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1.  平成25年11月期第2四半期の業績（平成24年12月1日～平成25年5月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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11月期第2四半期 3,989 △2.7 86 △20.0 99 △9.6 39 11.2
24年11月期第2四半期 4,097 27.2 108 216.8 109 173.1 35 1,393.7

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11月期第2四半期 9.17 ―

24年11月期第2四半期 8.11 ―

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

25年11月期第2四半期 5,431 2,697 49.7 631.01
24年11月期 6,939 2,664 38.4 620.30

（参考） 自己資本   25年11月期第2四半期  2,697百万円 24年11月期  2,664百万円

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11月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00

25年11月期 ― 5.00

25年11月期（予想） ― 5.00 10.00

3. 平成25年11月期の業績予想（平成24年12月 1日～平成25年11月30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 7,400 1.8 200 2.7 220 21.1 70 91.7 16.35



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（詳細は、【添付資料】P.3「サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。） 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  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） 25年11月期2Q 5,289,900 株 24年11月期 5,289,900 株

② 期末自己株式数 25年11月期2Q 1,014,479 株 24年11月期 994,643 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年11月期2Q 4,282,147 株 24年11月期2Q 4,355,010 株

※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きの対象外であり、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
く四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※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。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【添付
資料】P.2「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

①業績の概況 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日本銀行の金融政策、財政出動による効果・

期待感から円安の進行、株価の上昇が見られ、企業収益や個人消費に改善の動きが見られるなど、緩やかながらも

景気回復の兆しが見られたものの、長引く欧州の債務危機問題の影響などにより、先行きは依然として不透明な状

況が続いています。 

建設コンサルタントおよび地質調査業界におきましても、国土強靱化対策に関連する大型補正予算と本年度予

算による復興需要のほか、国土防災・保全対策関連業務の増加が期待されたものの、引き続き被災地以外の公共事

業の縮減等により、厳しい市場環境・受注環境となりました。 

こうした状況の中、当社といたしましては新中期経営方針の収益性体質改善計画のもと、復興関連業務、減

災・防災業務、維持管理業務への特定率向上に向けた対応強化を引き続き取り組んできましたが、緊急経済対策を

盛り込んだ補正予算の予算執行の遅れ等が影響し、当第２四半期累計期間の経営成績は、受注高は35億25百万円

（前年同四半期比7.6％減）、売上高は39億89百万円（前年同四半期比2.7％減）、営業利益86百万円（前年同四半

期比20.0％減）、経常利益99百万円（前年同四半期比9.6％減）、四半期純利益39百万円（前年同四半期比11.2％

増）となりました。 

  

②売上高の季節的変動について 

当社は、官公庁・公共企業体をはじめとする公共部門との取引率が高いことから、納期の関係もあり、売上高・

利益ともに第２四半期と第４四半期に集中するという季節変動の傾向があります。 

     

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の分析  

（資産） 

資産合計は、前事業年度末に比べ15億８百万円減少し、54億31百万円となりました。その主な増減内訳は、完成

調査未収入金の減少10億91百万円、未成調査支出金の減少３億53百万円等であります。 

（負債） 

負債合計は、前事業年度末に比べ15億41百万円減少し、27億34百万円となりました。その主な増減内訳は、短期

借入金の減少10億円等であります。 

（純資産） 

 純資産合計は、前事業年度末に比べ33百万円増加し、26億97百万円となりました。その主な増減内訳は、利益剰

余金の増加17百万円、その他有価証券評価差額金の増加26百万円等であります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ25百万円減少し、２億３百万円

となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、11億35百万円の増加（前年同四半期累計期間は10億51百万円の増加）と

なりました。これは主に税引前四半期純利益99百万円、減価償却費62百万円、売上債権の減少11億８百万円、仕入

債務の減少２億33百万円等があったこと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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、12百万円の減少（前年同四半期累計期間は12百万円の減少）となりまし

た。これは調査用機器等有形固定資産の取得による支出11百万円等があったこと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） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、11億48百万円の減少（前年同四半期累計期間は11億28百万円の減少）と

なりました。これは短期借入金の減少10億円、長期借入金の返済80百万円、自己株式の取得による支出10百万円、

リース債務の返済による支出36百万円、配当金の支払額21百万円等があったことによるものであります。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 本資料に記載されている業績予想につきましては、平成25年１月18日付発表「平成24年11月期決算短信〔日本基

準〕(非連結)」の記載から変更はありません。なお、業績予想は、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可能性があります。   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）四半期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２四半期会計期間を含む事業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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率を使用する方法によっております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

   

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年12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。 

 なお、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
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年11月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 229,484 203,928

