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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 10,428 14.7 1,592 165.5 1,593 168.8 1,314 308.2
23年12月期第2四半期 9,089 △16.3 600 △65.4 592 △65.5 322 △71.7

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 1,341百万円 （348.8％） 23年12月期第2四半期 298百万円 （―％）

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 184.15 ―

23年12月期第2四半期 45.11 ―

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 19,082 10,885 57.0 1,524.60
23年12月期 19,895 9,616 48.3 1,346.77

（参考） 自己資本   24年12月期第2四半期  10,885百万円 23年12月期  9,616百万円

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12月期 ― ― ― 10.00 10.00

24年12月期 ― ―

24年12月期（予想） ― 10.00 10.00

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 15,000 16.8 450 ― 450 ― 350 ― 49.02



(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 

（注）第2四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、四半期決算短信（添付資料）4ページ「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧くださ
い。 

(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ます。ただし、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 
 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）4ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  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   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

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 7,499,025 株 23年12月期 7,499,025 株

② 期末自己株式数 24年12月期2Q 358,824 株 23年12月期 358,824 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期2Q 7,140,201 株 23年12月期2Q 7,140,365 株
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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 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費や復旧・復興事業の進捗に伴う公共投資

の増加など内需の底堅い推移に支えられ緩やかな回復の動きがみられているものの、欧州政府債務危機

を巡る不確実性の高まりや為替相場の動向など依然として先行きは不透明な状況となっております。 

当社グループを取り巻く市場環境は、価格競争の激化、契約形態の変化に伴う厳しい受注競争等が継

続しており、官公庁からの受注依存度が高い当社グループとしては、依然として厳しい受注環境が続い

ているものの、当社業務内容と関連がある東日本大震災の復旧・復興関連事業に政府の大規模な予算が

重点配分されております。 

このような状況のなか、当社グループの安定的な経営を行うために、平成22年から平成24年までの中

期経営計画を策定し、「イノベーションによる技術革新とムダ取り」を推進することにより、抜本的な

経営改善・経営改革に取り組んでおります。また、東日本大震災の復旧・復興関連事業ではインフラ復

旧のための企画提案・設計、放射性物質を含む有害化学物質の環境モニタリング、除染事業に関する計

画・調査・管理、沿岸環境の改善など、特に当社の強みを活かせる事業に対して、優れた人材と技術を

活用し積極的に貢献してまいりました。 

当第２四半期連結累計期間(平成24年１月１日～平成24年６月30日)における連結業績は、受注高88億

２千７百万円(前年同四半期比26.5％増)、売上高は104億２千８百万円(前年同四半期比14.7％増)となり、

通期予想売上高150億円の69.5％を計上いたしました。これは当社グループの売上高が第２四半期連結会

計期間に集中する季節変動特性を有しているためであります。 

また、売上高の増加、工程管理の徹底、作業効率の向上等による外注費及び販売費及び一般管理費の

削減により、当第２四半期連結累計期間の営業利益は15億９千２百万円(前年同四半期比165.5％増)、経

常利益は15億９千３百万円(前年同四半期比168.8％増)、四半期純利益は13億１千４百万円(前年同四半

期比308.2％増)となりました。 

 

セグメントの業績は、次のとおりであります。（セグメント間取引を含んでおります。） 

 

（環境コンサルタント事業） 

同事業は、当社及び連結子会社３社（新日本環境調査㈱、沖縄環境調査㈱、東和環境科学㈱）が行っ

ている事業であり、環境アセスメント及び環境計画部門、環境生物部門、数値解析部門、調査部門、環

境化学部門、気象・沿岸部門の６部門より構成されております。 

売上高は 69 億５千７百万円(前年同四半期比 18.9％増)、セグメント利益は９億９千７百万円(前年同

四半期比149.7％増)となりました。 

 

（建設コンサルタント事業） 

同事業は、河川部門、水工部門、道路部門、橋梁部門の４部門より構成されています。 

 売上高は 31 億９千７百万円(前年同四半期比 8.8％増)、セグメント利益は５億３千６百万円(前年同四

半期比299.0％増)となりました。 

 

（情報システム事業） 

同事業は、システム開発及び画像解析等の事業を行っております。 

   売上高は２億３千２百万円(前年同四半期比 7.0％増)、セグメント利益は１千７百万円(前年同四半期

セグメント損失７百万円)となりました。 
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（不動産事業） 

同事業は、赤坂のオフィスビル、旧本社ビル等の不動産賃貸事業を行っております。 

   売上高は８千４百万円(前年同四半期比 24.6％減)、セグメント利益は４千１百万円(前年同四半期比

41.0％減)となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  ①資産、負債及び純資産の状況 

 (資産) 

