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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30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 ％

24年3月期第2四半期 22,155 20.8 1,129 19.7 848 31.5 334 7.3
23年3月期第2四半期 18,342 8.1 943 ― 645 ― 311 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 358百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △219百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 4.62 ―
23年3月期第2四半期 4.31 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 50,776 11,766 22.4
23年3月期 56,786 11,990 20.3
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  11,354百万円 23年3月期  11,499百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― ― ― 8.00 8.00
24年3月期 ― ―
24年3月期（予想） ― 8.00 8.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

通期 46,000 5.4 3,700 10.6 3,100 11.0 1,700 △9.7 23.51



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 73,851,334 株 23年3月期 73,851,334 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,559,580 株 23年3月期 1,546,323 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 72,299,636 株 23年3月期2Q 72,327,147 株
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当第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年9月30日：以下「当累計期間」）の当社

グループは、東日本大震災の被災地の復旧・復興へ向けた行政等への支援体制を整え、関係各署へ被災

地域の地理情報を迅速に提供するなど、支援活動を推進しております。昨年度に運用開始したモービル

マッピングシステム（MMS）を全国に拡大配備するなど、地理空間情報の収集・生産体制を強化してい

ます。また、地方自治体向けに専用ネットワーク上でのクラウドサービスの提供を開始し、安全性と信

頼性の確保に努めています。 

 国内部門における当累計期間の受注高は、公共の衛星分野や民間の受注が順調に推移し、前年同期比

14.6％増の27,696百万円、受注残高は21,532百万円となりました。海外部門における当累計期間の受注

高は、アフリカ諸国などのJICAプロジェクトの受注などがありましたが、前年同期比29.6％減の1,976

百万円、受注残高は5,291百万円となりました。全体の当累計期間の受注高は前年同期比10.0％増の

29,672百万円、受注残高は26,823百万円となりました。当累計期間の売上高は、前期12月にグループ入

りした連結子会社の寄与もあり、前年同期比20.8％増の22,155百万円となりました。 

 利益面につきましては、国内部門においては、技術力強化のための経費や東日本大震災後の対応費用

の支出があったものの、生産工程管理の徹底などにより、原価率が改善しました。一方、海外部門にお

いては、作業進捗の遅れなどもあって原価率が上昇したため、全体の売上原価率は前年同期より1.5ポ

イント上昇しました。売上高の伸張により、営業損益は1,129百万円の利益（前年同期943百万円の利

益）となりました。経常損益は、為替換算差損に前年と同水準の205百万円を計上し、支払利息が前年

同期より28百万円減少したことなどから、前年同期より203百万円増加し848百万円の利益（前年同期

645百万円の利益）となりました。四半期純損益は、「法人税、住民税及び事業税」が前年同期より439

百万円増加した一方で、「法人税等調整額」は前年同期より201百万円減少した結果、前年同期比で22

百万円増加し334百万円の純利益（前年同期311百万円の純利益）となりました。 

 なお、主要顧客である官公庁への納品が３月末に集中することから、当社の収益は期末へ向けて増加

する傾向にあります。 

  

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は50,776百万円となり、前連結会計年度末（以下「前

期末」）より6,010百万円減少いたしました。その主な要因は当第２四半期連結累計期間に前期末営業

債権の多くが回収されたことから「受取手形及び売掛金」が前期末より7,307百万円減少したことによ

ります。 

 負債合計は前期末比5,786百万円減少し、39,009百万円となりました。その主な要因は上記の債権の

回収資金で借入金を返済したことにより「短期借入金」が5,151百万円減少し、さらに、「支払手形及

び買掛金」351百万円や流動負債の「その他」に含まれる未払金（確定拠出年金制度への移換額）が329

百万円減少したことによります。 

 純資産合計は前期末より223百万円減少し、11,766百万円となりました。その主な要因は、「為替換

算調整勘定」が186百万円増加し、四半期純損益が334百万円の利益になりましたが、剰余金の配当によ

り「利益剰余金」が244百万円減少したことによります。 

  

当第２四半期連結累計期間の総受注残高は前期比6.0%増の26,823百万円となっており、平成23年5月

10日に公表しております通期の連結業績予想に変更はありません。 

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

２． サマリー情報（その他）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,676,224 8,460,816

受取手形及び売掛金 26,615,731 19,308,722

仕掛品 740,441 564,169

その他のたな卸資産 48,919 60,442

その他 2,751,861 2,716,122

貸倒引当金 △390,286 △389,922

流動資産合計 37,442,892 30,720,350

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,498,511 5,542,191

減価償却累計額 △2,375,982 △2,445,958

建物及び構築物（純額） 3,122,529 3,096,232

その他 7,678,897 8,209,130

減価償却累計額 △4,271,388 △4,366,211

その他（純額） 3,407,509 3,842,919

土地 6,267,617 6,238,195

リース資産 502,417 517,855

減価償却累計額 △250,279 △313,357

リース資産（純額） 252,137 204,497

建設仮勘定 619,381 776,748

有形固定資産合計 13,669,175 14,158,594

無形固定資産   

のれん 477,771 466,526

その他 2,537,510 2,876,395

無形固定資産合計 3,015,282 3,342,922

投資その他の資産   

投資有価証券 983,568 961,944

破産更生債権等 335,733 306,844

その他 1,802,597 1,729,495

貸倒引当金 △462,618 △443,530

投資その他の資産合計 2,659,281 2,554,754

固定資産合計 19,343,739 20,056,270

資産合計 56,786,631 50,776,621
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,482,058 3,130,977

