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１．平成25年12月期第２四半期の連結業績（平成25年１月１日～平成25年６月30日）

（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12月期第２四半期 18,504 8.8 927 127.7 984 115.5 597 188.6
24年12月期第２四半期 17,011 △8.8 407 △33.2 456 △31.4 207 △34.8

(注) 包括利益 25年12月期第２四半期 729百万円(205.4％) 24年12月期第２四半期 238百万円(―％)

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12月期第２四半期 42.28 ―
24年12月期第２四半期 14.65 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年12月期第２四半期 43,399 20,851 47.8
24年12月期 32,319 20,350 62.6

(参考) 自己資本 25年12月期第２四半期 20,733百万円 24年12月期 20,220百万円

２．配当の状況

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12月期 ― 0.00 ― 16.00 16.00

25年12月期 ― 0.00

25年12月期(予想) ― 18.00 18.00

３．平成25年12月期の連結業績予想（平成25年１月１日～平成25年12月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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 35,500 9.2 1,200 27.3 1,300 20.7 700 27.2 49.50
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(注) 当連結会計年度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別する

ことが困難な場合」に該当しております。 

 
  

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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

本資料に記載された連結業績予想は、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、今後のさまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  （連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

  新規  ― 社      、除外  ― 社 

（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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年12月期２Ｑ 14,159,086株 24年12月期 14,159,086株

② 期末自己株式数 25年12月期２Ｑ 17,521株 24年12月期 17,398株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期２Ｑ 14,141,639株 24年12月期２Ｑ 14,141,835株

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当社グループの属する建設コンサルタント産業を取り巻く事業環境は、国の平成25年度一般会計予算において

公共事業関係費が前年度比15.6％増となるなど、堅調に改善しています。 

このような状況下において、当社グループは、引き続き東日本大震災からの復興事業に積極的に取り組むほ

か、全国防災関連業務への対応や海外・マネジメント・都市・環境といった重点分野の事業展開、港湾・水道等

の未参入分野への進出を強化してまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループ全体の受注高は前年同四半期比13.4％増の22,813百万円

（前年同四半期20,115百万円）となりました。売上高につきましては、18,504百万円（前年同四半期17,011百万

円）となり通期予想売上高の52.1％となりました。経常利益は984百万円（前年同四半期456百万円）と通期予想

経常利益の75.7％、第２四半期純利益は597百万円（前年同四半期207百万円）となり、通期予想当期純利益の

85.4％となっております。 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は43,399百万円となり、前連結会計年度末に比べ11,079百万円の

増加となりました。これは主に受託料収入等による現金及び預金ならびに有価証券の増加によるものでありま

す。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における総負債は22,547百万円となり、前連結会計年度末に比べ10,578百万円の

増加となりました。これは主に未成業務受入金の増加によるものであります。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は20,851百万円となり、前連結会計年度末に比べ501百万円の増加

となりました。これは主に当期四半期純利益によるものであります。 

平成25年２月14日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

該当事項はありません。 

税金費用については、当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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

（会計上の見積もりの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社グループは、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25年１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方法に変更しております。 

なお、この変更による当第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。 

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

（２）連結財政状態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

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,948 5,838

受取手形及び完成業務未収入金 2,136 801

有価証券 3,500 12,500

未成業務支出金 11,737 12,516

その他 734 662

貸倒引当金 △30 △12

流動資産合計 21,027 32,306

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,610 4,584

その他（純額） 2,282 2,189

有形固定資産合計 6,893 6,774

無形固定資産 230 219

投資その他の資産   

その他 4,170 4,100

貸倒引当金 △2 △0

投資その他の資産合計 4,168 4,099

固定資産合計 11,292 11,093

資産合計 32,319 43,399

負債の部   

流動負債   

業務未払金 1,455 950

短期借入金 150 200

未払法人税等 212 610

未成業務受入金 6,954 17,530

賞与引当金 409 453

役員賞与引当金 23 13

業務損失引当金 125 136

その他 1,531 1,643

流動負債合計 10,861 21,539

固定負債   

退職給付引当金 639 601

資産除去債務 108 110

その他 360 296

固定負債合計 1,108 1,008

負債合計 11,969 22,547
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,025 3,025

資本剰余金 4,122 4,122

利益剰余金 12,864 13,236

自己株式 △11 △11

株主資本合計 20,001 20,373

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 218 360

その他の包括利益累計額合計 218 360

少数株主持分 129 118

純資産合計 20,350 20,851

負債純資産合計 32,319 43,399
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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：百万円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 17,011 18,504

売上原価 12,904 13,885

売上総利益 4,106 4,618

販売費及び一般管理費 3,699 3,690

営業利益 407 927

営業外収益   

受取利息 10 9

受取配当金 11 10

受取家賃 19 17

為替差益 － 13

その他 14 13

営業外収益合計 55 64

営業外費用   

支払利息 1 0

支払手数料 2 2

為替差損 1 －

設立５０周年記念事業費 － 3

その他 0 －

営業外費用合計 6 7

経常利益 456 984

特別利益   

固定資産売却益 － 166

特別利益合計 － 166

特別損失   

固定資産処分損 1 0

リース解約損 － 10

特別損失合計 1 11

税金等調整前四半期純利益 455 1,139

法人税等 246 552

少数株主損益調整前四半期純利益 209 587

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2 △10

四半期純利益 207 597
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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：百万円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 209 587

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 29 141

その他の包括利益合計 29 141

四半期包括利益 238 729

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 236 739

少数株主に係る四半期包括利益 2 △10
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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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