資産合計は、前連結会計年度末と比べ８億１千２百万円減少し、190 億８千２百万円となりました。

流動資産につきましては、主に現金及び預金の増加 16 億９千７百万円、受取手形及び営業未収入金の

減少９億３千２百万円、仕掛品の減少 15 億４千４百万円により、前連結会計年度末に比べ７億８千２

百万円減少し、53 億３千４百万円となりました。固定資産につきましては、主に建物の減少１億１千

８百万円、有形固定資産その他の増加６千万円により、前連結会計年度末に比べ２千９百万円減少し、

137億４千８百万円となりました。 

(負債) 

負債合計は、前連結会計年度末と比べ 20 億８千１百万円減少し、81 億９千７百万円となりました。

流動負債につきましては、主に支払手形及び営業未払金の減少１億６千万円、短期借入金の減少 29 億

円により、前連結会計年度末に比べ 16 億９千万円減少し、37 億１千９百万円となりました。固定負

債につきましては、主に社債の減少１億８千９百万円、長期借入金の減少１億１千６百万円、退職給

付引当金の減少７千３百万円により、前連結会計年度末に比べ３億９千１百万円減少し、44 億７千８

百万円となりました。 

(純資産) 

純資産につきましては、主に利益剰余金の増加12億４千３百万円により、前連結会計年度末に比べ

12億６千９百万円増加し、108億８千５百万円となりました。 

 

  ②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計

年度末に比べ 16 億７千７百万円増加（前年同四半期は７億５千１百万円の増加）し、23 億３千８百

万円（前年同四半期は17億７千７百万円）となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであ

ります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果、得られた資金は51億４千８百万円（前年同四

半期は 30 億７千３百万円の収入）となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益 15 億

８千８百万円、非資金支出費用である減価償却費２億７千６百万円、売上債権の減少額９億３千２百

万円、たな卸資産の減少額 15 億４千４百万円、仕入債務の減少額１億６千万円、前受金の増加額７億

６千５百万円によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果、使用した資金は１億９千３百万円（前年同四

半期は２億１千万円の支出）となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出１億４

千６百万円によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果、使用した資金は32億７千７百万円（前年同四

半期は 21 億１千１百万円の支出）となりました。これは主として、短期借入金の純減少額 29 億円、

長期借入金の返済による支出１億１千６百万円、社債の償還による支出１億８千９百万円によるもの

であります。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

   業績予想につきましては、前回（平成24年２月13日発表「平成23年12月期決算短信」に記載してお

ります。）の業績予想から変更はありません。 

 

２．サマリー情報（注記事項）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 

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 

（会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税の改正に伴い、当第２四半期連結会計期間より、平成 24 年４月１日

以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。 

当該変更による、当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

 

（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。 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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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 661,080 2,358,455

受取手形及び営業未収入金 1,272,002 339,644

仕掛品 3,868,800 2,323,999

繰延税金資産 133,474 138,718

その他 182,372 173,868

貸倒引当金 △773 △197

流動資産合計 6,116,956 5,334,489

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,818,705 4,699,809

土地 6,916,452 6,916,452

その他（純額） 539,319 599,443

有形固定資産合計 12,274,477 12,215,706

無形固定資産 124,574 114,294

投資その他の資産   

投資有価証券 524,925 550,146

繰延税金資産 192,660 193,791

その他 738,685 755,278

貸倒引当金 △77,018 △80,718

投資その他の資産合計 1,379,252 1,418,498

固定資産合計 13,778,304 13,748,499

資産合計 19,895,261 19,082,988

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 476,587 316,143

短期借入金 3,131,808 231,808

1年内償還予定の社債 378,000 378,000

未払法人税等 52,255 306,835

賞与引当金 57,263 60,108

受注損失引当金 65,728 61,678

その他 1,248,302 2,364,436

流動負債合計 5,409,945 3,719,010

固定負債   

社債 1,061,000 872,000

長期借入金 733,050 616,064

退職給付引当金 2,713,709 2,639,828

役員退職慰労引当金 239,666 230,082

その他 121,675 120,078

固定負債合計 4,869,102 4,478,054

負債合計 10,279,047 8,197,065
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,173,236 3,173,236

資本剰余金 3,352,573 3,352,573

利益剰余金 3,278,853 4,522,324

自己株式 △138,951 △138,951

株主資本合計 9,665,712 10,909,183

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △48,130 △22,944

為替換算調整勘定 △1,368 △316

その他の包括利益累計額合計 △49,499 △23,260

純資産合計 9,616,213 10,885,923

負債純資産合計 19,895,261 19,082,988
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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 9,089,943 10,428,923

