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1.  平成24年9月期第2四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成24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 ％

24年9月期第2四半期 12,449 17.2 1,515 77.6 1,492 80.0 1,424 94.2
23年9月期第2四半期 10,623 △16.8 853 △48.9 829 △49.1 733 △52.5

（注）包括利益 24年9月期第2四半期 1,455百万円 （96.0％） 23年9月期第2四半期 742百万円 （―％）

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2四半期 79.83 ―

23年9月期第2四半期 50.90 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第2四半期 18,305 7,328 39.5
23年9月期 12,205 5,927 47.9

（参考） 自己資本   24年9月期第2四半期  7,229百万円 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、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 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．「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （２）四半期連結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、当社が本資料作成日現在で入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の情報に基づ
いて作成したものであり、実際の業績等は今後様々な要因により予想数値と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．「１．当四半期決算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」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2Q 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2Q 768,922 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2Q 17,846,063 株 23年9月期2Q 14,413,659 株
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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、金融緩和をはじめとした政策効果等により緩やかな景気の持

ち直し傾向が見られたものの、欧州での債務危機問題の継続や原油価格高騰等による海外景気の停滞、さらに国内

における円高やデフレ、原子力災害の影響等の懸念から、依然として先行きが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、政府の補正予算措置により震災復興への動きが本格化する兆しが見えてまいり

ましたが、復興関連以外の公共事業費用の抑制が続き、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、今期よりスタートした新中期経営計画のもと、空間情報コンサル

タント業界のトップ企業を目指し、レーザ計測技術とコンサルティング能力の更なる活用により、震災復興支援業

務への取り組みはもとより、国内外で幅広く事業を展開してまいりました。  

 その結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、受注高が89億52百万円（前年同期比25.2％増）となり、

売上高は124億49百万円（同17.2％増）となりました。 

 利益面におきましても、売上高の増加及び売上原価率の改善等により、営業利益は15億15百万円（前年同期は８

億53百万円）、経常利益は14億92百万円（前年同期は８億29百万円）、四半期純利益は14億24百万円（前年同期は

７億33百万円）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の資産合計は、前連結会計年度末に比較し60億99百万円増加の183億５百万円とな

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46億98百万円増加の109億76百万円となりました。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14億１百万円増加の73億28百万円となりました。これは主として、利

益剰余金が増加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 

通期の連結業績予想につきましては、平成24年５月８日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知ら

せ」に記載のとおり、現時点においては、平成23年11月11日に発表した連結業績予想を据え置いております。 

（注）業績予想につきましては、当社が本資料作成日現在で入手可能な情報及び合理的であると判断する一定 

の情報に基づいて作成したものであり、実際の業績等は今後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２四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

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２四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,599,850 2,748,093

受取手形及び売掛金 3,503,469 9,783,043

仕掛品 1,666,797 1,303,937

原材料及び貯蔵品 1,828 936

その他 486,893 524,259

貸倒引当金 △5,773 △6,273

流動資産合計 8,253,066 14,353,998

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 268,552 259,544

航空機（純額） 33,591 24,328

機械及び装置（純額） 165,378 143,605

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 125,095 145,184

土地 319,898 319,898

その他（純額） 401,153 589,420

有形固定資産合計 1,313,670 1,481,981

無形固定資産   

ソフトウエア 542,556 729,278

その他 327,203 108,560

無形固定資産合計 869,759 837,839

投資その他の資産   

投資有価証券 983,408 943,690

長期貸付金 240,509 239,394

その他 806,529 709,368

貸倒引当金 △261,215 △261,220

投資その他の資産合計 1,769,230 1,631,232

固定資産合計 3,952,661 3,951,053

資産合計 12,205,727 18,305,051
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 414,062 1,077,993

短期借入金 － 3,068,000

未払法人税等 71,931 50,819

前受金 977,089 990,753

賞与引当金 195,182 459,828

受注損失引当金 144,735 69,309

引当金 57,284 111,123

その他 863,889 1,424,757

流動負債合計 2,724,174 7,252,584

固定負債   

退職給付引当金 2,988,326 3,036,597

その他 566,138 687,615

固定負債合計 3,554,464 3,724,212

負債合計 6,278,638 10,976,797

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 3,308,558

自己株式 △240,955 △241,381

株主資本合計 5,846,726 7,217,412

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △976 12,240

その他の包括利益累計額合計 △976 12,240

少数株主持分 81,338 98,600

純資産合計 5,927,088 7,328,254

負債純資産合計 12,205,727 18,305,051
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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10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 10,623,687 12,449,474

