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1.  平成24年12月期第3四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年9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3四半期 3,129 0.9 △184 ― △179 ― △219 ―
23年12月期第3四半期 3,102 △14.7 △195 ― △194 ― △288 ―

（注）包括利益 24年12月期第3四半期 △212百万円 （―％） 23年12月期第3四半期 △305百万円 （―％）

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3四半期 △29.33 ―
23年12月期第3四半期 △38.66 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第3四半期 4,577 3,460 75.6
23年12月期 4,870 3,673 75.4
（参考） 自己資本   24年12月期第3四半期  3,460百万円 23年12月期  3,673百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年12月期 ― 0.00 ―
24年12月期（予想） 0.00 0.00

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  ：  有   

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 4,430 2.0 △95 ― △90 ― △140 ― △18.74



(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連結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 
平成24年２月10日発表の通期業績予想を上記の通り修正しております。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、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、Ｐ．２「連結業績予想に関する定性的情報」をご
覧下さい。 

※  注記事項

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3Q 7,796,800 株 23年12月期 7,796,800 株
② 期末自己株式数 24年12月期3Q 328,651 株 23年12月期 327,582 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期3Q 7,468,687 株 23年12月期3Q 7,469,845 株
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（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におけるわが国経済は、大震災の復興需要を背景として緩やかに持ち直しの動きがみ

 られたものの、欧州や中国等、対外経済環境を巡る不確実性は依然として高く、景気は先行き不透明な状況で推移

 しました。   

  当建設コンサルタント業界におきましては、社会環境の変化に基づく新たな資本整備の方向として、公共施設の

 維持更新や、資源・エネルギー分野、ICT情報通信技術分野などの領域拡大に取組むなど、質的な変化を伴い需要 

 総枠は底堅く推移しておりますが、既存業務の過当競争の状態は変わらず、価格競争は依然として激しく採算の確

 保は難しい状況となっております。 

  このような外部環境の中で当グループは、営業・技術と連携し領域拡大に向けた新分野への営業や、価格競争に

 対処した受注活動を行うとともに、長年にわたり開発し蓄積したIT技術を土台として、主力とする上下水道分野を

 はじめ、海外分野などへの多岐にわたる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、当第３四半期連結累計期間の受注高は33億９千８百万円（前年同四半期比13.5％増）となりました。

 一方、完成業務高は31億２千９百万円（前年同四半期比0.9％増）、営業損失は１億８千４百万円（前年同四半期 

 は営業損失１億９千５百万円）、経常損失は１億７千９百万円（前年同四半期は経常損失１億９千４百万円）、四

 半期純損失は２億１千９百万円（前年同四半期は四半期純損失２億８千８百万円）となりました。 

  当グループにおける事業部門別の業績は、次のとおりであります。 

 ［建設コンサルタント部門］ 

 建設コンサルタント部門につきましては、受注高は31億８千２百万円（前年同四半期比17.7％増）となりまし

た。一方、完成業務高は27億８千３百万円（前年同四半期比2.9％増）となりました。 

 ［情報処理部門］ 

  情報処理部門につきましては、受注高は２億１千６百万円（前年同四半期比25.7％減）となりました。一方、完

 成業務高は３億４千６百万円（前年同四半期比13.0％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３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、主として売上債権の減少、

税金等調整前四半期純損失の計上、定期預金の払戻と預入の純額による支出などにより、前連結会計年度末に比べ

て６千９百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末の残高は７億７千４百万円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と増減の要因は、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） 

 営業活動により獲得した資金は３億７千５百万円（前年同四半期は４億４千９百万円の獲得）となりました。 

 主な内訳は売上債権の減少額５億６千５百万円、税金等調整前四半期純損失１億８千万円、仕入債務の減少額１

億４千８百万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） 

 投資活動により使用した資金は４億３千６百万円（前年同四半期は１億４千万円の使用）となりました。 

 これは主に定期預金の預入と払戻の純額による支出４億２千万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） 

