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1.  平成25年7月期第2四半期の連結業績（平成24年8月1日～平成25年1月31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 ％

25年7月期第2四半期 2,058 △7.1 △389 ― △343 ― △355 ―
24年7月期第2四半期 2,215 △5.3 △359 ― △357 ― △376 ―

（注）包括利益 25年7月期第2四半期 △294百万円 （―％） 24年7月期第2四半期 △367百万円 （―％）

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

25年7月期第2四半期 △23.28 ―
24年7月期第2四半期 △23.71 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年7月期第2四半期 11,758 9,939 84.5
24年7月期 11,917 10,333 86.7
（参考） 自己資本 25年7月期第2四半期 9,939百万円 24年7月期 10,333百万円

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

24年7月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
25年7月期 ― 0.00
25年7月期（予想） ― 6.00 6.00

3. 平成25年 7月期の連結業績予想（平成24年 8月 1日～平成25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 9,060 8.6 200 10.7 250 11.0 200 30.1 13.04



(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．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」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

（注）詳細は、添付資料P．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）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、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
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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。上記業績予想に関する資料は、添付資料P．２「１．当四半期決算に関する定性的情報
（３）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） 25年7月期2Q 17,724,297 株 24年7月期 17,724,297 株
② 期末自己株式数 25年7月期2Q 2,688,159 株 24年7月期 2,387,984 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年7月期2Q 15,281,206 株 24年7月期2Q 15,867,656 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の日本経済は、新政権の発足による国内経済対策の効果を背景に、一部に下げ止まりの

状況がみられるようになりました。しかし、経済回復への期待感はあるものの、ゆるやかながらも依然としてデフレ

の傾向が継続しており、海外経済の減速も懸念されることから、先行きの不透明な状態は継続しております。  

 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、公共投資における大型補正予算への期待感はあ

るものの、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２四半期連結累計期間の当社グループの売上高は20億５千８百万円（前年同四半期比7.1％

減）、損益面におきましては、営業損失は３億８千９百万円（前年同四半期は３億５千９百万円の営業損失）とな

り、経常損失は３億４千３百万円（前年同四半期は３億５千７百万円の経常損失）、四半期純損失は３億５千５百万

円（前年同四半期は３億７千６百万円の四半期純損失）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、春季・秋季の行楽シーズンおよび夏休み期間に来園者数が多いことから、第１四半期および第４四半期に売

上高が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２四半期連結会計期間の資産合計は、前連結会計年度に比べ１億５千９百万円減少し、117億５千８百万円と

なりました。 

 流動資産については、「現金及び預金」が２億７千８百万円、「有価証券」が４億９千８百万円、「その他」に含

めております「金銭の信託」が１２億円減少し、「未成業務支出金」が16億２千７百万円増加しております。これは

当社グループの主体である総合建設コンサルタント事業の売上高が、主要顧客である官公庁の事業年度末である３月

に集中するため、たな卸資産が増加する傾向にあり、また連動して入金も同時期に集中するため、現金同等物が減少

いたします。結果として、流動資産合計では前連結会計年度に比べ２億４千１百万円の減少となりました。 

 固定資産については、レーザー測定による測量機器の導入に伴い有形固定資産の「その他」に含めております「建

設仮勘定」が６千１百万円増加しております。また、長期滞留債権の減少により「貸倒引当金」を３千１百万円取崩

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８千２百万円の増加となりました。 

（負債の部） 

 当第２四半期連結会計期間の負債合計は、前連結会計年度に比べ２億３千５百万円増加し、18億１千８百万円とな

りました。 

 流動負債については、「業務未払金」が３億３千９百万円、「未成業務受入金」が１億３千万円増加し、「未払法

人税等」が３千６百万円、「その他」に含めております「未払金」が８千９百万円、「未払消費税」が１億２千９百

万円減少しております。結果として、流動負債合計では前連結会計年度に比べ１億９千４百万円増加となりました。

 固定負債については、「その他」に含めております「繰延税金負債」が４千１百万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４千万円増加となりました。 

（純資産の部） 

 当第２四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３億９千４百万円減少し、99億３千９百万円と

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４億１百万円減少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25年７月期の連結業績予想につきましては、平成24年９月14日に公表しました平成25年７月期の通期連結業績

予想数値に変更はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



（１）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２四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。 

   

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更） 

 当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年８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。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）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24年７月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,476,710 1,197,949

受取手形及び完成業務未収入金 382,272 445,357

有価証券 1,300,014 801,226

商品 6,336 5,179

未成業務支出金 1,007,900 2,635,398

販売用不動産 164,360 186,648

原材料及び貯蔵品 20,216 20,354

その他 2,328,208 1,152,841

貸倒引当金 △6,147 △6,729

流動資産合計 6,679,872 6,438,226

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,444,846 1,404,138

土地 1,810,228 1,805,124

その他（純額） 110,204 199,074

有形固定資産合計 3,365,279 3,408,337

無形固定資産 60,074 59,653

投資その他の資産   

投資有価証券 1,668,580 1,651,880

その他 214,357 239,629

貸倒引当金 △70,832 △39,411

投資その他の資産合計 1,812,106 1,852,097

固定資産合計 5,237,460 5,320,088

資産合計 11,917,333 11,758,315

負債の部   

流動負債   

業務未払金 256,654 596,128

未払法人税等 72,381 35,666

未成業務受入金 511,943 641,989

受注損失引当金 7,863 2,893

その他 531,878 298,643

流動負債合計 1,380,722 1,575,320

固定負債   

資産除去債務 48,289 48,640

その他 154,895 194,985

固定負債合計 203,184 243,625

負債合計 1,583,906 1,818,946



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年７月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年１月31日) 

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 3,445,615 3,043,927

自己株式 △543,692 △597,103

株主資本合計 10,323,976 9,868,876

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 9,449 70,491

その他の包括利益累計額合計 9,449 70,491

純資産合計 10,333,426 9,939,368

負債純資産合計 11,917,333 11,758,315



（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８月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年８月１日 
 至 平成25年１月31日) 

売上高 2,215,671 2,058,481

売上原価 1,764,752 1,647,338

売上総利益 450,918 411,142

販売費及び一般管理費 810,447 801,133

営業損失（△） △359,528 △389,991

営業外収益   

受取利息 4,227 12,142

受取配当金 3,467 3,965

受取賃貸料 39,636 32,500

その他 20,284 29,028

営業外収益合計 67,615 77,636

営業外費用   

投資有価証券売却損 16,919 －

賃貸費用 48,670 30,510

その他 472 277

営業外費用合計 66,062 30,787

経常損失（△） △357,975 △343,142

特別損失   

固定資産除売却損 － 1,362

特別損失合計 － 1,362

税金等調整前四半期純損失（△） △357,975 △344,505

法人税、住民税及び事業税 18,258 11,173

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △376,234 △355,679

四半期純損失（△） △376,234 △355,679



（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８月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年８月１日 
 至 平成25年１月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △376,234 △355,679

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 9,111 61,041

その他の包括利益合計 9,111 61,041

四半期包括利益 △367,123 △294,637

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △367,123 △294,637

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。   

   

   

（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
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