
  

  

１．平成22年12月期第２四半期の連結業績（平成22年１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12月期の連結業績予想（平成22年１月１日～平成22年12月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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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12月期第２四半期  9,032  4.7  1,302  11.8  1,319  6.7  788  8.2

21年12月期第２四半期  8,625  －  1,164  －  1,237  －  728  －

  
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12月期第２四半期  7,922  11  －  －

21年12月期第２四半期  7,323  96  －  －

  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12月期第２四半期  21,716  15,597  71.8  156,787  16

21年12月期  19,950  14,999  75.2  150,774  96

（参考）自己資本 22年12月期第２四半期 15,597百万円 21年12月期 14,999百万円

  
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12月期  －  －  2,000 00 － － 2,000 00  4,000  00

22年12月期  －  －  2,000 00

22年12月期（予想） － － 2,000 00  4,000  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  13,639  △3.6  960  11.0  1,061  6.1  626  4.7  6,292  72



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「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：無 

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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりま

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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「１．

当四半期の連結業績等に関する定性的情報」をご覧下さい。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期２Ｑ 100,480株 21年12月期 100,480株

②  期末自己株式数 22年12月期２Ｑ 1,000株 21年12月期 1,000株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 99,480株 21年12月期２Ｑ 99,480株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や設備投資などで回復の兆しがみられたものの、雇用・

所得環境に目立った改善はみられず個人消費は依然として低迷しており、大都市圏を中心に地価の下落も顕著になるな

どデフレ基調が続く厳しい状況で推移しました。 

「水と環境のコンサルタント業界」を取り巻く経営環境は、国民生活に欠かすことのできない社会資本である上下水

道施設の老朽化が進み、体系的・計画的に運営・改築更新していくことが必要であるとされながらも、公共事業予算が

一段と削減されたことや、顧客ニーズの更なる高度化・低コスト化の要請等の影響を受け企業間競争が一段と熾烈にな

るなど、厳しい状況が続いております。 

このような状況のもと当社グループは、国内におきましては、上下水道の長寿命化に向けた資産管理（アセットマネ

ジメント）及び地震対策、浸水対策の分野等において、引き続き積極的な営業活動を行うとともに、総合的な技術力を

駆使し、経済性、安全性及び環境に配慮した様々なコンサルティングサービスを提供してまいりました。 

一方、海外におきましては、中東、中南米、アジア諸国を中心に相次いで大型案件を受注したほか、国際協力事業団

（JICA）より、世界水ビジネスの展開に向けた、水道セクターの官民連携に係る調査業務を受注するなど積極的に新た

な事業展開も図ってまいりました。 

さらに、当社グループを挙げて、原価管理及び経費の削減徹底を継続して推進してまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の国内業務受注高は3,317百万円（前年同期比11.1%減）となったものの、海外

業務受注高は5,854百万円（同105.3%増）と大幅に伸長し、全体では9,172百万円（同39.3%増）となりました。 

売上高は、国内業務が6,761百万円（同0.5%増）、海外業務が2,271百万円（同19.6%増）、全体では9,032百万円（同

4.7%増）となりました。 

利益面では、営業利益は1,302百万円（同11.8%増）、経常利益は1,319百万円（同6.7%増）、四半期純利益は788百万

円（同8.2%増）となりました。 

  

当社グループの国内業務売上高は、官公庁等からの受注によるものが大半を占め、その納期に対応して官公庁等の年

度末が含まれる第２四半期連結累計期間（１月～６月）に売上計上が集中するため、連結会計年度の前半６ヶ月間の売

上高と後半６ヶ月間の売上高の間に著しい相違があり、業績に季節的変動があります。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（財政状態の変動状況） 

当第２四半期末における資産合計は、前連結会計年度末と比較して1,765百万円増加し21,716百万円となりました。

この主な要因は、流動資産の現金及び預金3,845百万円増加、受取手形及び完成業務未収入金1,102百万円減少、未成業

務支出金754百万円減少等と固定資産の保険積立金197百万円減少等であります。 

当第２四半期末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して1,167百万円増加し6,119百万円となりました。こ

の主な要因は、流動負債の未成業務受入金1,044百万円増加、未払法人税等321百万円増加等であります。 

当第２四半期末における純資産合計は、前連結会計年度末と比較して598百万円増加し15,597百万円となりました。

この主な要因は、利益剰余金の増加589百万円等であります。この結果、自己資本比率は71.8％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して3,845百万円増加し9,148百万円となりまし

た。 

 なお、当第２四半期連結累計期間の各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は3,861百万円（前年同期は3,933百万円の獲得）となりました。 

