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1.  平成23年12月期第1四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

23年12月期第1四半期 7,948 6.5 104 △57.2 127 △52.8 30 △74.5
22年12月期第1四半期 7,462 13.3 244 137.4 270 103.8 120 95.8

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12月期第1四半期 2.17 ―
22年12月期第1四半期 8.50 ―

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12月期第1四半期 33,029 19,522 58.8 1,373.62
22年12月期 32,243 19,658 60.7 1,383.80

（参考） 自己資本   23年12月期第1四半期  19,425百万円 22年12月期  19,569百万円

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12月期 ― 0.00 ― 16.00 16.00
23年12月期 ―
23年12月期 

（予想）
0.00 ― 16.00 16.00

3.  平成23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31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)

17,000 △1.0 660 △30.7 700 △31.1 310 △36.1 21.92

通期 33,000 6.7 1,100 △4.9 1,200 △6.2 530 △16.4 37.48
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(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 

（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レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載された連結業績予想は、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、今後のさまざまな要
因によって異なる結果となる可能性があります。 

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

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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12月期1Q 14,159,086株 22年12月期  14,159,086株
② 期末自己株式数 23年12月期1Q  17,057株 22年12月期  16,925株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期1Q 14,142,084株 22年12月期1Q 14,142,481株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

建設コンサルタント産業に属する当社グループは、公共事業関係費予算の縮減傾向が継続する中、市場環境に柔

軟かつ迅速に対応し、安定した経営基盤の構築に注力してまいりました。 

東北地方太平洋沖地震発生後は、官公庁の要請を受け災害調査や災害復旧支援に精力的に取り組んでまいりまし

た。引き続き、当社グループ全体の力を結集するため東日本大震災復興支援本部を設立し、国民の安全と安心を守

り、生活と経済の基盤である社会資本の整備を担う建設コンサルタントの社会的責任を果たすべく最大限努力して

まいります。 

当第１四半期の当社グループ全体の受注高は、前年同四半期比20.8％減の5,502百万円となりました。売上高に

つきましては、7,948百万円となり通期予想売上高の24.1％となりました。経常利益は、震災関連費用の発生など

により127百万円と通期予想経常利益の10.6％、第１四半期純利益は30百万円となり、通期予想当期純利益の5.8％

となっております。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は33,029百万円となり、前連結会計年度末に比べ785百万円の増加

となりました。 

これは主に完成業務未収入金および未成業務支出金の増加によるものであります。  

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における総負債は13,507百万円となり、前連結会計年度末に比べ921百万円の増加

となりました。これは主に業務未払金の増加によるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は19,522百万円となり、前連結会計年度末に比べ135百万円の減少

となりました。これは主に配当金の支払いによるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年２月17日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

  

（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 

定率法を採用している固定資産の減価償却費の算定方法については、当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。 

税金費用については、当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。 

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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 当第１四半期連結会計期間より、「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。 

これにより、営業利益及び経常利益は１百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は23百万円減少しておりま

す。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は124百万円であります。  

② 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,038 3,557

受取手形及び完成業務未収入金 2,567 863

未成業務支出金 13,064 11,431

その他 861 5,131

貸倒引当金 △13 △13

流動資産合計 21,519 20,971

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,610 4,581

その他（純額） 2,568 2,442

有形固定資産合計 7,179 7,024

無形固定資産 293 285

投資その他の資産   

その他 4,047 3,972

投資損失引当金 △10 △10

投資その他の資産合計 4,037 3,962

固定資産合計 11,510 11,272

資産合計 33,029 32,243

負債の部   

流動負債   

業務未払金 2,126 917

短期借入金 200 100

未払法人税等 68 345

未成業務受入金 7,622 8,112

賞与引当金 611 581

役員賞与引当金 7 35

業務損失引当金 180 139

その他 1,553 1,481

流動負債合計 12,370 11,713

固定負債   

退職給付引当金 626 462

資産除去債務 124 －

その他 385 409

固定負債合計 1,136 871

負債合計 13,507 12,585
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,025 3,025

資本剰余金 4,122 4,122

利益剰余金 12,149 12,406

自己株式 △10 △10

株主資本合計 19,286 19,544

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 139 25

評価・換算差額等合計 139 25

少数株主持分 96 88

純資産合計 19,522 19,658

負債純資産合計 33,029 32,243
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 7,462 7,948

売上原価 5,748 6,097

売上総利益 1,714 1,850

販売費及び一般管理費 1,469 1,746

営業利益 244 104

営業外収益   

受取利息 4 4

受取配当金 4 5

受取家賃 11 11

その他 8 4

営業外収益合計 29 25

営業外費用   

支払利息 1 0

支払手数料 1 1

その他 0 0

営業外費用合計 3 2

経常利益 270 127

特別損失   

投資有価証券評価損 － 23

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 22

その他 0 －

特別損失合計 0 45

税金等調整前四半期純利益 270 81

法人税等 122 41

少数株主損益調整前四半期純利益 － 40

少数株主利益 27 9

四半期純利益 120 30
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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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