な子会社の異動の概要

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要
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①完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額１億円以上かつ工期１年以上の物件について

は工事進行基準を、その他の物件については工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会

計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計

期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認めら

れる物件については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の物件については工事

完成基準を適用しております。 

 なお、平成21年９月30日以前に着手した工事契約のうち、請負金額１億円以上かつ工期１年以上の物件に

ついては工事進行基準を、その他の物件については工事完成基準を引き続き適用しております。  

 これにより、売上高は2,398,035千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それ

ぞれ510,684千円増加しております。 

②退職給付引当金（追加情報） 

 当社及び連結子会社（一部を除く）は、従来、退職給付制度として退職一時金制度と適格退職年金制度を

併用しておりましたが、平成21年10月１日付で適格退職年金制度を確定給付年金制度へ移行しております。

なお、この変更に伴う移行時損益の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

③役員退職慰労引当金（追加情報） 

 当社及び連結子会社（一部を除く）は、平成21年11月以後開催の各社の取締役会において役員退職慰労金

の廃止を決議し、平成21年12月以後開催の各社の定時（又は臨時）株主総会において役員の実際の退任時に

取締役会の決議又は監査役の協議で決定された金額を支払うことが承認されました。廃止に伴う打切り日ま

での在任期間に対応する退職慰労金として、従来の内規に基づいて当第３四半期連結会計期間末における未

払額を固定負債の「その他」に95,673千円計上しております。  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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３．連結財務諸表等 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,501,477 594,433

受取手形及び売掛金 1,664,309 1,438,373

仕掛品 1,912,920 3,633,200

原材料及び貯蔵品 1,541 2,829

繰延税金資産 15,920 15,909

その他 266,955 316,535

貸倒引当金 △11,819 △3,395

流動資産合計 9,351,305 5,997,887

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 279,100 284,264

航空機（純額） 66,055 92,010

機械及び装置（純額） 240,542 310,170

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 130,431 153,113

土地 320,153 320,153

その他（純額） 351,375 424,216

有形固定資産合計 1,387,659 1,583,928

無形固定資産   

ソフトウエア 523,025 457,973

その他 116,726 176,942

無形固定資産合計 639,751 634,916

投資その他の資産   

投資有価証券 1,014,614 844,255

長期貸付金 246,108 248,037

敷金及び保証金 457,863 459,900

その他 106,072 111,830

貸倒引当金 △244,165 △244,300

投資その他の資産合計 1,580,493 1,419,723

固定資産合計 3,607,904 3,638,568

資産合計 12,959,209 9,636,455
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 281,964 498,583

未払法人税等 83,931 69,551

前受金 2,276,926 1,346,278

賞与引当金 730,989 185,582

受注損失引当金 126,608 128,932

その他 951,040 608,024

流動負債合計 4,451,461 2,836,953

固定負債   

退職給付引当金 2,287,158 2,006,435

役員退職慰労引当金 5,087 133,312

繰延税金負債 8,362 16,163

その他 445,645 427,110

固定負債合計 2,746,254 2,583,021

負債合計 7,197,715 5,419,974

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,272,000 1,272,000

資本剰余金 2,078,113 2,078,113

利益剰余金 2,565,241 994,147

自己株式 △240,488 △240,298

株主資本合計 5,674,866 4,103,962

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,083 31,860

評価・換算差額等合計 5,083 31,860

少数株主持分 81,544 80,657

純資産合計 5,761,493 4,216,480

負債純資産合計 12,959,209 9,636,455

アジア航測㈱（9233）　平成22年９月期　第３四半期決算短信

5



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 13,654,200 18,457,532

売上原価 10,626,383 13,511,767

売上総利益 3,027,816 4,945,764

販売費及び一般管理費 3,020,766 3,156,811

営業利益 7,050 1,788,953

営業外収益   

受取利息 7,859 6,442

受取配当金 9,595 9,113

持分法による投資利益 － 8,464

その他 23,803 32,340

営業外収益合計 41,258 56,361

営業外費用   

支払利息 30,921 44,117

持分法による投資損失 100,865 －

アドバイザリー手数料 97,500 －

シンジケートローン手数料 31,250 41,250

その他 25,821 5,415

営業外費用合計 286,358 90,782

経常利益又は経常損失（△） △238,049 1,754,531

特別利益   

前期損益修正益 85,913 －

固定資産売却益 1,418 －

特別利益合計 87,331 －

特別損失   

固定資産売却損 8,400 21,997

固定資産除却損 6,669 54,785

投資有価証券評価損 33,958 －

関係会社株式売却損 41,765 －

貸倒引当金繰入額 234,120 －

リース解約損 － 12,279

その他 3,544 2,232

特別損失合計 328,458 91,294

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△479,176 1,663,237

法人税等 146,885 53,857

少数株主利益 6,565 2,245

四半期純利益又は四半期純損失（△） △632,628 1,607,134
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 3,253,820 5,692,494

