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四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無 

四半期決算説明会開催の有無 ：無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成23年12月期第2四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年6月30日） 
（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2四半期 8,286 △8.3 1,453 11.6 1,541 16.8 371 △52.8
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

 

 
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2四半期 3,785.55 － 
22年 12月期第2四半期 7,922.11 － 

 
（２）連結財政状態 

 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2四半期 21,333 15,221 71.3 156,147.72
23年 12月期 20,555 15,152 73.7 152,320.98

（参考）自己資本    23年12月期第2四半期  15,221百万円       22年12月期  15,152百万円 

 
２．配当の状況 

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 － 2,000.00 － 2,000.00 4,000.00

23年 12月期 － 2,200.00  

23年 12月期(予想)  － 2,200.00 4.400.00

（注）1.当四半期における配当予想の修正有無：無 

   2.平成23年12月期中間配当金の内訳 普通配当 2,000円00銭 記念配当 200円00銭 

    平成23年12月期期末配当金の内訳 普通配当 2,000円00銭 記念配当 200円00銭 

 
３．平成23年12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、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 13,836 △1.6 992 △4.8 1,164 10.7 134 △78.4 1,374.64

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 

 



 

 

４．その他 （詳細は、【添付資料】3ページ「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 

 新規 －社 (社名)  、除外 －社 (社名)  
（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年12月期2Ｑ 100,480株 22年12月期 100,480株

② 期末自己株式数 23年12月期2Ｑ 3,000株 22年12月期 1,000株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年12月期2Ｑ 98,160株 22年12月期2Q 99,480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、実際の業績等は様々な要因により大きく異なることがあります。業績
予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当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「当四半期の連結業績等に関する定性的情報」をご覧ください。 
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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、企業業績の持ち直しがみられた一方で、３月11日に発生した

東日本大震災及び原子力発電所事故の影響等により、企業の生産活動の低下、雇用環境の悪化など、景気の先行き

について不透明な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、東日本

大震災により公共事業予算の執行が一部保留されるなど、依然として厳しい状況が続いております。  

一方、当社は震災後、全社を挙げた復旧支援体制を築き、被災自治体復旧支援を行っておりますが、政府の予算

措置が進み支援業務がより一層活発になるものと予想されることから「水と環境の総合コンサルタント」としての

社会的責任を果たし、被災自治体の一日も早い復旧に 大限努力してまいります。  

このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間における当社グループの業績は、前年同期には海外業務にお

いて大型案件の受注があったため、受注高は5,273百万円（前年同期比42.5%減）にとどまり、連結売上高は8,286

百万円（同8.3%減）となりました。  

利益面では、原価管理及び経費削減の徹底等により、営業利益は1,453百万円（同11.6%増）、経常利益は1,541

百万円（同16.8%増）となりましたが、投資有価証券評価損746百万円を計上したこと等により、四半期純利益は

371百万円（同52.8%減）となりました。 

  

セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。 

（国内業務） 

国内業務におきましては、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。この結果、受注高は3,355百万円、売上高は

6,342百万円、営業利益は1,191百万円となりました。 

（海外業務） 

海外業務におきましては、アジアや中南米を中心に積極的な営業活動を行いました。この結果、受注高は1,918

百万円、売上高は1,896百万円、営業利益は203百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金の増加等により、前連結会計年度末と比較して

777百万円増加し21,333百万円となりました。 

負債は、未成業務受入金の増加等により、709百万円増加し6,112百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の増加等により68百万円増加し15,221百万円となりました。この結果、自己資本比率は

71.3％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期の連結売上高、経常利益は当初計画から大きな乖離はなかったものの、保有する投資有価証券の時

価が著しく下落し、投資有価証券評価損を746百万円計上したことなどから、四半期純利益は当初計画を下回る結

果となりました。 

 通期の業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の業績を考慮し、以下のとおり修正いたしました。

なお、平成23年５月13日付「平成23年12月期 第１四半期決算短信」で公表しました通期の連結業績予想との差異

は以下のとおりです。  

  

 平成23年12月期 通期連結業績予想数値の修正（平成23年１月１日～平成23年12月31日）  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

  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 

 前回発表予想（A)   13,836  992  1,164  634  6,481.46

 今回修正予想（B)  13,836  992  1,164  134  1,374.64

 増減額（B－A)   －   －  －  △500   

 増減率（％）  －  －  －  △78.9   

 前期実績 

（平成22年12月期） 
 14,063  1,041  1,051  619  6,226.08
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（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 簡便な会計処理 

  

② 四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 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1,784千円、税金等調整前四半期純利益は18,042千円それぞれ減少して

おります。  

  

② 表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

「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２四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。 

   

２．その他の情報

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年６月30日） 

１．固定資産の減価償却費の算定方法  固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定

しているため、当該予算に基づく年間償却予定額を期間按分して算定してお

ります。   

２．一般債権の貸倒見積高の算定方法   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。  
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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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23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22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,665,780 5,904,800

受取手形及び完成業務未収入金 733,399 1,577,920

未成業務支出金 3,319,971 3,645,880

その他 587,082 645,649

貸倒引当金 △23,597 △17,932

流動資産合計 13,282,636 11,756,317

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,316,881 1,329,871

土地 1,326,543 1,326,543

その他（純額） 44,889 49,610

有形固定資産合計 2,688,314 2,706,025

無形固定資産 71,747 73,463

投資その他の資産   

投資有価証券 1,843,093 2,361,722

保険積立金 881,879 982,234

その他 2,581,069 2,691,256

貸倒引当金 △15,131 △15,198

投資その他の資産合計 5,290,911 6,020,015

固定資産合計 8,050,973 8,799,503

資産合計 21,333,609 20,555,821
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23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22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