 財務活動により使用した資金は７百万円（前年同四半期は６百万円の使用）となりました。 

 これは主にリース債務の返済による支出７百万円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 

 通期業績予想につきましては、当建設コンサルタント業界は、国及び地方自治体の公共事業予算縮減が継続して

おり、上下水道分につきましても過当競争の状態は変わらず、依然として厳しい状況となっております。このよう

な外部環境の中で当グループは営業・技術と連携し領域拡大に向けての営業活動や価格競争に対処した受注活動お

よび、経費削減等を行ってまいりましたが、価格競争による影響が当初予測よりも大きく、売上高、利益とも前回

発表予想を下回る見込みであることから、平成24年２月10日に公表した業績予想を修正致しました。 

 詳細につきましては、本日（平成24年11月５日）公表いたしました「通期業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照下さい。 

  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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   会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示   

   会計方針の変更 

   （有形固定資産の減価償却方法の変更） 

    当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

    この変更が、損益に与える影響は軽微であります。 

      

当グループは、前期に重要な営業損失を計上しており、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる状況が

存在しております。 

 この状況を解消すべく、従来より経営方針の骨子を定め、組織力の強化や改善活動により市場の変化に対応した

受注拡大と生産性向上及び徹底したコスト削減に取り組んでおります。具体的には下水道事業の自然災害リスク対

応型業務、地球温暖化対策支援業務、構造物の長寿命化支援業務、自治体の企業会計移行支援業務、下水道施設の

アセットマネジメント関連業務など、また海外では官と民がパートナーとなったＰＰＰプロジェクトや、ＢＯＰビ

ジネスなどによる受注活動を積極的に進めております。   

 利益につきましては、組織のスリム化、固定費の削減、技術者のスキルアップや作業の工程管理及び予算管理な

どのマネジメント力の強化による生産性の向上を図ることなどで収益の改善に努めており、経営の健全化に向けて

全社一丸となって取り組んでおります。 

 一方、資金面につきましては、当連結会計年度に見込まれる運転資金の需要に対して、現在の現預金残高での対

応が十分に可能であり、新たな資金調達の必要性はありません。 

 従いまして、当社は、継続企業の前提に関する重要な不確実性はないと認識しております。   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,155,610 2,106,778

受取手形及び完成業務未収入金 1,314,722 748,889

未成業務支出金 87,137 11,385

その他 44,542 51,070

流動資産合計 3,602,013 2,918,122

固定資産   

有形固定資産 298,916 301,725

無形固定資産 115,347 106,146

投資その他の資産   

長期性預金 500,000 900,000

その他 354,438 351,533

投資その他の資産合計 854,438 1,251,533

固定資産合計 1,268,702 1,659,405

資産合計 4,870,715 4,577,528

負債の部   

流動負債   

業務未払金 223,186 75,108

リース債務 8,325 10,977

未払法人税等 53,517 41,593

未成業務受入金 107,547 186,232

賞与引当金 18,050 57,791

受注損失引当金 31,950 32,542

その他 199,033 169,109

流動負債合計 641,610 573,353

固定負債   

リース債務 14,815 17,032

繰延税金負債 10,269 10,094

退職給付引当金 467,895 456,404

資産除去債務 43,007 44,940

その他 19,720 15,240

固定負債合計 555,707 543,712

負債合計 1,197,318 1,117,066

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,093,000 1,093,000

資本剰余金 3,109,291 3,109,291

利益剰余金 △214,108 △433,170

自己株式 △284,896 △285,023

株主資本合計 3,703,286 3,484,097

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △29,889 △23,635

その他の包括利益累計額合計 △29,889 △23,635

純資産合計 3,673,396 3,460,462

負債純資産合計 4,870,715 4,577,528
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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23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

完成業務高 3,102,238 3,129,953

完成業務原価 2,415,284 2,403,810

売上総利益 686,954 726,143

販売費及び一般管理費 882,680 910,159

営業損失（△） △195,726 △184,016

営業外収益   

受取利息 2,839 2,103

受取配当金 3,377 2,038

その他 7,055 11,342

営業外収益合計 13,272 15,484

営業外費用   

支払利息 842 1,074

株式関係費用 9,495 9,702

その他 2,106 237

営業外費用合計 12,443 11,014

経常損失（△） △194,898 △179,545

特別損失   

減損損失 － 1,260

固定資産除却損 961 191

会員権評価損 650 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 11,836 －

震災復旧支援費用 36,107 －

特別損失合計 49,556 1,452

税金等調整前四半期純損失（△） △244,454 △180,998

法人税、住民税及び事業税 32,700 38,238

法人税等調整額 11,593 △175

法人税等合計 44,294 38,063

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △288,748 △219,061

四半期純損失（△） △288,748 △219,061
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（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23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △288,748 △219,061

