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1.  平成24年9月期第1四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成23年12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 ％

24年9月期第1四半期 4,056 25.4 △227 ― △227 ― △253 ―

23年9月期第1四半期 3,235 40.5 △434 ― △450 ― △507 ―

（注）包括利益 24年9月期第1四半期 △249百万円 （―％） 23年9月期第1四半期 △495百万円 （―％）

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9月期第1四半期 △14.21 ―

23年9月期第1四半期 △35.23 ―

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

24年9月期第1四半期 14,299 5,623 38.8 310.85
23年9月期 12,205 5,927 47.9 327.55

（参考） 自己資本   24年9月期第1四半期  5,547百万円 23年9月期  5,845百万円

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9月期 ― ― ― 3.00 3.00

24年9月期 ―

24年9月期（予想） ― ― 5.00 5.00

3.  平成24年9月期の連結業績予想（平成23年10月1日～平成24年9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）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

第2四半期(累計) 10,800 1.7 550 △35.6 510 △38.5 480 △34.6 26.90
通期 19,000 5.3 380 71.6 350 122.0 290 ― 16.25



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料P2.「四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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、添付資
料P2.「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

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9月期1Q 18,614,000 株 23年9月期 18,614,000 株

② 期末自己株式数 24年9月期1Q 767,403 株 23年9月期 766,998 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期1Q 17,846,597 株 23年9月期1Q 14,414,315 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州を中心とした海外経済の回復の遅れやタイの洪水被害

による影響に加え、東日本大震災による原子力災害、急速な円高の進行やデフレ等により、政策効果による持ち

直しが期待されるものの、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。 

当建設関連業界におきましては、第三次補正予算が成立し、東日本大震災の復興に向けた動きが活発化するこ

とが予想されますが、国全体としては依然として公共事業関連費用の抑制が続き、厳しい状況にあります。 

このような事業環境のもと、当社グループは、レーザ計測技術とコンサルティング能力を活かし、震災復興支

援業務はもとより、国内外の防災・環境保全業務に取り組んでまいりました。また、当第１四半期より新中期経

営計画をスタートさせ、空間情報コンサルタント業界のトップ企業を目指し、海外・民間市場を視野に入れた技

術強化や収益性の改善に着手いたしました。  

 その結果、当第１四半期連結累計期間における業績は、受注高が48億10百万円（前年同期比31.5％増）とな

り、売上高は 百万円（同25.4％増）となりました。 

 利益面におきましては、売上及び利益が第２四半期連結会計期間に集中する季節的変動の影響もあり、営業損

益は 百万円の損失（前年同期は 百万円の損失）、経常損益は 百万円の損失（前年同期は 百

万円の損失）、四半期純損益は 百万円の損失（前年同期は 百万円の損失）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比較し20億93百万円増加の 百万円とな

りました。これは主として、受取手形及び売掛金が増加したことによるものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比較し23億96百万円増加の 百万円となりました。これは主として、短

期借入金が増加したことによるものであります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比較し3億3百万円減少の 百万円となりました。これは主として、利

益剰余金が減少したこと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11月11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。 

（注）業績予想につきましては、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、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用については、原則として、当第１四半期連結会計期間を含む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。但し、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。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

40億56

2億27 4億34 2億27 4億50

2億53 5億7

142億99

86億75

56億23

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,599,850 2,218,726

受取手形及び売掛金 3,503,469 5,566,079

仕掛品 1,666,797 2,139,574

原材料及び貯蔵品 1,828 1,259

その他 486,893 512,280

貸倒引当金 △5,773 △12,673

流動資産合計 8,253,066 10,425,247

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 268,552 266,330

航空機（純額） 33,591 28,960

機械及び装置（純額） 165,378 155,287

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 125,095 122,755

土地 319,898 319,898

その他（純額） 401,153 449,363

有形固定資産合計 1,313,670 1,342,594

無形固定資産   

ソフトウエア 542,556 750,641

その他 327,203 103,261

無形固定資産合計 869,759 853,902

投資その他の資産   

投資有価証券 983,408 916,899

長期貸付金 240,509 239,837

その他 806,529 781,812

貸倒引当金 △261,215 △261,220

投資その他の資産合計 1,769,230 1,677,328

固定資産合計 3,952,661 3,873,826

資産合計 12,205,727 14,299,073
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 414,062 435,109

