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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） 

 

(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12月期第1四半期 1,873 △16.0 △0 ― 32 △81.3 10 ―
23年12月期第1四半期 2,230 △0.9 112 ― 175 ― △79 ―

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 165百万円 （―％） 23年12月期第1四半期 △37百万円 （―％）

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 105.40 ―
23年12月期第1四半期 △807.88 ―

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 21,134 14,809 70.1
23年12月期 19,277 14,858 77.1
（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  14,809百万円 23年12月期  14,858百万円

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  
   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 
   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 

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 ― 2,200.00 ― 2,200.00 4,400.00
24年12月期 ―
24年12月期（予想） 2,000.00 ― 2,000.00 4,000.00

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）

（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) 8,300 0.2 1,080 △25.7 1,100 △28.6 390 5.0 4,000.82
通期 14,000 △1.8 1,250 △18.4 1,310 △20.7 500 ― 5,129.26



(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「当四半期の連結業績に関する定性的情報」をご覧下さい。 

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12月期1Q 100,480 株 23年12月期 100,480 株
② 期末自己株式数 24年12月期1Q 3,000 株 23年12月期 3,000 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 97,480 株 23年12月期1Q 98,848 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、東日本大震災からの復興需要を背景に一部回復の兆しがみら

れるものの、欧州経済の減速や原油価格の高騰等により、先行き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、政府の補正予算による震災の復旧・復興関連事業が

展開されはじめたものの、被災地以外の地域では震災以前から続く公共事業予算の削減や、顧客ニーズの高度化や

低コスト化の要請を受け企業間競争が熾烈になるなど、依然として厳しい状況が続いております。 

このような状況のもと、当第１四半期連結累計期間における当社グループの業績は、国内業務において震災復旧

関連業務の受注等により、受注高は2,804百万円（前年同期比19.8%増）となりました。一方、連結売上高は1,873

百万円（同16.0%減）となりました。  

利益面では、売上高の減少や人件費の負担増等により営業損失は0百万円（前年同期は営業利益112百万円）とな

りましたが、営業外収益で為替差益を計上したこと等により、経常利益は32百万円（前年同期比81.3%減）、四半

期純利益は10百万円（前年同期は四半期純損失79百万円）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、東日本大震災後、全社を挙げた復旧支援体制を築き、被災自治体の復旧・復興事業に

積極的に取り組んでまいりました。また、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、浸水対策等の分野において、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

1,701百万円（前年同期比53.8%増）、売上高は1,310百万円（同1.4%減）、営業利益は16百万円（同74.6%減）とな

りました。 

  

（海外業務） 

海外業務におきましては、アジアやアフリカを中心に積極的な営業活動を行い、インド、スリランカ等において

大型案件を受注いたしました。この結果、受注高は1,102百万円（同10.6%減）、売上高は536百万円（同38.7%

減）、営業利益は8百万円（同73.7%減）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における総資産は、未成業務支出金の増加等により、前連結会計年度末と比較して

1,857百万円増加し21,134百万円になりました。 

 負債は、未成業務受入金の増加等により1,905百万円増加し6,324百万円となりました。 

 純資産は、剰余金の配当等により48百万円減少し14,809百万円となりました。この結果、自己資本比率は70.1％

となりました。  

  

  

  （３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年２月14日に公表いたしました連結業績予想から修正しておりません。 

     

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

  該当事項はありません。 

   

   

（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。  

   

   

（４）追加情報 

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（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 6,126,572 6,479,939

受取手形及び完成業務未収入金 1,621,490 1,518,841

未成業務支出金 3,708,778 5,121,990

その他 652,008 715,145

貸倒引当金 △18,001 △19,303

流動資産合計 12,090,848 13,816,612

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,289,471 1,274,318

土地 1,326,543 1,326,543

その他（純額） 55,526 53,433

有形固定資産合計 2,671,541 2,654,296

無形固定資産 71,151 72,031

投資その他の資産   

投資有価証券 2,568,136 2,785,045

その他 1,875,840 1,806,655

投資その他の資産合計 4,443,977 4,591,701

固定資産合計 7,186,670 7,318,029

資産合計 19,277,518 21,134,641
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（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

業務未払金 399,858 580,382

未払法人税等 147,795 16,181

未成業務受入金 1,492,950 3,409,774

賞与引当金 211,026 448,830

受注損失引当金 29,015 36,784

損害補償損失引当金 20,132 20,132

その他 765,087 498,546

流動負債合計 3,065,865 5,010,631

固定負債   

退職給付引当金 1,191,612 1,152,679

その他 161,704 161,619

固定負債合計 1,353,317 1,314,298

負債合計 4,419,182 6,324,929

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 14,555,078 14,350,896

自己株式 △398,940 △398,940

株主資本合計 14,976,257 14,772,076

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △85,597 66,851

為替換算調整勘定 △32,324 △29,215

その他の包括利益累計額合計 △117,921 37,635

純資産合計 14,858,336 14,809,711

負債純資産合計 19,277,518 21,134,641
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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：千円）

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 2,230,405 1,873,128

売上原価 1,503,762 1,262,340

売上総利益 726,642 610,788

販売費及び一般管理費 614,013 611,347

営業利益又は営業損失（△） 112,628 △559

営業外収益   

受取利息 993 3,753

受取配当金 2,847 2,847

受取保険金 17,110 －

保険返戻金 18,223 －

為替差益 20,824 22,915

その他 3,205 3,799

営業外収益合計 63,204 33,315

営業外費用   

自己株式取得費用 597 －

営業外費用合計 597 －

経常利益 175,235 32,756

特別利益   

前期損益修正益 1,875 －

貸倒引当金戻入額 128 －

特別利益合計 2,003 －

特別損失   

投資有価証券評価損 276,313 －

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 292,570 －

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（△）

△115,331 32,756

法人税、住民税及び事業税 34,135 112,192

法人税等調整額 △69,610 △89,709

法人税等合計 △35,474 22,482

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（△）

△79,857 10,274

四半期純利益又は四半期純損失（△） △79,857 10,274
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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（△）

△79,857 10,274

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 41,040 152,448

為替換算調整勘定 1,189 3,108

その他の包括利益合計 42,229 155,557

四半期包括利益 △37,627 165,831

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △37,627 165,831

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。   

   

（セグメント情報） 

Ⅰ 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）  

１．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  

         （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。  

  

 ２．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。 

   

Ⅱ 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）  

１．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  

         （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．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

   ３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。  

   

２．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。 

  

 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）セグメント情報等

  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  1,329,055 872,784 2,201,839 28,565  2,230,405  － 2,230,405

セグメント間の内部

売上高又は振替高  
 18 1,600 1,618 －  1,618  △1,618 －

計  1,329,073 874,384 2,203,457 28,565  2,232,023  △1,618 2,230,405

セグメント利益   64,867 33,560 98,427 11,449  109,877  2,751 112,628

  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  1,309,114 536,373 1,845,488 27,640  1,873,128  － 1,873,128

セグメント間の内部

売上高又は振替高  
 1,638 － 1,638 －  1,638  △1,638 －

計  1,310,752 536,373 1,847,126 27,640  1,874,766  △1,638 1,873,128

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 16,487 8,820 25,307 11,852  37,160  △37,719 △559

（５）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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