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △16,651 6,254

その他の包括利益合計 △16,651 6,254

四半期包括利益 △305,400 △212,807

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △305,400 △212,807

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３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９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損失（△） △244,454 △180,998

減価償却費 48,084 47,032

減損損失 － 1,260

賞与引当金の増減額（△は減少） 39,297 39,741

受注損失引当金の増減額（△は減少） △677 591

退職給付引当金の増減額（△は減少） △29,595 △11,490

受取利息及び受取配当金 △6,216 △4,142

支払利息 842 1,074

固定資産除売却損益（△は益） 961 191

会員権売却損益（△は益） 650 －

売上債権の増減額（△は増加） 614,842 565,833

未成業務支出金の増減額（△は増加） 77,960 75,752

仕入債務の増減額（△は減少） △140,907 △148,077

未成業務受入金の増減額（△は減少） 169,230 78,684

その他 △33,951 △46,190

小計 496,065 419,264

利息及び配当金の受取額 5,406 3,741

利息の支払額 △842 △1,074

法人税等の支払額 △53,103 △47,659

法人税等の還付額 1,965 932

営業活動によるキャッシュ・フロー 449,491 375,205

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △104,261 △420,406

有形固定資産の取得による支出 △9,562 △4,774

無形固定資産の取得による支出 △22,678 △23,379

敷金及び保証金の差入による支出 △201 △4,371

敷金及び保証金の回収による収入 474 6,925

その他の支出 △8,102 △7,559

その他の収入 3,990 16,989

投資活動によるキャッシュ・フロー △140,342 △436,577

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 △191 △127

配当金の支払額 △13 －

リース債務の返済による支出 △5,947 △7,592

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,152 △7,719

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,903 △147

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 301,093 △69,238

現金及び現金同等物の期首残高 482,441 844,211

現金及び現金同等物の四半期末残高 783,535 774,972
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 該当事項はありません。 

   

   

 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
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（１）連結受注・販売実績 

① 連結受注状況 

 当第３四半期の連結受注状況は次のとおりであります。 

（注）金額は販売価額で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

  

  

② 連結販売実績 

 当第３四半期の連結販売実績は次のとおりであります。 

（注）金額は販売価額で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

  

５．その他

  （単位：千円）

事業内容 

前第３四半期 
（平成23年12月期 
第３四半期） 

当第３四半期 
（平成24年12月期 
第３四半期） 

（参考） 
（平成23年12月期） 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

建設コンサルタント部門             

上下水道（調査・計画・

実施設計・施工監理） 
2,594,888 1,958,390 3,011,619 2,252,657 3,635,983 1,927,065 

その他 108,898 75,978 171,214 128,454 117,978 54,309 

小計 2,703,786 2,034,369 3,182,834 2,381,111 3,753,962 1,981,375 

情報処理部門             

都市施設情報管理・ソフ

ト開発 
290,879 357,917 216,075 205,324 408,050 336,104 

小計 290,879 357,917 216,075 205,324 408,050 336,104 

合計 2,994,666 2,392,286 3,398,909 2,586,436 4,162,012 2,317,480 

        （単位：千円）

事業内容 

前第３四半期 
（平成23年12月期 
第３四半期） 

当第３四半期 
（平成24年12月期 
第３四半期） 

（参考） 
（平成23年12月期） 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

建設コンサルタント部門   ％   ％   ％ 

上下水道（調査・計画・

実施設計・施工監理） 
2,658,032 85.7 2,686,028 85.8 3,730,453 85.9 

その他 45,425 1.4 97,070 3.1 76,174 1.7 

小計 2,703,458 87.1 2,783,098 88.9 3,806,627 87.6 

情報処理部門             

都市施設情報管理・ソフ

ト開発 
398,780 12.9 346,855 11.1 537,763 12.4 

小計 398,780 12.9 346,855 11.1 537,763 12.4 

合計 3,102,238 100.0 3,129,953 100.0 4,344,391 100.0 
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