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1.  平成24年12月期第2四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年6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12月期第2四半期 7,697 △7.1 1,322 △9.0 1,367 △11.3 731 96.8
23年12月期第2四半期 8,286 △8.3 1,453 11.6 1,541 16.8 371 △52.8

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 898百万円 （77.3％） 23年12月期第2四半期 506百万円 （―％）

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2四半期 7,502.36 ―
23年12月期第2四半期 3,785.55 ―

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12月期第2四半期 22,127 15,541 70.2 159,437.63
23年12月期 19,277 14,858 77.1 152,424.46
（参考） 自己資本   24年12月期第2四半期  15,541百万円 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  
 配当予想の修正につきましては、7月30日に公表いたしました「上場10周年記念配当及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

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

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、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 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。 

※  注記事項

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2Q 100,480 株 23年12月期 100,480 株
② 期末自己株式数 24年12月期2Q 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2Q 97,480 株 23年12月期2Q 98,160 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、東日本大震災からの復興需要等を背景に回復の兆しがみられ

るものの、欧州債務問題に伴う世界経済の減速懸念や夏場の電力供給不足による事業活動への影響など、景気の先

行きは依然として不透明な状況であります。 

「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低迷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２四半期連結累計期間における当社グループの業績は、受注高は、国内業務では震

災復旧関連業務の受注が増加し、また、海外業務では大型案件を相次ぎ受注したことなどにより、6,976百万円

（前年同期比32.3％増）と大幅に伸長しました。一方、連結売上高は、海外業務で売上計上時期が下期にずれ込ん

だこと等により、 百万円（同7.1％減）となりました。 

利益面では、売上高の減少等により営業利益は 百万円（同9.0％減）、経常利益は 百万円（同11.3％

減）となりましたが、特別損失の減少により四半期純利益は 百万円（同96.8％増）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、浸水対策の分野等において、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

4,066百万円（前年同期比21.2％増）、売上高は6,319百万円（同0.4％減）、営業利益は1,270百万円（同6.6％

増）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に営業活動を行い、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2,909百万円（前年同期比51.7％増）、売上高1,326百万円（同

30.1％減）、営業利益は27百万円（同86.3％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２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末と比較して2,850百万円増加し 百万

円となりました。この主な要因は、流動資産の現金及び預金の増加5,047百万円、受取手形及び完成業務未収入金

の減少1,038百万円等と固定資産の投資有価証券の減少1,021百万円等であります。 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して2,166百万円増加し 百万円

となりました。この主な要因は、流動負債の未成業務受入金の増加2,099百万円、未払法人税等の増加199百万円、

業務未払金の減少47百万円等であります。 

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末と比較して683百万円増加し 百万

円となりました。この主な要因は、利益剰余金の増加516百万円、その他有価証券評価差額金の増加165百万円等で

あります。この結果、自己資本比率は70.2％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12月期の通期連結業績予想につきましては、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変

更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

7,697

1,322 1,367

731

22,127

6,585

15,541
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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 

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（注記事項）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12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,126,572 11,174,078

受取手形及び完成業務未収入金 1,621,490 583,365

未成業務支出金 3,708,778 3,764,719

その他 652,008 602,230

貸倒引当金 △18,001 △18,545

流動資産合計 12,090,848 16,105,848

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,289,471 1,257,983

土地 1,326,543 1,326,543

その他（純額） 55,526 48,836

有形固定資産合計 2,671,541 2,633,363

無形固定資産 71,151 77,274

投資その他の資産   

投資有価証券 2,568,136 1,547,000

その他 1,875,840 1,764,366

投資その他の資産合計 4,443,977 3,311,366

固定資産合計 7,186,670 6,022,004

資産合計 19,277,518 22,127,853
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

業務未払金 399,858 352,838

未払法人税等 147,795 347,690

未成業務受入金 1,492,950 3,592,923

賞与引当金 211,026 264,485

受注損失引当金 29,015 14,306

損害補償損失引当金 20,132 －

その他 765,087 711,995

流動負債合計 3,065,865 5,284,240

固定負債   

退職給付引当金 1,191,612 1,140,126

その他 161,704 161,506

固定負債合計 1,353,317 1,301,633

負債合計 4,419,182 6,585,873

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 15,071,952

自己株式 △398,940 △398,940

株主資本合計 14,976,257 15,493,132

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 79,501

為替換算調整勘定 △32,324 △30,653

その他の包括利益累計額合計 △117,921 48,847

純資産合計 14,858,336 15,541,979

負債純資産合計 19,277,518 22,127,853
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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23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 8,286,563 7,697,927

