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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 11,858 14.4 1,093 ― 1,103 ― 990 ―

23年12月期第3四半期 10,369 △18.9 △135 ― △137 ― △297 ―

（注）包括利益 24年12月期第3四半期 1,011百万円 （―％） 23年12月期第3四半期 △338百万円 （―％）

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 138.68 ―

23年12月期第3四半期 △41.64 ―

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3四半期 18,898 10,556 55.9 1,478.41
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3四半期  10,556百万円 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3Q 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3Q 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3Q 7,140,201 株 23年12月期3Q 7,140,339 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３四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に回復しつつあるものの、欧州政府債務危機を巡る不確

実性が依然として高い中で、海外経済の減速傾向が継続する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３四半期連結累計期間(平成24年１月１日～平成24年９月30日)における連結業績は、受注高122億

７千３百万円(前年同四半期比11.9％増)、売上高は118億５千８百万円(前年同四半期比14.4％増)となり、

通期予想売上高150億円の79.1％を計上いたしました。 

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３四半期連結累計期間の営業利益は10億９千３百万円(前年同四半期 営業損失１億３

千５百万円)、経常利益は11億３百万円(前年同四半期 経常損失１億３千７百万円)、四半期純利益は９

億９千万円(前年同四半期 四半期純損失２億９千７百万円)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 77 億４百万円(前年同四半期比 19.9％増)、セグメント利益は７億３千２百万円(前年同四半

期 セグメント損失３千１百万円)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 37 億６千２百万円(前年同四半期比 5.8％増)、セグメント利益は２億８千９百万円(前年同四

半期 セグメント損失１億６千万円)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３億１千９百万円(前年同四半期比 10.8％増)、セグメント利益は６百万円(前年同四半期 セ

グメント損失２千４百万円)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１億２千９百万円(前年同四半期比 13.3％減)、セグメント利益は６千４百万円(前年同四半期

比16.5％減)となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

   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９億９千６百万円減少し、188 億９千８百万円となりました。

流動資産につきましては、主に現金及び預金の増加２億１千万円、受取手形及び営業未収入金の減少

８億３千２百万円、仕掛品の減少３億５百万円により、前連結会計年度末に比べ９億４千８百万円減

少し、51 億６千８百万円となりました。固定資産につきましては、主に建物の減少１億６千１百万円

により、前連結会計年度末に比べ４千８百万円減少し、137億２千９百万円となりました。 

(負債) 

負債合計は、前連結会計年度末と比べ 19 億３千６百万円減少し、83 億４千２百万円となりました。

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６千７百万円、短期借入金の減少 23 億

円、賞与引当金の増加１億６千８百万円、流動負債その他の増加７億円により、前連結会計年度末に

比べ 14 億１千３百万円減少し、39 億９千６百万円となりました。固定負債につきましては、主に社

債の減少２億７千８百万円、長期借入金の減少１億７千４百万円、退職給付引当金の減少６千７百万

円により、前連結会計年度末に比べ５億２千２百万円減少し、43億４千６百万円となりました。 

(純資産) 

純資産につきましては、主に利益剰余金の増加９億１千８百万円により、前連結会計年度末に比べ

９億３千９百万円増加し、105億５千６百万円となりました。 

 

（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。 
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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３四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 661,080 871,835

受取手形及び営業未収入金 1,272,002 439,486

仕掛品 3,868,800 3,563,452

繰延税金資産 133,474 189,027

その他 182,372 105,230

貸倒引当金 △773 △263

流動資産合計 6,116,956 5,168,769

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,818,705 4,657,383

土地 6,916,452 6,916,452

その他（純額） 539,319 607,009

有形固定資産合計 12,274,477 12,180,844

無形固定資産 124,574 106,781

投資その他の資産   

投資有価証券 524,925 538,235

繰延税金資産 192,660 200,221

その他 738,685 781,257

貸倒引当金 △77,018 △77,387

投資その他の資産合計 1,379,252 1,442,327

固定資産合計 13,778,304 13,729,953

資産合計 19,895,261 18,898,723

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 476,587 408,702

短期借入金 3,131,808 831,808

1年内償還予定の社債 378,000 378,000

未払法人税等 52,255 180,166

賞与引当金 57,263 225,858

受注損失引当金 65,728 23,153

その他 1,248,302 1,948,502

流動負債合計 5,409,945 3,996,191

固定負債   

社債 1,061,000 783,000

長期借入金 733,050 558,112

退職給付引当金 2,713,709 2,645,857

役員退職慰労引当金 239,666 237,195

その他 121,675 122,223

固定負債合計 4,869,102 4,346,388

負債合計 10,279,047 8,342,580
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年９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 4,197,679

自己株式 △138,951 △138,951

株主資本合計 9,665,712 10,584,538

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 △27,379

為替換算調整勘定 △1,368 △1,016

その他の包括利益累計額合計 △49,499 △28,395

純資産合計 9,616,213 10,556,142

負債純資産合計 19,895,261 18,898,723
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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) 

売上高 10,369,774 11,858,081

売上原価 7,889,702 8,345,303

売上総利益 2,480,071 3,512,778

販売費及び一般管理費 2,615,357 2,418,907

営業利益又は営業損失（△） △135,286 1,093,870

営業外収益   

受取利息 2,794 1,721

受取配当金 4,076 4,375

保険解約返戻金 20,751 13,191

受取保険金及び配当金 32,507 8,559

その他 15,015 20,194

営業外収益合計 75,144 48,043

営業外費用   

支払利息 34,810 30,942

固定資産除却損 10,025 1,468

社債発行費 14,039 －

その他 18,049 6,055

営業外費用合計 76,926 38,466

経常利益又は経常損失（△） △137,067 1,103,446

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 － 4,200

投資有価証券評価損 38,398 2,472

投資有価証券売却損 － 1,621

特別損失合計 38,398 8,294

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（△）

△147,002 1,095,152

法人税、住民税及び事業税 75,368 168,717

法人税等調整額 74,974 △63,792

法人税等合計 150,343 104,924

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（△）

△297,346 990,227

四半期純利益又は四半期純損失（△） △297,346 990,227
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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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△297,346 990,227

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △41,129 20,751

為替換算調整勘定 △278 352

その他の包括利益合計 △41,408 21,103

四半期包括利益 △338,754 1,011,331

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △338,754 1,011,331

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

（４）セグメント情報等 

Ⅰ 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） 

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 6,420,179 3,556,777 288,251 104,566 10,369,774 ― 10,369,774

ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部 

売上高又は振替高 
5,275 ― 150 44,451 49,887 △49,877 ―

計 6,425,455 3,556,777 288,401 149,017 10,419,651 △49,877 10,369,774

セグメント利益又は損失(△) △31,267 △160,808 △24,188 77,270 △138,994 3,707 △135,286

（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。 

 

Ⅱ 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） 

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 7,696,271 3,757,576 319,495 84,738 11,858,081 ― 11,858,081

ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部 

売上高又は振替高 
8,329 5,320 ― 44,451 58,100 △58,100 ―

計 7,704,601 3,762,896 319,495 129,189 11,916,182 △58,100 11,858,081

セグメント利益 732,771 289,473 6,682 64,557 1,093,483 386 1,093,870

（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、

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３四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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（５）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。 

 

（６）重要な後発事象 

  該当事項はありません。 
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