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（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３四半期 6,853 7.5 135 △26.7 115 △43.5 50 △57.0

24年12月期第３四半期 6,376 22.2 184 21.7 204 51.4 117 4.1

（注）包括利益 25年12月期第３四半期 62百万円（ ％）△49.1 24年12月期第３四半期 123百万円（ ％）5.1

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３四半期 15.66 15.52

24年12月期第３四半期 36.53 36.08

（注）当社は、平成25年１月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を、また、平成25年７月１日付で普通株式１株
につき100株の株式分割を行っております。これにより、当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して、
１株当たり四半期純利益金及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金を算定しております。

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12月期第３四半期 4,505 1,184 25.6 357.89

24年12月期 4,347 1,131 25.4 344.21

（参考）自己資本 25年12月期第３四半期 1,146百万円 24年12月期 1,105百万円

（注）当社は、平成25年１月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を、また、平成25年７月１日付で普通株式１株
につき100株の株式分割を行っております。これにより、当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して、
１株当たり純資産を算定しております。

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 － 700.00 700.00

25年12月期 － 0.00 －

25年12月期（予想） 3.50 3.50

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

（注）当社は、平成25年１月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を、また、平成25年７月１日付で普通株式１株

につき100株の株式分割を行っております。これに伴い、平成25年12月期（予想）の期末配当については当該株式分割の

影響を考慮して記載しております。なお、24年12月期につきましては当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しており

ます。



※  注記事項

新規 社 （社名） 、除外 社 （社名）

（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

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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 9,770 9.2 330 2.7 295 △12.6 160 △17.4 49.65

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

（注）当社は、平成25年７月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。これに伴い、平成25年12

月期（予想）の１株当たり当期純利益については当該株式分割の影響を考慮して記載しております。

（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）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

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

（注）詳細は、【添付資料】３ページ「２.（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。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年12月期３Ｑ 3,222,400株 24年12月期 3,211,200株

②  期末自己株式数 25年12月期３Ｑ －株 24年12月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期３Ｑ 3,216,706株 24年12月期３Ｑ 3,203,226株

（注）当社は、平成25年１月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を、また、平成25年７月１日付で普通株

式１株につき100株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して発

行済株式数（普通株式）及び期中平均株式数を算定しております。

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であります。なお、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おりませ

ん。

本資料に掲載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が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については、四半期決算短信〔添付

資料〕Ｐ．３「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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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の景気動向は穏やかに回復を続けました。震災復興関連に加え各種経

済対策の効果から公共投資が増加を続け、住宅投資も引き続き堅調に推移しました。企業収益の改善から設備投資

は製造業・非製造業共に増加に転じております。個人消費は雇用・所得環境の改善により引き続き底堅く推移しま

した。

世界経済を巡る不確実性は予断を許さないものの、米国向けの輸出はマクロ経済の回復により自動車関連を中

心に増加に転じています。また欧州向けも自動車関連や資本財・部品を中心に下げ止まりの傾向が顕著になってい

ます。

戸建住宅市場におきましては、東北地方の復興需要と消費税引き上げ前の駆け込み需要により、持ち家、分譲住

宅の着工件数は共に増加しました。

以上のような事業環境の下、中期的な企業成長を視野に入れ、当社グループの技術力と高付加価値のサービスの

提供を積極的に行い、顧客層の拡大と売上高の増加に取り組みました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 6,853,292千円（前年同期比 7.5％増）、売上総利益は

1,685,264千円（前年同期比 5.8％増）となりました。

一方で、前年同期以降に子会社にて支店等の新規設置や人員の増加等を行ったことによる人件費等が増加したこ

と、ならびにベトナム社会主義共和国を中心とする海外市場への進出等のために要した諸経費の増加等に伴い、販

売費及び一般管理費も 1,549,960千円（前年同期比 10.1％増）と大幅に増加しました。その結果、営業利益は

135,303千円（前年同期比 26.7％減）、経常利益につきましては 115,530千円（前年同期比 43.5％減）、当第３

四半期連結累計期間は四半期純利益 50,367千円（前年同期比 57.0％減）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。 