短期借入金 15,251,268 10,099,348

リース債務 126,687 121,264

未払法人税等 293,201 571,024

賞与引当金 396,512 687,902

役員賞与引当金 12,000 －

工事損失引当金 97,612 137,961

その他 5,212,716 4,395,632

流動負債合計 24,872,057 19,144,110

固定負債   

長期借入金 18,122,224 18,193,193

リース債務 141,297 92,145

退職給付引当金 1,260,165 1,168,128

その他 400,782 412,257

固定負債合計 19,924,469 19,865,724

負債合計 44,796,526 39,009,835

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,758,481 8,758,481

資本剰余金 388,546 388,546

利益剰余金 3,260,290 3,016,131

自己株式 △489,515 △493,228

株主資本合計 11,917,802 11,669,930

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △50,385 △138,718

繰延ヘッジ損益 △8,076 △2,686

為替換算調整勘定 △359,857 △173,578

その他の包括利益累計額合計 △418,319 △314,983

少数株主持分 490,621 411,839

純資産合計 11,990,104 11,766,786

負債純資産合計 56,786,631 50,776,621
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 18,342,459 22,155,485

売上原価 13,619,849 16,772,325

売上総利益 4,722,610 5,383,159

販売費及び一般管理費 3,779,089 4,253,870

営業利益 943,521 1,129,288

営業外収益   

受取利息及び配当金 16,744 17,785

受取賃貸料 57,851 57,536

持分法による投資利益 － 5,901

貸倒引当金戻入額 － 18,929

雑収入 87,790 57,123

営業外収益合計 162,386 157,277

営業外費用   

支払利息 144,030 115,679

支払手数料 4,207 2,484

賃貸費用 40,766 41,606

持分法による投資損失 5,878 －

為替差損 203,482 205,219

雑支出 62,307 73,194

営業外費用合計 460,673 438,184

経常利益 645,234 848,381

特別利益   

固定資産売却益 12 591

貸倒引当金戻入額 63,616 －

その他 2,303 －

特別利益合計 65,931 591

特別損失   

固定資産除売却損 4,768 18,267

貸倒引当金繰入額 1,950 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 65,432 －

その他 3,640 －

特別損失合計 75,791 18,267

税金等調整前四半期純利益 635,374 830,704

法人税、住民税及び事業税 90,632 530,247

法人税等調整額 291,786 89,863

法人税等合計 382,418 620,111

少数株主損益調整前四半期純利益 252,955 210,593

少数株主損失（△） △58,652 △123,687

四半期純利益 311,608 334,281
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 四半期連結包括利益計算書 
 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４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 252,955 210,593

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △101,214 △88,333

繰延ヘッジ損益 8,362 5,389

為替換算調整勘定 △380,235 231,184

持分法適用会社に対する持分相当額 668 △484

その他の包括利益合計 △472,418 147,756

四半期包括利益 △219,463 358,350

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △250,690 437,132

少数株主に係る四半期包括利益 31,227 △78,782
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該当事項はありません。 

  

平成23年６月23日の定時株主総会において、配当を決議し利益剰余金の処分により配当に充てており

ます。 

  利益剰余金の減少額 578,440千円 

  (連結子会社保有の自己株式に係る配当金控除後の金額) 

  

従来より成果の確実性が認められる請負業務について工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比

例法）を適用し、その他は工事完成基準を適用しております。一部の子会社については、工事完成基準

を採用しておりましたが、進捗部分について成果の確実性が認められる請負業務については、当連結会

計年度より工事進行基準を適用しております。 

 この結果、従来の方法に比べて売上高が733,369千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前

四半期純利益が200,984千円増加しております。 

  

(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

(5) 追加情報
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当第２四半期連結累計期間における地理空間情報サービス事業の受注高、売上高の状況をセグメントご

とに示すと下記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４四半期連結会計期

間に完成する業務の割合が大きい季節変動があります。 

  

前第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22年９月30日） 
  

 
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

４． 補足情報

(1) 連結の受注及び販売の状況

① 受注実績

（単位：百万円／前年同期比：％）

第２四半期連結
会計期間受注高

第２四半期連結
累計期間受注高

前年
同期比

受注残高
前年
同期比

国内部門 9,039 24,168 5.5 20,095 △5.7

 公共 7,940 21,965 4.6 16,932 △6.1

 民間 1,098 2,202 15.3 3,163 △3.5

海外部門 1,885 2,807 20.7 5,220 92.1

合計 10,925 26,975 6.9 25,316 5.3

② 売上実績

（単位：百万円／前年同期比：％）

第２四半期連結
会計期間売上高

第２四半期連結
累計期間売上高

前年
同期比

国内部門 9,280 16,862 8.4

 公共 8,232 14,796 10.6

 民間 1,048 2,065 △5.0

海外部門 788 1,480 4.8

合計 10,069 18,342 8.1
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当第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年９月30日）               

 
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

① 受注実績

（単位：百万円／前年同期比：％）

第２四半期連結
会計期間受注高

第２四半期連結
累計期間受注高

前年
同期比

受注残高
前年
同期比

国内部門 11,200 27,696 14.6 21,532 7.1

 公共 10,157 25,082 14.2 18,082 6.8

 民間 1,043 2,613 18.6 3,450 9.1

海外部門 471 1,976 △29.6 5,291 1.4

合計 11,671 29,672 10.0 26,823 6.0

② 売上実績

（単位：百万円／前年同期比：％）

第２四半期連結
会計期間売上高

第２四半期連結
累計期間売上高

前年
同期比

国内部門 10,614 19,086 13.2

 公共 9,508 16,859 13.9

 民間 1,106 2,226 7.8

海外部門 1,623 3,069 107.3

合計 12,238 22,155 20.8
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