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1.  平成24年6月期第3四半期の連結業績（平成23年7月1日～平成24年3月31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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年6月期第3四半期 1,865 △5.6 △602 ― △601 ― △461 ―

23年6月期第3四半期 1,975 △1.8 △512 ― △510 ― △349 ―

（注）包括利益 24年6月期第3四半期 △463百万円 （―％） 23年6月期第3四半期 △344百万円 （―％）

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

24年6月期第3四半期 △108.89 ―

23年6月期第3四半期 △82.43 ―

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

24年6月期第3四半期 5,954 2,550 42.8 601.44
23年6月期 4,163 3,048 73.0 717.07

（参考） 自己資本   24年6月期第3四半期  2,550百万円 23年6月期  3,040百万円

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  
 

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

23年6月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
24年6月期 ― 0.00 ―

24年6月期（予想） 8.00 8.00

3.  平成24年6月期の連結業績予想（平成23年7月1日～平成24年6月30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 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 5,700 4.4 200 14.1 200 12.2 80 50.4 18.86



(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います。  

※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およひ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および業績予想のご利用にあたっての注意事項については、添付資
料2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年6月期3Q 4,259,200 株 23年6月期 4,259,200 株

② 期末自己株式数 24年6月期3Q 18,445 株 23年6月期 18,445 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期3Q 4,240,755 株 23年6月期3Q 4,241,132 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経済は、震災の復旧・復興需要による下支えが顕在化する

とともに、米景気の復調による輸出好転などを背景に回復基調となりましたが、欧州諸国の債務問題や原

油高騰への懸念など、依然として不透明な状況で推移しました。 

当社グループの属する建設コンサルタント業界においては、復旧・復興関連業務の発注が本格化しつつ

あるものの、全般的に公共事業の縮減傾向は継続しており、厳しい受注競争は常態化しています。 

このような状況の中で、当社グループは技術競争力の強化を基本施策として、点検から診断・対策まで

ワンストップでソリューションを提案するバリューチェーン型の組織・事業展開によって、技術並びにマ

ーケット開拓を進め、受注の拡大と品質の確保を最重要課題として業績の向上に努めています。また、東

日本大震災の復旧・復興についても、全社的なバックアップ体制のもと東北事業部（仙台）を中心に積極

的に事業支援に取り組んでいます。 

なお、当社グループは、官公庁の会計年度末に完了・納入する業務が大半を占める関係上、売上高は第

4 四半期に集中します。そのため、例年第 3 四半期までは経常損失、第 4 四半期で経常利益となることが

常態となっています。 

以上の結果、当第 3四半期連結累計期間の受注高は 61 億 8百万円（前年同期比 2.2％増）と前期越えを

達成しましたが、売上高は納期の関係から 18 億 65 百万円（同 5.6％減）となりました。この売上高の減

にともない、損益面では経常損失 6億 1 百万円（前年同期は 5億 10 百万円の損失）、四半期純損失 4億 61

百万円（前年同期は 3億 49 百万円の損失）となりました。 

 

（２）連結財務状態に関する定性的情報 

（財政状態の分析） 

（資 産） 

総資産は前連結会計年度末に比べて17億91百万円増加し、59億 54百万円となりました。主な要因は、

未成業務支出金の増加 15 億 42 百万円、繰延税金資産の増加 1億 70 百万円です。 

（負 債） 

負債は前連結会計年度末に比べて 22 億 89 百万円増加し、34 億 4 百万円となりました。主な要因は、

短期借入金の増加 18 億 55 百万円、未成業務受入金の増加 4億 2百万円です。 

（純資産） 

純資産は前連結会計年度末に比べて 4億 98 百万円減少し、25 億 50 百万円となりました。主な要因は、

利益剰余金の減少 4億 95 百万円です。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成 24 年 6 月期の通期業績予想については、平成 23 年 8 月 10 日に「平成 23 年 6 月期 決算短信」で

公表しました業績予想に変更ありません。 
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２．サマリー情報（その他）に関する情報 

（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）当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）会計処理の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 
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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23年6月30日) 

当第3四半期連結会計期間 
(平成24年3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 613,895 710,057

受取手形・完成工事未収入金 657,066 723,480

未成業務支出金 381,846 1,924,797

その他 53,609 226,336

貸倒引当金 △4,516 △4,421

流動資産合計 1,701,901 3,580,250

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 629,823 615,997

土地 1,059,728 1,059,728

その他（純額） 143,020 134,299

有形固定資産合計 1,832,572 1,810,024

無形固定資産   

のれん 142,141 128,529

その他 37,354 35,966

無形固定資産合計 179,496 164,495

投資その他の資産   

その他 455,368 406,010

貸倒引当金 △5,800 △5,800

投資その他の資産合計 449,568 400,210

固定資産合計 2,461,638 2,374,731

資産合計 4,163,539 5,954,982

負債の部   

流動負債   

業務未払金 141,210 293,886

短期借入金 180,000 2,035,000

未払法人税等 110,598 16,705

未成業務受入金 116,490 519,306

賞与引当金 － 161,468

受注損失引当金 17,300 32,540

その他 394,016 179,113

流動負債合計 959,616 3,238,020

固定負債   

退職給付引当金 64,957 67,292

役員退職慰労引当金 66,282 77,936

その他 24,034 21,168

固定負債合計 155,274 166,397

負債合計 1,114,890 3,404,417
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年6月30日) 