売上原価 7,823,117 8,811,040

売上総利益 2,800,569 3,638,433

販売費及び一般管理費 1,947,155 2,122,669

営業利益 853,414 1,515,764

営業外収益   

受取利息 4,440 4,251

受取配当金 7,881 4,375

持分法による投資利益 12,601 6,457

その他 16,231 17,030

営業外収益合計 41,155 32,114

営業外費用   

支払利息 19,739 19,592

コミットメントフィー 7,140 6,482

シンジケートローン手数料 27,500 27,500

その他 10,873 1,947

営業外費用合計 65,254 55,522

経常利益 829,315 1,492,356

特別利益   

固定資産売却益 173 －

関係会社清算益 － 360

特別利益合計 173 360

特別損失   

固定資産除却損 2,361 11,435

減損損失 － 5,779

投資有価証券評価損 1,113 98

事務所移転費用 42,723 －

災害による損失 8,643 －

その他 1,735 2,999

特別損失合計 56,577 20,314

税金等調整前四半期純利益 772,911 1,472,402

法人税等 36,009 31,399

少数株主損益調整前四半期純利益 736,901 1,441,003

少数株主利益 3,257 16,347

四半期純利益 733,644 1,424,655
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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10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10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 736,901 1,441,003

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 5,533 14,531

その他の包括利益合計 5,533 14,531

四半期包括利益 742,435 1,455,534

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 738,018 1,437,872

少数株主に係る四半期包括利益 4,416 17,662
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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10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31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 772,911 1,472,402

減価償却費 235,894 272,826

賞与引当金の増減額（△は減少） △394,151 264,646

受注損失引当金の増減額（△は減少） △58,009 △75,425

退職給付引当金の増減額（△は減少） 134,379 48,270

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,215 505

受取利息及び受取配当金 △12,322 △8,626

支払利息 19,739 19,592

投資有価証券評価損益（△は益） 1,113 98

関係会社清算損益（△は益） － △360

固定資産除却損 2,361 11,435

減損損失 － 5,779

売上債権の増減額（△は増加） △5,471,859 △6,279,574

たな卸資産の増減額（△は増加） 211,789 363,751

仕入債務の増減額（△は減少） 472,716 663,930

前受金の増減額（△は減少） △275,536 13,663

その他の引当金の増減額（△は減少） △40,022 53,839

その他 37,891 600,373

小計 △4,349,889 △2,572,870

利息及び配当金の受取額 12,699 9,004

利息の支払額 △11,379 △8,898

法人税等の支払額 △64,083 △56,997

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,412,652 △2,629,760

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 △150,899 △219,977

有形固定資産の売却による収入 3 －

無形固定資産の取得による支出 △146,005 △242,368

関係会社の整理による収入 － 61,160

その他 2,123 49,351

投資活動によるキャッシュ・フロー △294,778 △351,835

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 4,176,000 3,068,000

配当金の支払額 △72,076 △53,542

その他 36,667 115,442

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,140,591 3,129,899

現金及び現金同等物に係る換算差額 △423 △61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △567,263 148,242

現金及び現金同等物の期首残高 2,836,276 2,599,850

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,269,013 2,748,093
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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２四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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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23年３月31日）

 当第２四半期 

（自 平成23年10月１日 

  至 平成24年３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   4,967,055   4,279,207   5,749,909   4,923,135   782,853   643,928

 建設コンサルタント   2,180,983   1,955,940   3,202,335   3,029,845   1,021,352   1,073,904

合  計   7,148,039   6,235,147   8,952,245   7,952,981   1,804,205   1,717,833

  

 前年同四半期 

（自 平成22年10月１日 

  至 平成23年３月31日）

 当第２四半期 

（自 平成23年10月１日 

  至 平成24年３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   7,301,619 68.7 8,548,085 68.7  1,246,465 17.1

 建設コンサルタント   3,322,067 31.3 3,901,388 31.3  579,321 17.4

合  計   10,623,687 100.0 12,449,474 100.0  1,825,787 17.2
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