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,322百万円、営業債権の減少1,098百万円、たな卸資産の減少754百

万円、未成業務受入金の増加1,044百万円等であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額227百万円等であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は206百万円（前年同期は372百万円の獲得）となりました。 

収入の主な内訳は、保険積立金の払戻による収入214百万円等であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は198百万円（前年同期は198百万円の支払）となりました。これは配当金の支払額であ

ります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年12月期の通期業績予想は、前回発表（平成22年2月12日付）の業績予想からの変更はありません。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



   

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．固定資産の減価償却費の算定方法は、年度予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法としておりま

す。  

２．一般債権の貸倒見積高の算定方法については、当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等は前連結会計年度

末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高

を算定しております。 

３．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ので、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っております。   

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,148,883 5,303,168

受取手形及び完成業務未収入金 757,871 1,860,637

未成業務支出金 2,500,643 3,255,339

その他 672,844 620,760

貸倒引当金 △18,530 △30,339

流動資産合計 13,061,714 11,009,565

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,366,006 1,401,709

土地 1,326,543 1,326,543

その他（純額） 52,084 60,449

有形固定資産合計 2,744,635 2,788,703

無形固定資産 59,497 62,859

投資その他の資産   

投資有価証券 2,264,970 2,246,390

保険積立金 982,002 1,179,694

その他 2,620,097 2,680,750

貸倒引当金 △16,592 △17,447

投資その他の資産合計 5,850,478 6,089,387

固定資産合計 8,654,610 8,940,950

資産合計 21,716,325 19,950,515



（単位：千円）

当第２四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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

業務未払金 405,672 496,953

未払法人税等 580,470 259,309

未成業務受入金 2,383,646 1,339,490

賞与引当金 313,775 285,829

その他の引当金 27,528 34,938

その他 633,475 701,544

流動負債合計 4,344,569 3,118,064

固定負債   

退職給付引当金 1,629,775 1,678,471

その他 144,793 154,887

固定負債合計 1,774,568 1,833,358

負債合計 6,119,138 4,951,423

純資産の部   

株主資本   

資本金 520,000 520,000

資本剰余金 300,120 300,120

利益剰余金 15,291,202 14,702,070

自己株式 △159,797 △159,797

株主資本合計 15,951,525 15,362,393

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △329,930 △342,034

為替換算調整勘定 △24,407 △21,266

評価・換算差額等合計 △354,338 △363,300

純資産合計 15,597,186 14,999,092

負債純資産合計 21,716,325 19,950,515



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 8,625,211 9,032,685

売上原価 5,889,860 6,286,960

売上総利益 2,735,351 2,745,725

販売費及び一般管理費 1,570,526 1,442,928

営業利益 1,164,824 1,302,797

営業外収益   

受取利息 9,773 4,746

受取配当金 32,999 33,065

保険返戻金 14,456 16,663

為替差益 6,136 －

その他 10,652 7,631

営業外収益合計 74,018 62,106

営業外費用   

支払利息 1,379 －

為替差損 － 45,139

営業外費用合計 1,379 45,139

経常利益 1,237,463 1,319,764

特別利益   

固定資産売却益 1,989 －

投資有価証券売却益 － 2,677

貸倒引当金戻入額 1,803 2,936

特別利益合計 3,792 5,613

特別損失   

固定資産除売却損 1,083 3,009

特別損失合計 1,083 3,009

税金等調整前四半期純利益 1,240,172 1,322,368

法人税、住民税及び事業税 588,066 557,619

法人税等調整額 △76,481 △23,343

法人税等合計 511,584 534,276

四半期純利益 728,587 788,091



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１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 1,240,172 1,322,368