業務未払金 326,989 461,037

未払法人税等 398,362 253,367

未成業務受入金 2,666,650 1,830,105

賞与引当金 303,261 328,680

その他の引当金 6,698 45,942

その他 660,751 685,432

流動負債合計 4,362,713 3,604,566

固定負債   

退職給付引当金 1,591,843 1,649,893

その他 157,772 148,470

固定負債合計 1,749,615 1,798,364

負債合計 6,112,329 5,402,930

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 15,096,151 14,923,520

自己株式 △398,940 △159,797

株主資本合計 15,517,331 15,583,843

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △266,317 △401,239

為替換算調整勘定 △29,733 △29,713

評価・換算差額等合計 △296,051 △430,952

純資産合計 15,221,280 15,152,890

負債純資産合計 21,333,609 20,555,821
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（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22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 9,032,685 8,286,563

売上原価 6,286,960 5,404,465

売上総利益 2,745,725 2,882,098

販売費及び一般管理費 1,442,928 1,428,727

営業利益 1,302,797 1,453,371

営業外収益   

受取利息 4,746 3,348

受取配当金 33,065 37,423

受取保険金 － 17,110

保険返戻金 16,663 18,223

為替差益 － 5,066

その他 7,631 7,111

営業外収益合計 62,106 88,283

営業外費用   

自己株式取得費用 － 597

為替差損 45,139 －

営業外費用合計 45,139 597

経常利益 1,319,764 1,541,057

特別利益   

前期損益修正益 － 1,875

投資有価証券売却益 2,677 －

貸倒引当金戻入額 2,936 －

特別利益合計 5,613 1,875

特別損失   

固定資産除売却損 3,009 327

投資有価証券評価損 － 746,144

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,257

特別損失合計 3,009 762,730

税金等調整前四半期純利益 1,322,368 780,201

法人税、住民税及び事業税 557,619 381,009

法人税等調整額 △23,343 27,601

法人税等合計 534,276 408,610

少数株主損益調整前四半期純利益 － 371,590

四半期純利益 788,091 371,590
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23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 1,322,368 780,201

減価償却費 55,895 51,370

受取利息及び受取配当金 △37,811 △40,772

為替差損益（△は益） 45,139 7,677

投資有価証券評価損益（△は益） － 746,144

売上債権の増減額（△は増加） 1,098,966 844,218

たな卸資産の増減額（△は増加） 754,695 325,900

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,781 5,816

仕入債務の増減額（△は減少） △91,280 △134,047

未成業務受入金の増減額（△は減少） 1,044,155 836,544

賞与引当金の増減額（△は減少） 27,946 △25,419

退職給付引当金の増減額（△は減少） △48,695 △58,050

その他 △107,246 19,171

小計 4,052,351 3,358,755

利息及び配当金の受取額 36,572 38,745

法人税等の支払額 △227,139 △236,895

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,861,784 3,160,605

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 △15,843 △5,845

無形固定資産の取得による支出 △2,580 △13,817

投資有価証券の売却による収入 4,500 －

貸付けによる支出 － △1,499

貸付金の回収による収入 193 －

保険積立金の払戻による収入 214,586 119,314

その他 5,242 △51,143

投資活動によるキャッシュ・フロー 206,099 47,008

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 － △239,143

配当金の支払額 △198,261 △198,953

その他 － △381

財務活動によるキャッシュ・フロー △198,261 △438,478

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23,907 △8,155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,845,715 2,760,979

現金及び現金同等物の期首残高 5,303,168 5,904,800

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,148,883 8,665,780
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 該当事項はありません。  

  

  

１．報告セグメントの概要  

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分の決定及び業績の評価をするために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。 

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

務は主に当社が、海外業務は当社の連結子会社であるエヌジェーエス・コンサルタンツ(株)及びその他現地法人

が、それぞれ担当しております。当社の連結子会社はそれぞれ独立した経営単位として独自に事業戦略を立案

し、事業活動を展開しております。  

したがって、当社グループは、地域及び顧客により区分されるセグメントから構成されており、「国内業務」

及び「海外業務」の２つを報告セグメントとしております。  

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

当第２四半期連結累計期間（自平成23年１月１日 至平成23年６月30日）         （単位：千円）

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を行って

おります。  

   ２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等によるものであります。 

   ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

該当事項はありません。  

  

（追加情報）  

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

成20年３月21日）を適用しております。  

  

 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

  報告セグメント  
その他 

（注）１ 
合計  

調整額 

（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３ 
  国内業務  海外業務 計 

売上高                

外部顧客への売上高  6,334,638 1,893,941 8,228,579 57,983  8,286,563  － 8,286,563

セグメント間の内部

売上高又は振替高  
 8,313 2,101 10,414 －  10,414  △10,414 －

計  6,342,951 1,896,042 8,238,993 57,983  8,296,977  △10,414 8,286,563

セグメント利益   1,191,197 203,352 1,394,550 23,760  1,418,310  35,060 1,453,371

（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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