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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説明

 当第２四半期連結累計期間においては１月に2015年度補正予算、３月末には2016年度予算が成立しました。公共

事業予算については引き続き、自然災害に対する防災・減災対策、インフラ老朽化対策に加え、人口減少などを見

据えた「コンパクト・ネットワーク」形成、効率的な物流ネットワーク強化等に重点化され、早期・円滑な事業執

行が進められています。

 当社グループの属する建設コンサルタント産業においては、2015年度公共事業予算の早期執行により、業務発注

が年度上半期に集中する傾向にあり、下半期はやや抑えられ推移しています。また、発注件数、発注金額共にやや

抑えられる傾向にあります。この結果、当四半期における当社グループの国内受注もほぼ同様の傾向となっていま

す。また、海外受注は対象国の事情による発注の遅れなどが影響してやや軟調です。

 このような状況下で、当社グループは構造、道路、情報、地質・地盤等の基幹事業分野の技術競争力の向上に努

めると共に、積極的投資を進めてきた新規事業分野の成長も徐々に現れてきております。

今後も、計画目標に沿った受注、売上高、利益の確保に努めてまいります。

 なお、第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13

日）等を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。 

 当第２四半期連結累計期間における当社グループ全体の業績といたしましては、受注高は94億69百万円（前年同

四半期連結累計期間比9.8％減）、売上高は129億９百万円（前年同四半期連結累計期間比10.2％減）となりまし

た。 

 利益面では、営業利益８億90百万円（前年同四半期連結累計期間比16.1％減）、経常利益８億35百万円（前年同

四半期連結累計期間比24.0％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益４億33百万円（前年同四半期連結累計期間

比24.4％減）となりました。

また、当社グループの売上高は、受注の大半が官需という特性により、第２四半期以降に偏る傾向があります。 

 セグメントごとの概況は次のとおりであります。

〔コンサルタント事業〕 

 当第２四半期連結累計期間の状況は、受注高90億２百万円（前年同四半期連結累計期間比11.5％減）、売上高

125億21百万円（前年同四半期連結累計期間比11.7％減）となりました。

〔サービスプロバイダ事業〕 

 当第２四半期連結累計期間の状況は、受注高３億36百万円（前年同四半期連結累計期間比48.0％増）、売上高２

億97百万円（前年同四半期連結累計期間比128.7％増）となりました。 

〔プロダクツ事業〕 

 当第２四半期連結累計期間の状況は、受注高１億30百万円（前年同四半期連結累計期間比19.7％増）、売上高90

百万円（前年同四半期連結累計期間比42.0％増）となりました。 

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年11月13日に公表いたしました連結業績予想に変更はありません。

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。
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（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」と

いう。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計

基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分

変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上す

る方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な

会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表

に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持

分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会

計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。 

 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事業

分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点から将

来にわたって適用しております。 

なお、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
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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27年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成28年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 3,846 5,065 

受取手形及び完成業務未収入金 3,217 7,560 

有価証券 97 84 

未成業務支出金 4,216 5,233 

原材料及び貯蔵品 23 19 

繰延税金資産 317 217 

その他 257 153 

貸倒引当金 △7 △11 

流動資産合計 11,969 18,322 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 1,347 1,304 

土地 2,026 2,026 

リース資産（純額） 224 205 

その他（純額） 239 329 

有形固定資産合計 3,837 3,865 

無形固定資産 

のれん 538 421 

その他 158 157 

無形固定資産合計 696 579 

投資その他の資産 

投資有価証券 580 518 

差入保証金 552 544 

保険積立金 588 589 

長期預金 30 36 

繰延税金資産 965 928 

その他 640 614 

貸倒引当金 △137 △109 

投資その他の資産合計 3,219 3,121 

固定資産合計 7,754 7,567 

資産合計 19,723 25,889 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年９月30日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成28年３月31日) 

負債の部    

流動負債    

業務未払金 1,041 1,793 

短期借入金 － 4,410 

1年内返済予定の長期借入金 342 315 

リース債務 66 69 

未払法人税等 41 300 

未払消費税等 213 398 

未払費用 1,019 666 

未成業務受入金 2,136 2,543 

賞与引当金 110 176 

受注損失引当金 87 30 

その他 328 284 

流動負債合計 5,388 10,989 

固定負債    

長期借入金 684 904 

リース債務 176 153 

退職給付に係る負債 2,215 2,276 

その他 15 22 

固定負債合計 3,091 3,355 

負債合計 8,479 14,345 

純資産の部    

株主資本    

資本金 3,107 3,107 

資本剰余金 4,884 4,884 

利益剰余金 3,230 3,574 

自己株式 △248 △231 

株主資本合計 10,975 11,334 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 115 51 

繰延ヘッジ損益 △20 △2 

為替換算調整勘定 32 18 

退職給付に係る調整累計額 21 36 

その他の包括利益累計額合計 148 105 

非支配株主持分 119 104 

純資産合計 11,243 11,544 

負債純資産合計 19,723 25,889 
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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26年10月１日 

 至 平成27年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年10月１日 
 至 平成28年３月31日) 

売上高 14,375 12,909 

売上原価 10,302 8,952 

売上総利益 4,073 3,957 

販売費及び一般管理費 3,012 3,066 

営業利益 1,061 890 

営業外収益    

受取利息 1 1 

受取配当金 2 3 

受取家賃 9 9 

投資事業組合運用益 13 2 

為替差益 31 － 

雑収入 18 17 

営業外収益合計 77 33 

営業外費用    

支払利息 35 36 

投資事業組合運用損 2 2 

為替差損 － 39 

雑損失 0 10 

営業外費用合計 38 88 

経常利益 1,099 835 

特別損失    

固定資産除却損 5 － 

特別損失合計 5 － 

税金等調整前四半期純利益 1,094 835 

法人税、住民税及び事業税 340 263 

法人税等調整額 173 131 

法人税等合計 513 395 

四半期純利益 580 439 

非支配株主に帰属する四半期純利益 6 5 

親会社株主に帰属する四半期純利益 573 433 
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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26年10月１日 

 至 平成27年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年10月１日 
 至 平成28年３月31日) 

四半期純利益 580 439 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 26 △63 

繰延ヘッジ損益 △10 18 

為替換算調整勘定 22 △23 

退職給付に係る調整額 △7 14 

その他の包括利益合計 30 △53 

四半期包括利益 611 386 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 595 390 

非支配株主に係る四半期包括利益 16 △4 
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

 該当事項はありません。

（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。

４．補足情報

受注及び販売の状況

（１）受注状況

当第２四半期連結累計期間の受注状況をセグメントごとに示すと、つぎのとおりであります。

セグメントの名称 受注高（百万円）
前年同四半期比

（％） 受注残高（百万円）
前年同四半期比

（％）

コンサルタント事業 9,002 88.5 12,630 86.6

サービスプロバイダ事業 336 148.0 487 169.5

プロダクツ事業 130 119.7 315 135.4

合計 9,469 90.2 13,433 88.9

（注）金額は販売価格によっており、消費税等が含まれておりません。

（２）販売実績

当第２四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、つぎのとおりであります。

セグメントの名称
当第2四半期連結累計期間

（自 平成27年10月１日
至 平成28年３月31日）

前年同四半期比（％）

コンサルタント事業（百万円） 12,521 88.3

サービスプロバイダ事業（百万円） 297 228.7

プロダクツ事業（百万円） 90 142.0

合計（百万円） 12,909 89.8

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．セグメント間の取引については相殺消去しております。
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