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(百万円未満切捨て)

１．2020年11月期第３四半期の連結業績（2019年12月１日～2020年８月31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
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 ％

2020年11月期第３四半期 5,114 4.6 425 49.2 417 57.8 239 83.1

2019年11月期第３四半期 4,888 17.7 285 206.1 264 225.7 130 688.9
(注) 包括利益 2020年11月期第３四半期 251百万円( 57.9％) 2019年11月期第３四半期 159百万円( 722.9％)
　

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

2020年11月期第３四半期 408.87 ―
2019年11月期第３四半期 223.29 ―

　

　

（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 ％

2020年11月期第３四半期 6,538 2,380 34.0

2019年11月期 6,561 2,152 30.6
(参考) 自己資本 2020年11月期第３四半期 2,224百万円 2019年11月期 2,009百万円
　　

　

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

2019年11月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
2020年11月期 ― 0.00 ―

2020年11月期(予想) 30.00 30.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2020年11月期の連結業績予想（2019年12月１日～2020年11月30日）

(％表示は、対前期増減率)

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 6,500 0.7 260 △4.2 230 △6.4 100 △15.7 170.96
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　



※ 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（社名） 、除外 ―社（社名）
　

期中における重要な子会社の異動に関する注記
　

（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
　

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記
　

（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 ： 無

② ①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
　

会計方針の変更に関する注記
　

（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) 2020年11月期３Ｑ 586,100株 2019年11月期 586,100株

② 期末自己株式数 2020年11月期３Ｑ 1,210株 2019年11月期 1,184株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年11月期３Ｑ 584,906株 2019年11月期３Ｑ 584,916株

　
発行済株式数に関する注記

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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３ページ「１．当四半期決算
に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウィルス感染症により悪化した世界経済に回復の

動きが見られるものの、インバウンド需要の消失が継続し、特別定額給付金を始めとする政府による経済支援策が

下支えした個人消費も雇用不安や賃金減少の影響を受けて低迷するなど、景気は不透明な状況で推移いたしまし

た。

一方、建設コンサルタント業界は、国内においては、防災・減災、国土強靭化関連の需要が引き続き高水準で維

持されましたが、海外については、新型コロナウィルス感染症の影響により海外への移動が制限される中での対応

を余儀なくされ、業務工程を大幅に見直す状況が続いております。

このような状況下、当社グループは、前四半期同様に受注量の確保を最優先とする営業活動を展開し、連結受注

高で前年同期を上回る成果を上げることができました。また、国内業務の生産活動は、打合せ等の一部を除いて通

常の状態に戻りつつあることから、感染リスクの低減と生産性維持を両立する取り組みを行い、海外業務の生産活

動は、ITを活用した業務の遠隔実施により、プロジェクトを中断しない取り組みを行いました。このほか、再生可

能エネルギー関連の取り組みにつきましては、提案営業活動済みの顧客に対するフォローアップ営業と、当社の小

水力発電機専用の蓄電池の試作に取り組みました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、受注高6,266百万円（前年同期比3.1％増）、売上高5,114百万円

（前年同期比4.6％増）、営業利益425百万円（前年同期比49.2％増）、経常利益417百万円（前年同期比57.8％

増）、親会社株主に帰属する四半期純利益239百万円（前年同期比83.1％増）となり、現段階において１月に開示し

た通期業績予想に対する進捗は順調に推移しております。

セグメントごとの業績は、次のとおりであります。

（建設コンサルタント事業）

主力事業であります建設コンサルタント事業は、受注高5,049百万円（前年同期比5.9％増）、売上高4,005百万円

（前年同期比7.8％増）、営業利益463百万円（前年同期比62.7％増）となりました。

（情報処理事業）

情報処理事業は、受注高1,214百万円（前年同期比7.1％減）、売上高1,106百万円（前年同期比5.4％減）、営業利

益60百万円（前年同期比31.3％減）となりました。

（不動産賃貸・管理事業）

不動産賃貸・管理事業は、当社子会社が主に連結グループ内企業に対してサービスを提供している事業で、受注高

2百万円（前年同期比6.5％減）、売上高2百万円（前年同期比6.5％減）、営業利益27百万円（前年同期比2.8％増）

となりました。

（注）上記セグメント別の売上高は、外部顧客に対する売上高のみを表示しております。セグメント別の営業利益

は、外部顧客に対する額に加え、セグメント間の額を含めて表示しております。内部売上高を含む詳細につきまして

は、[セグメント情報]をご参照下さい。
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（２）財政状態に関する説明

（総資産）

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ23百万円減少し6,538百万円となりま

した。これは主として受取手形・完成業務未収入金等が減少した一方で現金及び預金が増加したことによるもの

であります。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ251百万円減少し4,158百万円となりま

した。前連結会計年度末に比べ未成業務受入金が増加した一方、業務未払金及び短期借入金が減少いたしまし

た。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ227百万円増加し2,380百万円となり

ました。これは主として利益剰余金の増加によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

現時点において、2020年１月17日に公表しました業績予想に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,558,194 2,799,740

