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1. 平成28年12月期第2四半期の連結業績（平成28年1月1日～平成28年6月30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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年12月期第2四半期 8,342 △13.1 1,062 △31.4 1,049 △32.1 692 △29.6
27年12月期第2四半期 9,598 3.8 1,548 △11.7 1,544 △11.6 982 △8.2

（注）包括利益 28年12月期第2四半期 451百万円 （△49.2％） 27年12月期第2四半期 889百万円 （△2.9％）

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

28年12月期第2四半期 71.01 ―
27年12月期第2四半期 100.81 ―

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

28年12月期第2四半期 26,632 16,672 62.6 1,710.32
27年12月期 22,381 16,435 73.4 1,686.03
（参考）自己資本 28年12月期第2四半期 16,672百万円 27年12月期 16,435百万円

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

平成27年12月期中間・期末配当金の内訳 普通配当 20円 東京証券取引所市場第一部指定記念配当 ２円
平成28年12月期中間・期末配当金の内訳 普通配当 20円 創立65周年記念配当 ２円

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

27年12月期 ― 22.00 ― 22.00 44.00
28年12月期 ― 22.00
28年12月期（予想） ― 22.00 44.00

3. 平成28年12月期の連結業績予想（平成28年 1月 1日～平成28年12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
親会社株主に帰属する

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 16,620 △6.9 1,175 △37.4 1,245 △34.2 870 △10.7 89.25



(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 ： 無

(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
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
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、四半
期決算短信添付書類２ページ「当四半期決算に関する定性的情報」をご覧下さい。

※ 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
②①以外の会計方針の変更 ： 無
③会計上の見積りの変更 ： 無
④修正再表示 ： 無

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 28年12月期2Q 10,048,000 株 27年12月期 10,048,000 株
② 期末自己株式数 28年12月期2Q 300,078 株 27年12月期 300,078 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年12月期2Q 9,747,922 株 27年12月期2Q 9,747,922 株
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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

「水と環境のコンサルタント」を取り巻く事業環境においては、上下水道の普及とともに建設から管理の時代と

なり、施設管理関連業務や改築更新業務が増加しています。また、熊本地震やその後各地で発生した集中豪雨等に

みられるように、災害に対する安全確保にも関心が高まっています。その中で当社グループは、施設の効率的な改

築・更新と維持管理を実現するアセットマネジメント、地域の安全・安心を確保する防災・減災・BCP計画、上下水

道経営の持続と効率化のための事業支援サービス、環境を重視したエネルギー対策等に積極的に取り組み、事業体

のニーズに合わせて様々なコンサルティングサービスを提供してまいりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの業績は、受注高は5,496百万円(前年同期比18.5％

減)となりました。連結売上高は8,342百万円(同13.1％減)となりました。

利益面では、営業利益は1,062百万円(同31.4％減)、経常利益は1,049百万円(同32.1％減)、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は692百万円(同29.6％減)となりました。

セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。

（国内業務）

国内業務につきましては、地震対策・豪雨対策等の災害対策業務、施設の合理的改築更新に向けたアセットマネ

ジメント業務、低炭素化社会形成に向けた環境・エネルギー対策業務、持続可能なマネジメント構築に向けた事業

支援業務、サービス向上と効率化を支える情報システム構築業務を重点業務に設定し、技術開発とともに営業強化

をしてまいりました。

この結果、受注高は地方自治体等の指名停止の影響により2,094百万円(前年同期比58.8％減)となりました。売上

高は6,528百万円(同12.8％減)、営業利益は1,106百万円(同32.6％減)となりました。

（海外業務）

海外業務におきましては、新興国における旺盛な水インフラ整備のニーズに対応し、アジア、中東、アフリカ等

を中心にグローバルな営業活動を展開してまいりました。

この結果、受注高はイラク国バスラ上水道整備事業等の大型案件を受注したことにより3,401百万円(前年同期比

105.0％増)となりました。売上高は1,786百万円(同13.3％減)、営業損失は69百万円(前年同期は営業損失127百万

円)となりました。

（２）連結財政状態に関する説明

① 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末と比較して4,251百万円増加し26,632百万円