受取手形 64,413 48,227

完成調査未収入金 2,510,548 1,418,585

未成調査支出金 796,796 442,982

材料貯蔵品 3,688 3,665

繰延税金資産 63,733 63,733

その他 54,462 48,181

貸倒引当金 △258 △147

流動資産合計 3,722,869 2,229,156

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 629,572 619,525

機械及び装置（純額） 58,648 50,013

土地 1,472,382 1,472,382

その他（純額） 122,285 117,198

有形固定資産合計 2,282,888 2,259,120

無形固定資産 83,438 72,335

投資その他の資産   

投資有価証券 362,431 400,291

繰延税金資産 154,905 143,467

その他 373,937 367,976

貸倒引当金 △40,520 △40,501

投資その他の資産合計 850,754 871,233

固定資産合計 3,217,082 3,202,690

資産合計 6,939,951 5,431,847

負債の部   

流動負債   

調査未払金 557,386 324,077

短期借入金 1,900,000 900,000

1年内返済予定の長期借入金 160,000 110,000

未払法人税等 127,499 68,564

賞与引当金 － 73,647

未成調査受入金 279,811 173,386

その他 349,989 237,183

流動負債合計 3,374,686 1,886,858

固定負債   

長期借入金 225,000 195,000

退職給付引当金 484,458 481,768

その他 191,476 170,405

固定負債合計 900,934 847,174

負債合計 4,275,620 2,734,033
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年11月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 819,965 819,965

資本剰余金 826,345 826,345

利益剰余金 1,583,039 1,600,823

自己株式 △572,337 △583,059

株主資本合計 2,657,012 2,664,074

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,318 33,739

評価・換算差額等合計 7,318 33,739

純資産合計 2,664,330 2,697,813

負債純資産合計 6,939,951 5,431,847
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年５月31日) 

売上高 4,097,957 3,989,265

売上原価 3,060,322 2,993,777

売上総利益 1,037,634 995,488

販売費及び一般管理費 929,504 909,016

営業利益 108,129 86,471

営業外収益   

受取利息 318 326

受取配当金 4,218 4,164

受取手数料 8,209 11,833

固定資産賃貸料 20,823 27,589

その他 906 3,944

営業外収益合計 34,476 47,857

営業外費用   

支払利息 15,073 15,659

退職給付費用 14,794 14,794

その他 2,953 4,580

営業外費用合計 32,821 35,034

経常利益 109,785 99,294

特別利益   

投資有価証券売却益 5,112 －

特別利益合計 5,112 －

特別損失   

固定資産除却損 22 133

特別損失合計 22 133

税引前四半期純利益 114,875 99,160

法人税等 79,560 59,900

四半期純利益 35,315 39,260
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 114,875 99,160

減価償却費 71,943 62,583

引当金の増減額（△は減少） 123,254 70,827

受取利息及び受取配当金 △4,536 △4,490

支払利息 15,073 15,659

固定資産除却損 22 133

投資有価証券売却損益（△は益） △5,112 －

未成調査受入金の増減額（△は減少） △29,373 △106,424

未払消費税等の増減額（△は減少） 23,516 2,317

売上債権の増減額（△は増加） 539,649 1,108,149

たな卸資産の増減額（△は増加） 333,514 353,837

仕入債務の増減額（△は減少） △40,113 △233,308

未払費用の増減額（△は減少） △14,220 △123,736

預り保証金の増減額（△は減少） △9,209 1,450

その他 19,873 22,808

小計 1,139,156 1,268,967

利息及び配当金の受取額 4,536 4,490

利息の支払額 △17,684 △20,011

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △74,734 △118,346

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,051,273 1,135,099

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 △828 △11,909

無形固定資産の取得による支出 △3,560 △2,845

投資有価証券の取得による支出 △12,281 －

投資有価証券の売却による収入 9,799 －

貸付けによる支出 △8,120 △8,680

貸付金の回収による収入 6,475 10,553

その他 △4,457 810

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,972 △12,070

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） △1,000,000 △1,000,000

長期借入金の返済による支出 △50,000 △80,000

リース債務の返済による支出 △25,219 △36,524

自己株式の取得による支出 △31,697 △10,722

配当金の支払額 △22,035 △21,338

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,128,952 △1,148,585

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △90,651 △25,555

現金及び現金同等物の期首残高 363,163 229,484

現金及び現金同等物の四半期末残高 272,512 203,928
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 該当事項はありません。   

   

   

 前第２四半期累計期間（自 平成23年12月１日 至 平成24年５月31日） 

  当社は、建設工事に関連する地質調査、土質調査を中心に環境・防災・海洋調査業務等を行い、これらに関連

する測量、建設計画、設計等の業務および工事を営む単一事業の企業集団であることから、記載を省略しており

ます。 

  

 当第２四半期累計期間（自 平成24年12月１日 至 平成25年５月31日） 

  当社は、建設工事に関連する地質調査、土質調査を中心に環境・防災・海洋調査業務等を行い、これらに関連

する測量、建設計画、設計等の業務および工事を営む単一事業の企業集団であることから、記載を省略しており

ます。 

   

   

 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）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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