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1.  平成24年7月期第3四半期の連結業績（平成23年8月1日～平成24年4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7月期第3四半期 5,219 △6.4 △86 ― △58 ― △121 ―
23年7月期第3四半期 5,577 △11.7 △65 ― △35 ― △118 ―

（注）包括利益 24年7月期第3四半期 △110百万円 （―％） 23年7月期第3四半期 △112百万円 （―％）

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7月期第3四半期 △7.72 ―
23年7月期第3四半期 △7.34 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年7月期第3四半期 13,441 10,081 75.0
23年7月期 12,125 10,400 85.8
（参考） 自己資本   24年7月期第3四半期  10,081百万円 23年7月期  10,400百万円

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7月期 ― 4.00 ― 3.00 7.00
24年7月期 ― 3.00 ―
24年7月期（予想） 3.00 6.00

3.  平成24年7月期の連結業績予想（平成23年8月1日～平成24年7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 8,300 △5.9 270 0.1 230 △25.1 170 2.2 10.60



(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Ｐ．２「サマリー情報（その他）に関する事項」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 
四半期連結財務諸表のレビュー手続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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
上記の予想は、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、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場 
合があります。上記業績予想に関する資料は、添付資料Ｐ．２「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7月期3Q 17,724,297 株 23年7月期 17,724,297 株
② 期末自己株式数 24年7月期3Q 2,387,984 株 23年7月期 1,687,772 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年7月期3Q 15,737,695 株 23年7月期3Q 16,136,786 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

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 …………………………………………………………  2

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  3

（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３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  5

四半期連結包括利益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  7

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  7

４．補足情報 …………………………………………………………………………………………………………………  7



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間の日本経済は、東日本大震災からの復興が進行しつつあるものの、欧州の財政危機、

長期的な円高などの要因により、依然として先行きの不透明な状態にて推移しております。  

 このような経済環境のなか、当社グループを取り巻く市場環境は、公共投資予算の縮減ならびに業者間の価格競

争の激化により、非常に厳しい状況が続いております。 

 このような状況のもと、当社グループは多様化・高度化する顧客ニーズに対応すべく、営業基盤の強化ならびに

技術力の向上に努めてまいりました。また、さらなる生産効率の向上および徹底した原価の低減を図ることによ

り、市場競争力を強化してまいりました。  

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は、52億１千９百万円（前年同四半期比

6.4％減）となりました。損益面におきましては、営業損失は８千６百万円（前年同四半期は６千５百万円の営業

損失）、経常損失は５千８百万円（前年同四半期は３千５百万円の経常損失）、四半期純損失は１億２千１百万円

（前年同四半期は１億１千８百万円の四半期純損失）となりました。 

 なお、当社グループの主力事業であります総合建設コンサルタント事業は、その受注の大部分が官公庁からのも

のであり、受注業務の納期は官公庁の事業年度末である３月に集中しております関係上、当社グループの売上高は

第３四半期以降に集中する傾向があります。また、指定管理事業においては、神戸市立須磨海浜水族園の管理運営

を行っており、春や秋の行楽シーズンやゴールデンウィーク、夏休み期間に来園者数が多いことから、売上高につ

いても第１四半期および第４四半期に多くなるといった季節的変動があります。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産の部）  

