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1.  平成23年11月期第1四半期の業績（平成22年12月1日～平成23年2月28日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

23年11月期第1四半期 475 △36.3 △393 ― △390 ― △242 ―

22年11月期第1四半期 746 △5.6 △322 ― △313 ― △199 ―

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

23年11月期第1四半期 △54.64 ―

22年11月期第1四半期 △44.23 ―

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

23年11月期第1四半期 6,943 2,497 36.0 564.20
22年11月期 6,455 2,749 42.6 619.79

（参考） 自己資本   23年11月期第1四半期  2,497百万円 22年11月期  2,749百万円

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  
 

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

22年11月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
23年11月期 ―

23年11月期 
（予想）

5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成23年11月期の業績予想（平成22年12月1日～平成23年11月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

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

第2四半期 
(累計)

3,500 △14.1 90 △1.1 100 △9.9 40 ― 9.03

通期 6,750 ― 100 334.8 130 47.7 50 66.7 11.29



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年11月期1Q 5,289,900株 22年11月期  5,289,900株

② 期末自己株式数 23年11月期1Q  863,267株 22年11月期  853,371株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年11月期1Q 4,430,131株 22年11月期1Q 4,516,200株

※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
基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※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の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、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後
頁【当四半期の業績等に関する定性的情報】（３）業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

①業績の状況  

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、新興国の経済成長の影響で一部製造業においては緩やかながら

も復調傾向にあり、設備投資も持ち直しつつあるものの、国内民間企業動向は総じて低調で推移しました。ま

た、公共投資抑制傾向は今後も継続され、不透明な市場環境が続くものと思われます。 

建設コンサルタントおよび地質調査業界におきましても、公共投資関連の予算の見直し、民間企業の低調な設

備投資の中、依然として厳しい状況が続いております。 

こうした状況の中、当第１四半期会計期間の経営成績につきましては、前期初めに策定した中期経営方針に基

づき、受注の拡大とコスト縮減に全社員で取り組みましたが、売上高は４億75百万円（前年同四半期比36.3％

減）、営業損失３億93百万円（前年同四半期は営業損失３億22百万円）、経常損失３億90百万円（前年同四半期

は経常損失３億13百万円）、四半期純損失２億42百万円（前年同四半期は四半期純損失１億99百万円）となりま

した。 

  

②第１四半期会計期間の季節的変動  

当社は、官公庁・公共企業体をはじめとする公共部門との取引率が高いことから、納期の関係もあり、売上

高・利益ともに第２四半期と第４四半期に集中するという季節変動の傾向があります。この為、当第１四半期で

は売上高収入に対し諸費用がバランスせず、利益面では一時的にマイナスとなりますが、年間計画には織り込み

済みの進捗状況です。 

  

③その他 

平成23年３月11日に発生した「東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）」は、北関東、東北地方で広範囲にわ

たり大きな被害をもたらし、また、原子力発電所の放射能漏れによる被害も甚大です。 

当社は、震災直後から被災された方々の救済や被害状況の把握のための被害状況調査、点検業務等に取り組ん

できました。 

今後各方面からの調査依頼に対し、全社一丸となり、全力で当社の蓄積した技術と経験を生かし、出来うる限

りの支援をし、一日でも早い復興の一助となるよう取り組んでまいります。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況  

（資産） 

資産合計は、前事業年度末に比べ４億88百万円増加し、69億43百万円となりました。その主な増減内訳は、

現金及び預金の増加４億16百万円、完成調査未収入金の減少８億74百万円、未成調査支出金の増加７億54百万

円等であります。 

（負債） 

負債合計は、前事業年度末に比べ７億40百万円増加し、44億46百万円となりました。その主な増減内訳は、

短期借入金の増加９億円、未成調査受入金の増加１億６百万円、調査未払金の減少２億63百万円等でありま

す。 

（純資産） 

純資産合計は、前事業年度末に比べ２億52百万円減少し、24億97百万円となりました。その主な増減内訳

は、利益剰余金の減少２億64百万円等であります。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

本資料に記載されている業績予想につきましては、平成23年１月19日付発表「平成22年11月期決算短信(非連

結)」の記載から変更はありません。なお、業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき

作成したものであり、実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められたため、前事業年度末の貸倒実績

率等の合理的な基準を使用する方法によっております。 

②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、事業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。 

③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、前事業年度末以降に経営環境等、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、前事業年度末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。 

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

①税金費用の計算 

税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業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。 

  

（２）四半期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概要 

資産除去債務に関する会計基準等の適用 

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しており

ます。 

なお、これによる影響はありません。 

   

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成23年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 560,958 144,550

受取手形 26,369 32,530

完成調査未収入金 1,143,650 2,017,838

未成調査支出金 1,653,478 898,601

材料貯蔵品 2,330 2,362

繰延税金資産 158,703 13,163

その他 130,544 90,100

貸倒引当金 △3,450 △6,014

流動資産合計 3,672,584 3,193,133

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 642,211 648,241

機械及び装置（純額） 103,167 113,194

土地 1,472,382 1,472,382

その他（純額） 108,765 108,331

有形固定資産合計 2,326,526 2,342,149

無形固定資産 80,079 75,208

投資その他の資産   

投資有価証券 358,478 334,122

繰延税金資産 156,838 163,989

その他 374,530 371,959

貸倒引当金 △25,349 △25,369

投資その他の資産合計 864,497 844,701

固定資産合計 3,271,103 3,262,060

資産合計 6,943,688 6,455,194

負債の部   

流動負債   

調査未払金 304,068 567,946

短期借入金 2,800,000 1,900,000

1年内返済予定の長期借入金 100,000 100,000

引当金 61,020 －

未成調査受入金 279,001 172,719

その他 162,544 160,830

流動負債合計 3,706,635 2,901,496

固定負債   

長期借入金 175,000 200,000

退職給付引当金 423,249 432,714

その他 141,319 171,252

-4-

川崎地質㈱（４６７３）　平成23年11月期第１四半期決算短信（非連結）



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成23年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年11月30日) 

固定負債合計 739,568 803,967

負債合計 4,446,203 3,705,463

純資産の部   

株主資本   

資本金 819,965 819,965

資本剰余金 826,345 826,345

利益剰余金 1,353,433 1,617,683

自己株式 △517,446 △512,246

株主資本合計 2,482,296 2,751,747

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,187 △2,017

評価・換算差額等合計 15,187 △2,017

純資産合計 2,497,484 2,749,730

負債純資産合計 6,943,688 6,455,194
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 746,276 475,389

売上原価 581,139 378,686

売上総利益 165,137 96,702

販売費及び一般管理費 487,480 489,975

営業損失（△） △322,342 △393,272

営業外収益   

受取利息 191 154

受取配当金 1,185 1,283

受取手数料 3,100 5,442

固定資産賃貸料 18,884 12,642

その他 779 105

営業外収益合計 24,141 19,627

営業外費用   

支払利息 7,749 7,523

退職給付費用 7,397 7,397

その他 63 1,624

営業外費用合計 15,210 16,545

経常損失（△） △313,412 △390,190

特別利益   

貸倒引当金戻入額 861 2,582

特別利益合計 861 2,582

特別損失   

投資有価証券評価損 3,520 －

特別損失合計 3,520 －

税引前四半期純損失（△） △316,070 △387,608

法人税等 △116,340 △145,540

四半期純損失（△） △199,730 △242,068
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 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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