売上原価 6,742,957 7,212,234

売上総利益 2,346,986 3,216,688

販売費及び一般管理費 1,746,923 1,623,784

営業利益 600,062 1,592,903

営業外収益   

受取利息 1,760 1,277

受取配当金 2,167 4,000

受取保険金及び配当金 17,294 8,559

保険解約返戻金 20,751 6,413

その他 10,236 11,574

営業外収益合計 52,210 31,824

営業外費用   

支払利息 26,616 25,023

社債発行費 14,039 －

その他 18,799 6,356

営業外費用合計 59,455 31,379

経常利益 592,817 1,593,348

特別利益   

投資有価証券売却益 28,463 －

特別利益合計 28,463 －

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 3,700

投資有価証券売却損 － 1,621

投資有価証券評価損 31,336 －

特別損失合計 31,336 5,321

税金等調整前四半期純利益 589,943 1,588,026

法人税、住民税及び事業税 142,517 281,216

法人税等調整額 125,341 △8,062

法人税等合計 267,858 273,153

少数株主損益調整前四半期純利益 322,084 1,314,872

四半期純利益 322,084 1,314,872
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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 322,084 1,314,872

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △23,387 25,186

為替換算調整勘定 131 1,052

その他の包括利益合計 △23,255 26,238

四半期包括利益 298,829 1,341,111

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 298,829 1,341,111

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 589,943 1,588,026

減価償却費 263,438 276,993

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△255,386 △83,465

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,721 2,844

受取利息及び受取配当金 △3,928 △5,277

支払利息 26,616 25,023

社債発行費 14,039 －

投資有価証券売却損益（△は益） △28,463 1,621

投資有価証券評価損益（△は益） 31,336 －

売上債権の増減額（△は増加） 924,143 932,358

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,620,212 1,544,800

仕入債務の増減額（△は減少） △142,350 △160,444

前受金の増減額（△は減少） 333,981 765,466

その他 △133,900 317,749

小計 3,237,962 5,205,698

利息及び配当金の受取額 3,742 4,877

利息の支払額 △27,849 △27,537

法人税等の支払額 △146,422 △53,093

法人税等の還付額 6,462 18,926

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,073,895 5,148,870

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △20,000

有形固定資産の取得による支出 △339,233 △146,653

無形固定資産の取得による支出 △12,305 △9,651

投資有価証券の取得による支出 △17,042 △10,719

投資有価証券の売却による収入 52,754 10,753

貸付けによる支出 △24,000 △6,000

貸付金の回収による収入 3,974 10,992

その他 125,649 △22,588

投資活動によるキャッシュ・フロー △210,203 △193,867

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） △2,100,000 △2,900,000

長期借入金の返済による支出 △242,504 △116,986

社債の発行による収入 485,258 －

社債の償還による支出 △164,000 △189,000

自己株式の取得による支出 △76 －

配当金の支払額 △89,035 △69,945

その他の支出 △1,597 △1,597

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,111,954 △3,277,528
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（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) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △543 204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 751,193 1,677,679

現金及び現金同等物の期首残高 1,025,813 661,080

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,777,006 2,338,759
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（４）継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

（５）セグメント情報等 

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） 

 報告セグメント 

調整額 

(注)１ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注)２ 

環境コン 

サルタン 

ト事業 

建設コン

サルタン

ト事業 

情報システ

ム事業 

不動産 

事業 
計 

売上高      

外部顧客への売上高 5,852,270 2,938,108 216,887 82,678 9,089,943 ― 9,089,943

ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部 

売上高又は振替高 
619 ― 150 29,634 30,404 △30,404 ―

計 5,852,890 2,938,108 217,037 112,312 9,120,347 △30,404 9,089,943

セグメント利益又は損失(△) 399,252 134,408 △7,030 70,960 597,590 2,471 600,062

（注）1セグメント間取引消去によるものであります。 

   2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） 

  報告セグメント 

調整額 

(注)１ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注)２ 

環境コン 

サルタン 

ト事業 

建設コン

サルタン

ト事業 

情報システ

ム事業 

不動産 

事業 
計 

売上高      

外部顧客への売上高 6,949,040 3,192,453 232,333 55,095 10,428,923 ― 10,428,923

ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部 

売上高又は振替高 
8,073 5,320 ― 29,634 43,027 △43,027 ―

計 6,957,113 3,197,773 232,333 84,730 10,471,950 △43,027 10,428,923

セグメント利益 997,130 536,325 17,290 41,890 1,592,636 266 1,592,903

（注）1セグメント間取引消去によるものであります。 

   2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．報告セグメントの変更等に関する事項 

  会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、

当第２四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づ

く方法に変更しております。 

当該変更による、当第２四半期連結累計期間のセグメント利益に与える影響は軽微であります。 

３．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。 
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（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

  該当事項はありません。 

 

（７）重要な後発事象 

  該当事項はありません。 
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