当第3四半期連結会計期間 
(平成24年3月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 589,125 589,125

資本剰余金 543,708 543,708

利益剰余金 1,926,579 1,430,864

自己株式 △5,667 △5,667

株主資本合計 3,053,745 2,558,031

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △12,848 △7,466

その他の包括利益累計額合計 △12,848 △7,466

少数株主持分 7,751 －

純資産合計 3,048,648 2,550,564

負債純資産合計 4,163,539 5,954,982
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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 平成22年7月１日 
 至 平成23年3月31日) 

当第3四半期連結累計期間 
(自 平成23年7月１日 
 至 平成24年3月31日) 

売上高 1,975,902 1,865,881

売上原価 1,682,148 1,608,240

売上総利益 293,753 257,640

販売費及び一般管理費 805,899 859,802

営業損失（△） △512,145 △602,161

営業外収益   

受取利息 1,527 1,339

その他 7,775 7,571

営業外収益合計 9,302 8,910

営業外費用   

支払利息 8,058 8,607

その他 2 30

営業外費用合計 8,061 8,638

経常損失（△） △510,904 △601,889

特別利益   

貸倒引当金戻入額 218 －

その他 218 77

特別利益合計 436 77

特別損失   

固定資産除売却損 836 3,185

投資有価証券売却損 － 111

投資有価証券評価損 1,441 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 11,698 －

特別損失合計 13,976 3,297

税金等調整前四半期純損失（△） △524,444 △605,109

法人税、住民税及び事業税 29,702 29,991

法人税等調整額 △212,293 △166,051

法人税等合計 △182,591 △136,059

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △341,852 △469,049

少数株主利益又は少数株主損失（△） 7,752 △7,261

四半期純損失（△） △349,605 △461,788
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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 平成22年7月１日 
 至 平成23年3月31日) 

当第3四半期連結累計期間 
(自 平成23年7月１日 
 至 平成24年3月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △341,852 △469,049

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,207 5,381

その他の包括利益合計 △2,207 5,381

四半期包括利益 △344,060 △463,668

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △351,812 △456,406

少数株主に係る四半期包括利益 7,752 △7,261
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（５）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。 

 

（６）重要な後発事象 

該当事項はありません。 
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４．補足情報 

 生産、受注および販売の状況 

  当社グループは、建設コンサルタント事業を営む単一事業の企業集団であることから、セグメント情報

は記載していません。 

   なお、建設コンサルタント事業における事業分野ごとの販売・受注実績は以下のとおりです。 

 

① 販 売 実 績                                          （単位：千円、単位未満切捨て） 

前第3四半期連結累計期間 

(
自 平成22年 7月 1日
至 平成23年 3月31日

) 

当第3四半期連結累計期間 

(
自 平成23年 7月 1日
至 平成24年 3月31日

) 

                    期  別

 

事業分野 
金   額 金 額 

交通系 828,262  733,095  

地域系 61,663  33,562  

環境マネジメント系 90,979  162,287  

ストックマネジメント系 358,427  381,756  

リスクマネジメント系 453,445  430,948  

建設コンサ

ルタント 
 

コンストラクション 
マネジメント系 

183,123  124,230
 

合   計 1,975,902 1,865,881

   

② 受 注 実 績                                            （単位：千円、単位未満切捨て） 

前第3四半期連結累計期間 

(
自 平成22年 7月 1日
至 平成23年 3月31日

) 

当第3四半期連結累計期間 

(
自 平成23年 7月 1日
至 平成24年 3月31日

) 

受注高 繰越残高 受注高 繰越残高 

                     期  別

 

 

事業分野 金 額 金 額 金 額 金 額 

交通系 2,729,262 1,901,000 2,502,433 1,769,337

地域系 202,176 140,512 169,915 136,353

環境マネジメント系 623,342 532,363 541,948 379,661

ストックマネジメント系 1,125,545 767,118 1,578,260 1,196,503

リスクマネジメント系 979,423 525,978 1,022,948 591,999

 
建設コンサ

ルタント 
 

コンストラクション 
マネジメント系 

314,678 131,555 292,654 168,423

合   計 5,974,430 3,998,528 6,108,161 4,242,280

      （注）上記の金額には、前期からの繰越業務を含んでいます。 
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