売上原価 5,404,465 5,071,594

売上総利益 2,882,098 2,626,333

販売費及び一般管理費 1,428,727 1,303,442

営業利益 1,453,371 1,322,890

営業外収益   

受取利息 3,348 7,459

受取配当金 37,423 32,701

受取保険金 17,110 1,146

保険返戻金 18,223 －

為替差益 5,066 －

その他 7,111 11,123

営業外収益合計 88,283 52,431

営業外費用   

自己株式取得費用 597 －

為替差損 － 8,021

営業外費用合計 597 8,021

経常利益 1,541,057 1,367,300

特別利益   

前期損益修正益 1,875 －

特別利益合計 1,875 －

特別損失   

固定資産除売却損 327 68

投資有価証券売却損 － 281,679

投資有価証券評価損 746,144 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 16,257 －

その他 － 1,692

特別損失合計 762,730 283,440

税金等調整前四半期純利益 780,201 1,083,859

法人税、住民税及び事業税 381,009 353,827

法人税等調整額 27,601 △1,298

法人税等合計 408,610 352,529

少数株主損益調整前四半期純利益 371,590 731,330

四半期純利益 371,590 731,330
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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23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 371,590 731,330

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 134,922 165,098

為替換算調整勘定 △20 1,670

その他の包括利益合計 134,901 166,768

四半期包括利益 506,492 898,099

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 506,492 898,099

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30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 780,201 1,083,859

減価償却費 51,370 52,351

受取利息及び受取配当金 △40,772 △40,160

為替差損益（△は益） 7,677 7,727

投資有価証券売却損益（△は益） － 281,679

投資有価証券評価損益（△は益） 746,144 －

売上債権の増減額（△は増加） 844,218 1,040,453

たな卸資産の増減額（△は増加） 325,900 △55,941

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,816 △121

仕入債務の増減額（△は減少） △134,047 △47,019

未成業務受入金の増減額（△は減少） 836,544 2,099,973

賞与引当金の増減額（△は減少） △25,419 53,459

退職給付引当金の増減額（△は減少） △58,050 △51,485

その他 19,171 △164,542

小計 3,358,755 4,260,232

利息及び配当金の受取額 38,745 42,557

法人税等の還付額 － 165,649

法人税等の支払額 △236,895 △169,931

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,160,605 4,298,508

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 △5,845 △10,895

無形固定資産の取得による支出 △13,817 △15,462

投資有価証券の売却による収入 － 993,024

貸付けによる支出 △1,499 －

貸付金の回収による収入 － 352

保険積立金の払戻による収入 119,314 －

その他 △51,143 5,175

投資活動によるキャッシュ・フロー 47,008 972,194

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △239,143 －

配当金の支払額 △198,953 △213,708

その他 △381 △381

財務活動によるキャッシュ・フロー △438,478 △214,089

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,155 △9,108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,760,979 5,047,505

現金及び現金同等物の期首残高 5,904,800 6,126,572

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,665,780 11,174,078
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  該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年６月30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等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２四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年６月30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等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。  

   

（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

（６）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  6,334,638 1,893,941 8,228,579 57,983  8,286,563  － 8,286,563

セグメント間の内部

売上高又は振替高  
 8,313 2,101 10,414 －  10,414  △10,414 －

計  6,342,951 1,896,042 8,238,993 57,983  8,296,977  △10,414 8,286,563

セグメント利益   1,191,197 203,352 1,394,550 23,760  1,418,310  35,060 1,453,371

  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  6,315,219 1,326,102 7,641,322 56,604  7,697,927  － 7,697,927

セグメント間の内部

売上高又は振替高  
 3,825 － 3,825 －  3,825  △3,825 －

計  6,319,044 1,326,102 7,645,147 56,604  7,701,752  △3,825 7,697,927

セグメント利益   1,270,219 27,858 1,298,078 23,721  1,321,799  1,091 1,322,890
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