受取手形・完成業務未収入金等 1,177,280 799,460

未成業務支出金 1,244,533 1,345,039

その他 62,769 63,763

流動資産合計 5,042,777 5,008,004

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 150,540 147,865

土地 526,435 526,435

その他（純額） 71,354 75,685

有形固定資産合計 748,330 749,986

無形固定資産 173,249 181,115

投資その他の資産

退職給付に係る資産 27,559 27,465

その他 608,030 609,760

貸倒引当金 △38,040 △38,040

投資その他の資産合計 597,549 599,185

固定資産合計 1,519,128 1,530,286

資産合計 6,561,906 6,538,290

負債の部

流動負債

業務未払金 380,858 242,703

短期借入金 2,100,000 1,300,000

1年内返済予定の長期借入金 20,000 20,000

未成業務受入金 773,420 1,150,432

未払法人税等 77,791 105,497

受注損失引当金 2,231 1,368

その他 544,419 423,614

流動負債合計 3,898,720 3,243,616

固定負債

長期借入金 25,000 410,000

役員退職慰労引当金 155,719 158,461

退職給付に係る負債 279,916 299,364

その他 50,274 46,647

固定負債合計 510,911 914,473

負債合計 4,409,631 4,158,089
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年８月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 250,000 250,000

利益剰余金 753,587 975,193

自己株式 △2,005 △2,068

株主資本合計 2,001,582 2,223,124

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 6,567 870

退職給付に係る調整累計額 900 225

その他の包括利益累計額合計 7,468 1,095

非支配株主持分 143,224 155,981

純資産合計 2,152,274 2,380,201

負債純資産合計 6,561,906 6,538,290
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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 2018年12月１日
　至 2019年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年12月１日
　至 2020年８月31日)

売上高 4,888,108 5,114,011

売上原価 3,651,745 3,742,619

売上総利益 1,236,362 1,371,392

販売費及び一般管理費 951,166 945,924

営業利益 285,196 425,467

営業外収益

受取利息及び配当金 1,090 1,193

受取家賃 5,600 6,692

雇用調整助成金 - 5,947

その他 3,406 2,907

営業外収益合計 10,097 16,742

営業外費用

支払利息 24,774 22,203

その他 5,582 2,048

営業外費用合計 30,357 24,252

経常利益 264,936 417,956

税金等調整前四半期純利益 264,936 417,956

法人税、住民税及び事業税 89,244 153,906

法人税等調整額 12,269 5,855

法人税等合計 101,514 159,762

四半期純利益 163,422 258,194

非支配株主に帰属する四半期純利益 32,817 19,041

親会社株主に帰属する四半期純利益 130,604 239,153
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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 2018年12月１日
　至 2019年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年12月１日
　至 2020年８月31日)

四半期純利益 163,422 258,194

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5,483 △5,697

退職給付に係る調整額 1,556 △675

その他の包括利益合計 △3,927 △6,372

四半期包括利益 159,495 251,821

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 126,677 232,780

非支配株主に係る四半期包括利益 32,817 19,041
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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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 2018年12月１日 至 2019年８月31日)

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
調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

建設コンサル
タント事業 情報処理事業

不動産賃貸・
管理事業

計

売上高

(1) 外部顧客へ
の売上高

3,716,263 1,168,902 2,942 4,888,108 ― 4,888,108

(2) セグメント
間の内部売上高

― 43,966 43,861 87,828 △87,828 ―

計 3,716,263 1,212,868 46,804 4,975,936 △87,828 4,888,108

セグメント利益 284,998 88,420 26,741 400,160 △114,964 285,196

(注) １ セグメント利益の調整額△114,964千円には、セグメント間取引消去△420千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△114,544千円が含まれております。全社費用の主なものはグループの管理部門に係る費

用であります。

２ セグメント利益は、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。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 2019年12月１日 至 2020年８月31日)

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
調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

建設コンサル
タント事業 情報処理事業

不動産賃貸・
管理事業

計

売上高

(1) 外部顧客へ
の売上高

4,005,126 1,106,134 2,750 5,114,011 ― 5,114,011

(2) セグメント
間の内部売上高

― 41,116 43,861 84,977 △84,977 ―

計 4,005,126 1,147,250 46,612 5,198,989 △84,977 5,114,011

セグメント利益 463,720 60,784 27,497 552,001 △126,534 425,467

(注) １ セグメント利益の調整額△126,534千円には、セグメント間取引消去△104千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△126,429千円が含まれております。全社費用の主なものはグループの管理部門に係る費

用であります。

２ セグメント利益は、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。