① 地盤改良事業

地盤改良事業は、主に地盤改良工事と地盤調査・測量に分かれます。地盤改良工事におきましては、需要の一

段落に伴い沈下修正工事が大幅に減少したのに加え、ＤＭ工法やＳＭＤ工法が減少したものの、主力の柱状改良工

法と表層改良工事・鋼管工事が順調に増加しました。また新規に受注を開始した太陽光関連工事も売上の上積み要

因となりました。

しかしながら地盤調査・測量におきましては、価格競争の激化によりスウェーデン式サウンディング試験が弱含

み、新規参入の影響を受けてボーリング試験も微増に留まりました。

この結果、地盤改良事業の売上高は 6,533,385千円（前年同期比 6.5％増）となりました。

② 保証事業

景況感の改善に伴い住宅完成エスクローシステムは若干の増加に留まったものの、好調な住宅着工を背景に地盤

総合保証「THE LAND」の売上高は順調に増加しました。

この結果、保証事業の売上高は 144,303千円（前年同期比 10.2％増）となりました。

③ 地盤システム事業

顧客層の拡大と好調な住宅着工件数を背景に、地盤調査会社向けに提供する地盤データシステム「G-Webシステ

ム」の売上高が堅調に推移しました。また同システムの売上増加に伴い、地盤調査機のレンタル売上も上昇しまし

た。

この結果、地盤システム事業の売上高は 99,983千円（前年同期比 48.6％増）となりました。

④ その他の事業

好調な戸建住宅着工と営業努力により、住宅検査受託業務の売上高が大幅に上昇しました。また新規に設立した

株式会社E-maの造園工事も売上高の上積みに寄与しました。

この結果、その他の事業売上高は 75,620千円（前年同期比 67.4％増）となりました。

１．当四半期決算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

資産、負債及び純資産の状況

当第３四半期連結会計期間末の総資産合計は、前連結会計年度末と比べ、157,753千円増加し、4,505,298千円と

なりました。主な増加理由といたしましては、現預金及び新たな設備投資を行ったことによる有形固定資産等の増

加額が、売掛債権及び貸付金等の回収に伴う金銭債権の減少額を大幅に上回ったことによるものであります。

負債合計につきましては、前連結会計年度末と比べ、104,718千円増加し、3,320,784千円となりました。これは

主に、仕入債務は減少したものの、賞与引当金の繰入及び新たなリース契約によるリース債務の金額が増加したこ

と等によるものであります。

純資産合計につきましては、前連結会計年度末と比べ、53,035千円増加し、1,184,513千円となりました。これ

は主に、新株予約権の行使に伴う資本金等の増加額 1,610千円及び当四半期純利益 50,367千円を計上したこと

と、シンガポールドルの日本円に対する為替上昇に伴う為替換算調整勘定 6,368千円を計上したことによる増加額

が、第14期の期末配当の実施による利益準備金の減少額 11,239千円を上回ったこと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

連結業績予想につきましては、 近の業績動向を踏まえ、平成25年2月14日の「平成24年12月期 決算短信」で

公表いたしました平成25年12月期の連結業績予想を、下記のとおり修正いたしました。

平成25年12月期通期連結業績予想数値の修正（平成25年１月１日～平成25年12月31日）

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

前回発表予想（Ａ） 10,677 400 360 177 55.37

今回修正予想（Ｂ） 9,770 330 295 160 49.65

増減額（Ｂ－Ａ） △907 △70 △65 △17 －

増減率（％） △8.5 △17.5 △18.1 △10.0 －

（ご参考）前期実績

（平成24年12月期）
8,946 321 337 193 60.44



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

重要な特定子会社の異動はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められ

るため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

（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の方法に変更しております。

なお、この変更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



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24年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 996,630 1,083,834