 当第３四半期連結会計期間の資産合計は、前連結会計年度に比べ13億１千５百万円増加し、134億４千１百万円

となりました。 

 流動資産については、「有価証券」が４億２百万円減少し、「現金及び預金」が４億７千万円、「未成業務支出

金」が８億５千７百万円増加しております。結果として、流動資産合計では前連結会計年度に比べ９億２千２百万

円の増加となりました。 

 固定資産については、減価償却などの実施により「有形固定資産」および「無形固定資産」が８千３百万円減少

し、新規取得等により「投資有価証券」が４億９千万円増加しております。結果として、固定資産合計では前連結

会計年度に比べ３億９千３百万円の増加となりました。 

（負債の部） 

 当第３四半期連結会計期間の負債合計は、前連結会計年度に比べ16億３千５百万円増加し、33億６千万円となり

ました。 

 流動負債については、「未成業務受入金」が18億２千６百万円増加しております。結果として、流動負債合計で

は前連結会計年度に比べ16億３千８百万円の増加となりました。 

 固定負債については、「長期未払金（その他）」６百万円、「リース債務（その他）」が４百万円減少し、「繰

延税金負債（その他）」が５百万円増加しております。結果として、固定負債合計では前連結会計年度に比べ３百

万円の減少となりました。 

（純資産の部） 

 当第３四半期連結会計期間の純資産合計は、前連結会計年度に比べ３億１千９百万円減少し、100億８千１百万

円となりました。これは四半期純損失の計上等により「利益剰余金」が２億１千６百万円減少し、自己株式の取得

により「自己株式」が１億１千５百万円増加したことが主な要因であります。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年７月期の連結業績予想につきましては、平成23年９月12日に公表しました平成24年７月期の通期連結業

績予想に変更はありません。 

   

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、当第３四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、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

  

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



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７月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,647,591 2,118,188

受取手形及び完成業務未収入金 367,990 304,885

有価証券 1,900,986 1,498,903

商品 8,238 6,828

未成業務支出金 1,162,933 2,020,622

販売用不動産 180,061 166,283

原材料及び貯蔵品 21,021 21,140

金銭の信託 2,100,000 2,200,000

その他 155,009 119,777

貸倒引当金 △15,333 △5,941

流動資産合計 7,528,499 8,450,688

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,494,779 1,456,465

土地 1,807,925 1,810,228

その他（純額） 160,828 126,992

有形固定資産合計 3,463,533 3,393,686

無形固定資産 76,717 63,008

投資その他の資産   

投資有価証券 877,955 1,368,283

その他 250,373 239,612

貸倒引当金 △71,138 △73,709

投資その他の資産合計 1,057,190 1,534,187

固定資産合計 4,597,442 4,990,882

資産合計 12,125,941 13,441,571



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年７月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

業務未払金 267,991 211,006

未払法人税等 75,174 66,410

未成業務受入金 590,719 2,417,150

受注損失引当金 3,666 2,606

その他 569,691 448,930

流動負債合計 1,507,243 3,146,104

固定負債   

資産除去債務 47,598 48,116

その他 170,139 166,275

固定負債合計 217,738 214,392

負債合計 1,724,981 3,360,497

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,282,648 3,282,648

資本剰余金 4,139,404 4,139,404

利益剰余金 3,386,522 3,170,267

自己株式 △428,522 △543,692

株主資本合計 10,380,052 10,048,627

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 20,907 32,445

その他の包括利益累計額合計 20,907 32,445

純資産合計 10,400,959 10,081,073

負債純資産合計 12,125,941 13,441,571



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成24年４月30日) 

売上高 5,577,623 5,219,554

売上原価 4,385,511 4,078,812

売上総利益 1,192,112 1,140,741

販売費及び一般管理費 1,257,733 1,227,640

営業損失（△） △65,621 △86,898

営業外収益   

受取利息 6,047 8,197

受取配当金 4,293 4,243

受取賃貸料 41,983 57,279

その他 22,789 32,406

営業外収益合計 75,114 102,126

営業外費用   

投資有価証券売却損 － 16,919

賃貸費用 44,706 56,419

その他 251 661

営業外費用合計 44,957 74,000

経常損失（△） △35,465 △58,772

特別利益   

固定資産売却益 143 －

貸倒引当金戻入額 3,884 －

特別利益合計 4,028 －

特別損失   

固定資産除売却損 1,177 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 34,485 －

特別損失合計 35,663 －

税金等調整前四半期純損失（△） △67,100 △58,772

法人税、住民税及び事業税 51,350 62,794

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △118,450 △121,566

四半期純損失（△） △118,450 △121,566



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成24年４月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △118,450 △121,566

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 5,575 11,538

その他の包括利益合計 5,575 11,538

四半期包括利益 △112,875 △110,028

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △112,875 △110,028

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 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。 

（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
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