となりました。この主な要因は、流動資産の現金及び預金の増加6,881百万円、受取手形及び完成業務未収入金の減

少1,086百万円、投資有価証券の売却等による減少1,300百万円であります。

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して4,014百万円増加し9,960百万円

となりました。この主な要因は、流動負債の未成業務受入金の増加4,345百万円であります。

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末と比較して236百万円増加し16,672百万円

となりました。この主な要因は、利益剰余金の増加477百万円等であります。この結果、自己資本比率は62.6％とな

りました。
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　② キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して5,881百万円増加し

14,538百万円となりました。

なお、当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は5,137百万円(前年同期は4,697百万円の獲得)となりました。

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,096百万円、受取手形及び完成業務未収入金の減少1,046百万円、

未成業務受入金の増加4,349百万円であり、支出の主な内訳は、未成業務支出金の増加719百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果得られた資金は1,008百万円(前年同期は281百万円の使用)となりました。

収入の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入1,070百万円、敷金及び保証金の回収による収入125百万円で

あります。支出の主な内訳は、敷金及び保証金の差入による支出107百万円、有形固定資産の取得による支出65百万

円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は214百万円(前年同期は194百万円の使用)となりました。支出の主な内訳は、配当

金の支払額213百万円であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年３月30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。
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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。

（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）

　 １．会計基準等の名称および会計方針の変更の内容

「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）、「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）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）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、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。

　 ２．経過措置に従った会計処理の概要等

　該当はありません。

　 ３．会計方針の変更による影響額

　当該改正後の会計基準等の適用による影響はありません。

　

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報

告第32号 平成28年６月17日）を当第２四半期連結会計期間より適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附

属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益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：千円)

前連結会計年度
(平成27年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,657,013 15,538,894

受取手形及び完成業務未収入金 1,398,269 312,041

未成業務支出金 4,779,130 5,497,477

その他 847,187 823,799

貸倒引当金 △24,087 △22,529

流動資産合計 15,657,514 22,149,684

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,188,267 1,170,068

土地 1,319,323 1,319,323

その他（純額） 89,353 84,718

有形固定資産合計 2,596,944 2,574,110

無形固定資産 102,659 101,791

投資その他の資産

投資有価証券 1,940,705 639,824

その他 2,173,554 1,268,045

貸倒引当金 △89,858 △100,566

投資その他の資産合計 4,024,401 1,807,303

固定資産合計 6,724,005 4,483,205

資産合計 22,381,519 26,632,890
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

業務未払金 651,136 375,078

未払法人税等 132,858 461,204

未成業務受入金 2,078,416 6,423,993

賞与引当金 363,077 365,568

受注損失引当金 41,714 45,799

損害補償損失引当金 11,800 15,400

その他 1,365,966 931,587

流動負債合計 4,644,967 8,618,632

固定負債

退職給付に係る負債 1,162,125 1,196,561

その他 139,122 145,655

固定負債合計 1,301,248 1,342,216

負債合計 5,946,215 9,960,849

純資産の部

株主資本

資本金 520,000 520,000

資本剰余金 300,120 300,120

利益剰余金 15,576,355 16,054,145

自己株式 △399,044 △399,044

株主資本合計 15,997,431 16,475,221

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 430,824 234,184

退職給付に係る調整累計額 14,208 7,365

為替換算調整勘定 △7,161 △44,731

その他の包括利益累計額合計 437,872 196,819

純資産合計 16,435,304 16,672,040

負債純資産合計 22,381,519 26,632,890

決算短信 （宝印刷）  2016年08月10日 09時25分 6ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



株式会社NJS(2325) 平成28年12月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

7

（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27年１月１日
　至 平成27年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 9,598,012 8,342,106