受取手形及び売掛金 2,249,087 2,075,797

商品及び製品 3,853 4,338

未成工事支出金 5,372 7,459

原材料及び貯蔵品 18,751 19,848

繰延税金資産 36,948 63,967

その他 297,943 273,398

貸倒引当金 △110,715 △119,536

流動資産合計 3,497,871 3,409,107

固定資産

有形固定資産

リース資産 214,852 237,024

その他 341,660 563,727

有形固定資産合計 556,512 800,751

無形固定資産 64,172 54,487

投資その他の資産

投資有価証券 48,032 51,001

繰延税金資産 165 －

その他 218,280 215,052

貸倒引当金 △37,489 △25,101

投資その他の資産合計 228,988 240,951

固定資産合計 849,673 1,096,190

資産合計 4,347,544 4,505,298

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,137,093 1,059,576

短期借入金 185,668 139,000

1年内償還予定の社債 99,600 33,200

1年内返済予定の長期借入金 369,042 459,674

未払法人税等 40,538 52,222

未払金 192,625 138,676

リース債務 106,080 165,859

賞与引当金 － 46,198

その他 216,888 162,261

流動負債合計 2,347,535 2,256,667

固定負債

社債 33,200 －

長期借入金 523,431 593,545

リース債務 285,420 448,153

繰延税金負債 － 305



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

その他 26,478 22,113

固定負債合計 868,530 1,064,117

負債合計 3,216,066 3,320,784

純資産の部

株主資本

資本金 334,055 334,860

資本剰余金 298,627 299,432

利益剰余金 472,906 512,033

株主資本合計 1,105,588 1,146,326

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △234 566

為替換算調整勘定 － 6,368

その他の包括利益累計額合計 △234 6,934

少数株主持分 26,124 31,252

純資産合計 1,131,478 1,184,513

負債純資産合計 4,347,544 4,505,298



（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24年１月１日
至 平成24年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 6,376,010 6,853,292

売上原価 4,783,211 5,168,028

売上総利益 1,592,798 1,685,264

販売費及び一般管理費 1,408,222 1,549,960

営業利益 184,575 135,303

営業外収益

受取利息 1,554 834

受取配当金 38 44

保険解約返戻金 31,418 －

投資事業組合運用益 － 1,697

貸倒引当金戻入額 5,548 －

持分法による投資利益 － 825

その他 6,580 3,377

営業外収益合計 45,139 6,779

営業外費用

支払利息 22,518 23,238

持分法による投資損失 2,683 －

その他 121 3,314

営業外費用合計 25,322 26,552

経常利益 204,392 115,530

特別利益

固定資産売却益 1,805 2,167

特別利益合計 1,805 2,167

特別損失

固定資産除却損 － 505

特別損失合計 － 505

税金等調整前四半期純利益 206,198 117,192

法人税、住民税及び事業税 46,373 88,716

法人税等調整額 36,496 △27,020

法人税等合計 82,869 61,696

少数株主損益調整前四半期純利益 123,328 55,496

少数株主利益 6,319 5,128

四半期純利益 117,009 50,367



（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24年１月１日
至 平成24年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 123,328 55,496

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △158 800

為替換算調整勘定 － 6,368

その他の包括利益合計 △158 7,168

四半期包括利益 123,169 62,664

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 116,850 57,536

少数株主に係る四半期包括利益 6,319 5,128



該当事項はありません。

該当事項はありません。

Ⅰ 前第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

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、住宅検査事業並びにソリューシ

ョン事業等を含んでおります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．報告セグメントの変更等に関する事項

該当事項はありません。

４．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。

（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

（５）セグメント情報等

（単位：千円）

報告セグメント
その他
（注）

合計
地盤改良事業 保証事業

地盤システム
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 6,132,586 130,939 67,301 6,330,827 45,182 6,376,010

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ 125,934 52,715 178,649 234 178,883

計 6,132,586 256,874 120,016 6,509,477 45,416 6,554,894

セグメント損益 35,496 95,923 20,372 151,792 2,855 154,647

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 151,792

「その他」の区分の利益 2,855

セグメント間取引消去 263,972

全社費用（注） △234,043

四半期連結損益計算書の営業利益 184,575



Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25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

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、住宅検査事業並びにソリューシ

ョン事業等を含んでおります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．報告セグメントの変更等に関する事項

該当事項はありません。

４．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。

（単位：千円）

報告セグメント
その他
（注）

合計
地盤改良事業 保証事業

地盤システム
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 6,533,385 144,303 99,983 6,777,672 75,620 6,853,292

セグメント間の内部売上

高又は振替高
2,156 117,995 71,362 191,514 1,385 192,899

計 6,535,541 262,299 171,346 6,969,187 77,005 7,046,192

セグメント利益 5,756 90,886 25,113 121,756 △2,855 118,901

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 121,756

「その他」の区分の利益 △2,855

セグメント間取引消去 263,642

全社費用（注） △247,240

四半期連結損益計算書の営業利益 135,303
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