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１．平成24年12月期第１四半期の連結業績（平成24年１月１日～平成24年３月31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 ％

24年12月期第１四半期 6,631 △16.6 △333 ― △310 ― △151 ―

23年12月期第１四半期 7,948 6.5 104 △57.2 127 △52.8 30 △74.5

(注) 包括利益 24年12月期第１四半期 △56百万円(―％) 23年12月期第１四半期 153百万円(―％)

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12月期第１四半期 △10.72 ―
23年12月期第１四半期 2.17 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年12月期第１四半期 33,915 19,591 57.4

23年12月期 30,332 19,876 65.2

(参考) 自己資本 24年12月期第１四半期 19,474百万円 23年12月期 19,770百万円

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

23年12月期 ― 0.00 ― 16.00 16.00

24年12月期 ―

24年12月期(予想) 0.00 ― 16.00 16.00

３．平成24年12月期の連結業績予想（平成24年１月１日～平成24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)

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 △8.9 380 △37.7 400 △40.0 200 △37.1 14.14
通期 34,000 1.1 1,000 1.6 1,050 △7.0 500 18.5 35.36
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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。 

  

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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―社 (社名)          、除外  ―社 (社名)

（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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

（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) 24年12月期１Ｑ 14,159,086株 23年12月期 14,159,086株

② 期末自己株式数 24年12月期１Ｑ 17,199株 23年12月期 17,191株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期１Ｑ 14,141,892株 23年12月期１Ｑ 14,142,084株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当社グループの属する建設コンサルタント産業では、公共投資関連で約3.8兆円の補正予算措置が講じられたこ

ともあり、長期にわたって続いた大幅な縮減傾向から反転する兆しが見受けられました。 

このような状況下において、当社グループは、今期よりスタートした新中期経営計画2014のもと、東日本大震

災からの復興に全力で貢献したほか、海外・マネジメント・都市・環境といった重点分野の事業展開を図るとと

もに未参入分野への進出を強化してまいりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の当社グループ全体の受注高は前年同四半期比55.0％増の8,526百万円と

なりました。売上高につきましては、季節的な要因などにより、6,631百万円となり通期予想売上高の19.5％とな

りました。このため、経常損失は310百万円、第１四半期純損失は151百万円となりました。 

  

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は33,915百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,582百万円の増

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14,323百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,866百万円の増

加となりました。これは主に業務未払金および未成業務受入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19,591百万円となり、前連結会計年度末に比べ284百万円の減少

となりました。これは主に利益剰余金の減少によるものであります。 

  

平成24年２月16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。 

  

該当事項はありません。 

  

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。 

  

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

 （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

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：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,161 4,903

受取手形及び完成業務未収入金 1,817 3,555

未成業務支出金 10,300 12,946

その他 3,752 1,082

貸倒引当金 △27 △27

流動資産合計 19,003 22,461

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,610 4,610

その他（純額） 2,451 2,430

有形固定資産合計 7,061 7,041

無形固定資産 253 236

投資その他の資産   

その他 4,023 4,185

投資損失引当金 △10 △10

投資その他の資産合計 4,013 4,175

固定資産合計 11,328 11,453

資産合計 30,332 33,915

負債の部   

流動負債   

業務未払金 1,210 2,380

短期借入金 250 500

未払法人税等 168 35

未成業務受入金 5,466 7,913

賞与引当金 451 572

役員賞与引当金 25 7

業務損失引当金 111 161

その他 1,593 1,626

流動負債合計 9,277 13,196

固定負債   

退職給付引当金 685 617

資産除去債務 129 130

その他 365 379

固定負債合計 1,179 1,126

負債合計 10,456 14,323
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３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 12,540 12,162

自己株式 △11 △11

株主資本合計 19,677 19,299

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 92 174

その他の包括利益累計額合計 92 174

少数株主持分 105 117

純資産合計 19,876 19,591

負債純資産合計 30,332 33,915
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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23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 7,948 6,631

売上原価 6,097 5,177

売上総利益 1,850 1,454

販売費及び一般管理費 1,746 1,788

営業利益又は営業損失（△） 104 △333

営業外収益   

受取利息 4 4

受取配当金 5 4

受取家賃 11 8

その他 4 9

営業外収益合計 25 26

営業外費用   

支払利息 0 1

支払手数料 1 1

その他 0 0

営業外費用合計 2 3

経常利益又は経常損失（△） 127 △310

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 －

特別損失合計 45 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

81 △310

法人税等 41 △171

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

40 △138

少数株主利益 9 13

四半期純利益又は四半期純損失（△） 30 △151
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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：百万円)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

40 △138

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 113 81

その他の包括利益合計 113 81

四半期包括利益 153 △56

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 144 △69

少数株主に係る四半期包括利益 9 13
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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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