短期借入金 － 2,288,000

未払法人税等 71,931 25,514

前受金 977,089 1,044,529

賞与引当金 195,182 157,183

受注損失引当金 144,735 195,465

引当金 57,284 54,434

その他 863,889 858,936

流動負債合計 2,724,174 5,059,173

固定負債   

退職給付引当金 2,988,326 3,040,831

その他 566,138 575,477

固定負債合計 3,554,464 3,616,309

負債合計 6,278,638 8,675,483

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,673,778 1,673,778

資本剰余金 2,476,457 2,476,457

利益剰余金 1,937,445 1,630,354

自己株式 △240,955 △241,043

株主資本合計 5,846,726 5,539,547

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △976 8,052

その他の包括利益累計額合計 △976 8,052

少数株主持分 81,338 75,989

純資産合計 5,927,088 5,623,589

負債純資産合計 12,205,727 14,299,073

アジア航測㈱（9233）　平成24年９月期　第１四半期決算短信

- 4 -



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 3,235,041 4,056,978

売上原価 2,701,124 3,243,782

売上総利益 533,916 813,196

販売費及び一般管理費 968,246 1,040,227

営業損失（△） △434,329 △227,031

営業外収益   

受取利息 2,356 2,156

受取配当金 2,844 2,945

持分法による投資利益 － 1,961

その他 7,934 6,629

営業外収益合計 13,136 13,692

営業外費用   

支払利息 9,609 9,665

持分法による投資損失 6,711 －

シンジケートローン手数料 3,750 3,750

その他 9,530 1,068

営業外費用合計 29,602 14,483

経常損失（△） △450,795 △227,822

特別利益   

関係会社清算益 － 360

特別利益合計 － 360

特別損失   

固定資産除却損 1,689 －

投資有価証券評価損 826 13,704

事務所移転費用 42,723 －

その他 1,735 －

特別損失合計 46,974 13,704

税金等調整前四半期純損失（△） △497,770 △241,166

法人税等 15,242 17,820

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △513,012 △258,986

少数株主損失（△） △5,244 △5,438

四半期純損失（△） △507,768 △253,548
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △513,012 △258,986

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 17,675 9,518

その他の包括利益合計 17,675 9,518

四半期包括利益 △495,337 △249,468

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △490,553 △244,519

少数株主に係る四半期包括利益 △4,783 △4,948
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（１）受注及び販売の状況 

当第１四半期連結累計期間における受注及び販売の状況を示すと、次のとおりであります。 

なお、当社グループは、空間情報コンサルタント事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載に代

えて業務区分別に記載しております。 

また、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２四半期連結会計期間に完

成する業務の割合が大きいため、第１、第３、第４四半期連結会計期間に比べ第２四半期連結会計期間の売上高

が増加する傾向にあり、それに伴い業績に季節的変動があります。 

  

① 受注の状況  

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

② 販売の状況  

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（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

４．補足情報

  
前年同四半期

（自 平成22年10月１日 
  至 平成22年12月31日）

当第１四半期
（自 平成23年10月１日 

  至 平成23年12月31日）
比較増減

業務区分 
受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

情報システム  2,568,971  7,044,976  3,137,849  8,104,095  568,878  1,059,118

建設コンサルタント  1,090,486  3,090,235  1,672,554  4,099,541  582,068  1,009,305

合  計  3,659,457  10,135,212  4,810,404  12,203,636  1,150,947  2,068,424

  
前年同四半期

（自 平成22年10月１日 
  至 平成22年12月31日）

当第１四半期
（自 平成23年10月１日 

  至 平成23年12月31日）
比較増減

業務区分 
金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金額 

（千円） 

増減率 

（％） 

情報システム  2,137,766  66.1  2,755,066  67.9  617,300  28.9

建設コンサルタント  1,097,275  33.9  1,301,911  32.1  204,636  18.6

合  計  3,235,041  100.0  4,056,978  100.0  821,936  25.4
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