減価償却費 60,206 55,895

受取利息及び受取配当金 △42,773 △37,811

支払利息 1,379 －

為替差損益（△は益） △6,136 45,139

売上債権の増減額（△は増加） 960,047 1,098,966

たな卸資産の増減額（△は増加） 377,913 754,695

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,923 △11,781

仕入債務の増減額（△は減少） △65,485 △91,280

未成業務受入金の増減額（△は減少） 1,402,161 1,044,155

賞与引当金の増減額（△は減少） 37,650 27,946

退職給付引当金の増減額（△は減少） 143,460 △48,695

その他 △67,493 △107,246

小計 4,055,026 4,052,351

利息及び配当金の受取額 43,127 36,572

法人税等の還付額 33,004 －

法人税等の支払額 △197,736 △227,139

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,933,422 3,861,784

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 △31,704 △15,843

有形固定資産の売却による収入 2,428 －

無形固定資産の取得による支出 △4,466 △2,580

有価証券の償還による収入 200,000 －

投資有価証券の取得による支出 △500 －

投資有価証券の売却による収入 － 4,500

関係会社株式の取得による支出 △11,025 －

関係会社株式の売却による収入 10,000 －

貸付金の回収による収入 412 193

保険積立金の払戻による収入 204,238 214,586

その他 3,420 5,242

投資活動によるキャッシュ・フロー 372,803 206,099

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △198,303 △198,261

財務活動によるキャッシュ・フロー △198,303 △198,261

現金及び現金同等物に係る換算差額 964 △23,907

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,108,887 3,845,715

現金及び現金同等物の期首残高 4,472,330 5,303,168

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,581,217 9,148,883



 該当事項はありません。  

  

  

【事業の種類別セグメント情報】  

 前第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成22年１月１日 至平成22年６月30日）  

  

 当社グループは、水と環境の総合コンサルタントとして、主にコンサルタント事業を行っており、当該事業

以外の事業の種類は重要性がないため事業の種類別セグメントは作成しておりません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

 前第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成22年１月１日 至平成22年６月30日）  

  

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。  

  

【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年６月30日） 

  

 当第２四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年６月30日） 

(注)１. 国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

  ２. 各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

    ３． 海外売上高は、連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
アジア・ 
オセアニア 

アフリカ 中東 中南米 北米 その他  計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,053,561  218,361  254,909  293,660  68,642  9,745  1,898,880

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  －  －  8,625,211

Ⅲ 海外売上高の連結売上

高に占める割合（％） 
 12.2  2.5  3.0  3.4  0.8  0.1  22.0

  
アジア・ 
オセアニア 

アフリカ 中東 中南米 北米 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,201,238  440,590  301,193  275,760  52,284  2,271,067

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  －  9,032,685

Ⅲ 海外売上高の連結売上

高に占める割合（％） 
 13.3  4.9  3.3  3.0  0.6  25.1

(1)アジア・ ……フィリピン、スリランカ、インド、マレーシア、ベトナム、カンボジア、ネパール、 

   オセアニア   インドネシア、バングラデシュ、カザフスタン、パプア・ニューギニア 

(2)アフリカ ……リビア、タンザニア、ギニア、モーリシャス、カーボ・ヴェルディ 

(3)中東 ……オマーン、クウェート、アラブ首長国連邦、カタール、レバノン 

(4)中南米 ……ペルー、ジャマイカ 

(5)北米 ……アメリカ合衆国 

(6)その他  ……マケドニア 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



 生産、受注及び販売の状況 

  

 当社グループは、水と環境の総合コンサルタントとして、主にコンサルタント事業を行っており、当該事業以外の

事業の種類は重要性がないため事業の種類別セグメントは作成しておりません。  

  

(1）生産実績 

 当第２四半期連結累計期間の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は完成業務収入によっております。 

    ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2)受注状況 

 当第２四半期連結累計期間の受注実績を事業部門別及び国内・海外区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

  （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

４．補足情報

事業部門 金額（千円） 前年同四半期比（％）

水道  2,566,219  7.2

下水道  5,590,953  △0.3

環境・その他  875,512  40.8

計  9,032,685  4.7

事業部門 受注高（千円）
前年同四半期比

（％） 
受注残高（千円） 

前年同四半期比
（％） 

水道  4,459,138  96.1  8,041,984  33.7

下水道  4,042,438  11.7  6,067,561  9.7

環境・その他  670,432  △2.9  767,392  △24.2

計  9,172,008  39.3  14,876,938  18.5

国内・海外区分 受注高（千円）
前年同四半期比

（％） 
受注残高（千円） 

前年同四半期比
（％） 

国内  3,317,064  △11.1  4,505,793  △10.0

海外  5,854,944  105.3  10,371,144  37.4

計  9,172,008  39.3  14,876,938      18.5



(3）販売実績 

 当第２四半期連結累計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．当第２四半期連結累計期間の販売実績を地域別に示すと、次のとおりであります。 

３．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業部門 金額（千円） 前年同四半期比（％）

水道  2,566,219  7.2

下水道  5,590,953  △0.3

環境・その他  875,512  40.8

計  9,032,685  4.7

地域 売上高（千円） 構成比（％）

北海道  808,456  9.0

東北  357,888  4.0

関東  1,548,618  17.1

中部  1,906,209  21.1

近畿  581,601  6.4

中国  615,163  6.8

四国  162,714  1.8

九州  780,965  8.7

小計  6,761,618  74.9

海外  2,271,067  25.1

計  9,032,685  100.0
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