売上原価 6,332,344 5,438,549

売上総利益 3,265,667 2,903,556

販売費及び一般管理費 1,717,190 1,840,662

営業利益 1,548,477 1,062,894

営業外収益

受取利息 16,662 14,218

受取配当金 18,676 18,345

その他 8,531 25,688

営業外収益合計 43,869 58,252

営業外費用

為替差損 47,655 62,513

支払利息 ― 647

貸倒引当金繰入額 ― 8,891

営業外費用合計 47,655 72,051

経常利益 1,544,691 1,049,095

特別利益

投資有価証券売却益 ― 66,858

固定資産売却益 301 2,339

特別利益合計 301 69,197

特別損失

固定資産除却損 486 197

投資有価証券評価損 3,139 ―

損害補償損失引当金繰入額 11,800 13,705

関係会社整理損 ― 8,000

特別損失合計 15,425 21,902

税金等調整前四半期純利益 1,529,567 1,096,390

法人税、住民税及び事業税 566,285 446,151

法人税等調整額 △19,369 △42,005

法人税等合計 546,916 404,145

四半期純利益 982,651 692,244

非支配株主に帰属する四半期純利益 ― ―

親会社株主に帰属する四半期純利益 982,651 692,244
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益 982,651 692,244

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △48,771 △196,640

退職給付に係る調整額 △45,435 △6,843

為替換算調整勘定 563 △37,569

その他の包括利益合計 △93,642 △241,053

四半期包括利益 889,008 451,191

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 889,008 451,191

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,529,567 1,096,390

減価償却費 59,584 63,565

受取利息及び受取配当金 △35,338 △32,563

支払利息 ― 647

為替差損益（△は益） 24,966 54,723

投資有価証券評価損益（△は益） 3,139 ―

投資有価証券売却損益（△は益） ― △66,858

受取手形及び完成業務未収入金の増減額
（△は増加）

583,327 1,046,705

未成業務支出金の増減額（△は増加） △42,003 △719,662

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,865 12,855

業務未払金の増減額（△は減少） △231,693 △270,889

未成業務受入金の増減額（△は減少） 3,232,012 4,349,176

賞与引当金の増減額（△は減少） 41,709 2,491

受注損失引当金の増減額（△は減少） △60,964 4,085

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △95,249 34,436

その他 66,964 △327,104

小計 5,092,890 5,247,998

利息及び配当金の受取額 32,156 35,194

利息の支払額 ― △647

法人税等の還付額 60,534 ―

法人税等の支払額 △488,367 △144,736

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,697,212 5,137,809

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 △34,784 △65,662

有形固定資産の売却による収入 301 2,339

無形固定資産の取得による支出 △19,171 △15,952

投資有価証券の取得による支出 △300 ―

投資有価証券の売却による収入 ― 1,070,100

貸付けによる支出 ― △2,400

貸付金の回収による収入 24,234 3,215

敷金及び保証金の差入による支出 △276,968 △107,417

敷金及び保証金の回収による収入 25,480 125,122

その他 172 △467

投資活動によるキャッシュ・フロー △281,035 1,008,877

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △194,746 △213,702

その他 △127 △1,282

財務活動によるキャッシュ・フロー △194,873 △214,985

現金及び現金同等物に係る換算差額 △27,172 △49,820

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,194,131 5,881,881

現金及び現金同等物の期首残高 8,496,687 8,657,013

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,690,819 14,538,894
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（４）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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成27年１月１日 至 平成27年６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

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３国内業務 海外業務 計

売上高

外部顧客への売上高 7,485,145 2,059,730 9,544,875 53,136 9,598,012 ― 9,598,012

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,114 ― 1,114 ― 1,114 △1,114 ―

計 7,486,259 2,059,730 9,545,989 53,136 9,599,126 △1,114 9,598,012

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

1,641,044 △127,373 1,513,670 18,924 1,532,595 15,882 1,548,477

(注) １．「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、不動産賃貸事業を行っております。

２．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去等によるものであります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．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。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成28年１月１日 至 平成28年６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

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３国内業務 海外業務 計

売上高

外部顧客への売上高 6,503,721 1,783,085 8,286,807 55,299 8,342,106 ― 8,342,106

セグメント間の内部
売上高又は振替高

25,247 3,450 28,697 ― 28,697 △28,697 ―

計 6,528,969 1,786,535 8,315,505 55,299 8,370,804 △28,697 8,342,106

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

1,106,488 △69,210 1,037,277 27,300 1,064,578 △1,684 1,062,894

(注) １．「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、不動産賃貸事業を行っております。

２．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去等によるものであります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．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。
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