売上原価 2,793,869 4,501,643

売上総利益 459,950 1,190,850

販売費及び一般管理費 1,022,957 1,074,308

営業利益又は営業損失（△） △563,006 116,542

営業外収益   

受取利息 3,133 2,157

受取配当金 4,977 5,225

投資有価証券割当益 － 5,497

その他 7,309 9,806

営業外収益合計 15,420 22,686

営業外費用   

支払利息 11,568 10,414

持分法による投資損失 660 2,094

アドバイザリー手数料 70,000 －

シンジケートローン手数料 3,750 3,750

その他 21,395 1,109

営業外費用合計 107,374 17,368

経常利益又は経常損失（△） △654,960 121,860

特別利益   

固定資産売却益 472 －

貸倒引当金戻入額 4,000 2,995

投資有価証券評価損戻入益 52,784 －

特別利益合計 57,257 2,995

特別損失   

固定資産売却損 8,400 －

固定資産除却損 3,134 51,375

関係会社株式売却損 41,765 －

その他 2,920 2,232

特別損失合計 56,221 53,607

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△653,924 71,248

法人税等 15,878 10,770

少数株主損失（△） △2,863 △3,386

四半期純利益又は四半期純損失（△） △666,938 63,864
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△479,176 1,663,237

減価償却費 268,753 365,595

持分法による投資損益（△は益） 100,865 △8,464

賞与引当金の増減額（△は減少） △64,654 545,407

受注損失引当金の増減額（△は減少） 38,703 △2,324

退職給付引当金の増減額（△は減少） 221,681 280,723

貸倒引当金の増減額（△は減少） 234,113 8,289

受取利息及び受取配当金 △17,455 △15,555

支払利息 30,921 44,117

投資有価証券評価損益（△は益） 33,958 －

関係会社株式売却損益（△は益） 41,765 －

有形固定資産除却損 6,669 14,612

有形固定資産売却損益（△は益） 8,400 21,997

無形固定資産除却損 － 40,173

リース解約損 － 12,279

売上債権の増減額（△は増加） 1,142,466 △225,936

たな卸資産の増減額（△は増加） 101,357 1,721,577

仕入債務の増減額（△は減少） △359,295 △216,618

未払消費税等の増減額（△は減少） △40,489 241,906

前受金の増減額（△は減少） 1,437,516 930,647

その他 146,080 256,045

小計 2,852,182 5,677,708

利息及び配当金の受取額 20,557 15,955

利息の支払額 △30,921 △44,242

リース解約による支出 － △156,313

法人税等の支払額 △56,420 △58,077

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,785,396 5,435,030

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △929,356 △201,175

有形固定資産の売却による収入 20,188 117,569

無形固定資産の取得による支出 △327,695 △172,334

投資有価証券の取得による支出 － △197,460

長期貸付けによる支出 △1,200 －

長期貸付金の回収による収入 4,632 1,928

その他 3 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,233,427 △451,471

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △599,655 △190

配当金の支払額 △45,516 △36,040

セール・アンド・リースバックによる収入 716,500 －

リース債務の返済による支出 △8,509 △39,442

その他 － △800

財務活動によるキャッシュ・フロー 62,819 △76,473
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △808 △41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,613,980 4,907,044

現金及び現金同等物の期首残高 1,487,245 594,433

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,101,225 5,501,477
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 該当事項はありません。  

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年10月１日 至平成22年６月30日） 

 当社グループは測量・調査を営む単一事業の企業集団であるため、該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年10月１日 至平成22年６月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する在外支店及び在外連結子会社がないため、記載事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年10月１日 至平成22年６月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 平成21年12月17日開催の当社第62回定時株主総会において、剰余金の処分について承認され、別途積立金

1,200,000千円を繰越利益剰余金に振替えて欠損填補しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  〔事業の種類別セグメント情報〕

  〔所在地別セグメント情報〕

  〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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受注及び販売の状況  

 当第３四半期連結累計期間における受注及び販売の状況を業務区分別に示すと、次のとおりであります。 

 なお、当社グループの売上高は、納品が年度末に集中する官公需の特殊性により第２四半期連結会計期間に完成す

る業務の割合が大きいため、第１、第３、第４四半期連結会計期間に比べ第２四半期連結会計期間の売上高が増加す

る傾向にあり、それに伴い業績に季節的変動があります。  

  

① 受注の状況  

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

② 販売の状況  

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（７）補足情報

  
前年同四半期

（自 平成20年10月１日 
  至 平成21年６月30日）

当第３四半期
（自 平成21年10月１日 

  至 平成22年６月30日）
比較増減

業務区分 
受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円）  

受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

情報システム  10,238,784  8,430,280  9,440,236  6,317,862  △798,548  △2,112,418

建設コンサルタント  4,394,016  3,738,506  4,920,986  3,017,478  526,969  △721,027

合  計  14,632,801  12,168,787  14,361,222  9,335,341  △271,578  △2,833,445

  
前年同四半期

（自 平成20年10月１日 
  至 平成21年６月30日）

当第３四半期
（自 平成21年10月１日 

  至 平成22年６月30日）
比較増減

業務区分 
金額 

（千円） 

構成比 

（％）  

金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金額 

（千円） 

増減率 

（％） 

情報システム  8,952,139  65.6  12,145,919  65.8  3,193,780  35.7

建設コンサルタント  4,702,061  34.4  6,311,613  34.2  1,609,552  34.2

合  計  13,654,200  100.0  18,457,532  100.0    4,803,332  35.2
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