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1.  平成21年6月期第1四半期の業績（平成20年7月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年6月期第1四半期 478 13.2 △677 ― △688 ― △421 ―

20年6月期第1四半期 422 45.9 △613 ― △610 ― △377 ―

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

21年6月期第1四半期 △55.04 ―

20年6月期第1四半期 △49.30 ―

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

21年6月期第1四半期 8,137 3,529 43.4 460.84
20年6月期 9,049 4,030 44.5 526.22

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  3,529百万円 20年6月期  4,030百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年6月期 ― ― ― 6.00 6.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ― ― 6.00 6.00

3.  平成21年6月期の業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期累計期間 2,200 3.4 △780 ― △790 ― △500 ― △65.28

通期 10,500 0.2 250 12.4 225 8.3 80 15.0 10.45

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第1四半期  7,660,000株 20年6月期  7,660,000株

② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  1,287株 20年6月期  1,207株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年6月期第1四半期  7,658,792株 20年6月期第1四半期  7,658,871株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・ 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）
を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
 なお、当第１四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する
内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第６条第１項第５号の但し書きにより、改正後の四半期財務諸表等規則を早期に適用しております。 
・本資料に記載されている業績予想数値につきましては発表日現在のデータに基づき作成したものであり、予想につきましては様々な不確定要素が内在しておりますの
で、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．業績予想に関する定性的情報を
ご参照ください。  

1



定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、原材料価格の高騰やサブプライムローンに端を発した世界的な

金融不安など先行き不透明感を強めつつ推移いたしました。 

 建設コンサルタント業界においても、建設投資の縮減傾向に加えて、道路特定財源問題による影響と価格競争

の激化など、非常に厳しい状況で推移しております。このような市場環境において、当社はより高度で付加価値

の高い技術を顧客に提案・提供できる体制の構築に取り組んでまいりました。 

 しかしながら、当第１四半期会計期間は発注業務量の抑制などもあって、受注高は24億７千９百万円に留まり

ました。一方、売上高は４億７千８百万円、売上総利益は５千９百万円、営業損失は６億７千７百万円、経常損

失は６億８千８百万円、四半期純損失は４億２千１百万円となりました。 

 なお、当社は官公庁取引が大半を占める事業の性質上、売上高が第４四半期会計期間に集中する傾向にあり、

第３四半期会計期間まで営業費用の占める割合が著しく高くなる傾向があります。そのため、営業利益、経常利

益、四半期純利益ともに損失計上となっております。 

  

  

２．財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末と比べて９億１千２百万円減少し、81億３千７百

万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加９億６千２百万円、運転資金ならびに法人税等の支払により

現金及び預金の減少19億３千９百万円などによるものであります。 

負債合計は、前事業年度末と比べて４億１千１百万円減少し、46億７百万円となりました。これは主に、業務

未払金の減少２億９千３百万円、未払法人税等の減少１億６百万円などによるものであります。 

純資産合計は、前事業年度末と比べて５億円減少し、35億２千９百万円となりました。これは主に、剰余金の

配当４千５百万円、四半期純損失４億２千１百万円を計上したことにより利益剰余金が減少したことによるもの

であります。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は５億５千３百万円（前事業

年度末22億９千２百万円）となりました。営業活動による収入が支出を下回ったため、前事業年度末に比べ17億

３千９百万円の減少となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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） 

営業活動の結果使用した資金は、18億４千３百万円となりました。これは主に、税引前四半期純損失６億８

千５百万円に、減価償却費２千９百万円等の非資金費用のほか、たな卸資産の増加９億６千２百万円、売上債

権の減少２億１千４百万円ならびに未成業務受入金の増加３億３千万円などによるものであります。  

（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、１億６千６百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入

２億円ならびに固定資産の売却による収入１千７百万円によるものと、コンピュータ、ソフトウェアなどの固

定資産の取得による支出５千６百万円によるものであります。  

（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、５千９百万円となりました。これは主に、金融機関より有利子負債の返済

資金として長期借入れによる９億円の資金調達を実行したことによるものと、社債の償還による支出４億５千

万円及び長期借入金の返済による支出４億６千４百万円ならびに配当金の支払４千万円によるものでありま

す。 

  

３．業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間においては、建設投資の抑制や価格競争の激化などにより、受注高は前第１四半期会計

期間の実績を下回っております。現時点において、平成20年８月22日に公表しました業績予想は中間期、通期と

も変更はありませんが、今後の市場環境の変化を注意深く見極めていく必要があるものと認識しております。 
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４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じておら

ず、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来

の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

  

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 

 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

 なお、当第１四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）については、「財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50

号）附則第６条第１項第５号の但し書きにより、改正後の四半期財務諸表等規則を早期に適用しておりま

す。 

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりま

したが、当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18

年７月５日）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

これにより、売上総利益、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失に与える影響は軽微でありま

す。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 553,772 2,492,777

受取手形 － 17,832

完成業務未収入金 160,324 356,770

たな卸資産 1,992,764 1,030,549

その他 526,090 227,377

貸倒引当金 △327 △673

流動資産合計 3,232,624 4,124,633

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 754,840 769,568

土地 3,096,844 3,106,644

その他（純額） 139,683 122,786

有形固定資産合計 3,991,368 3,998,999

無形固定資産 86,187 65,846

投資その他の資産   

投資有価証券 240,249 295,791

その他 626,662 606,798

貸倒引当金 △40,016 △42,836

投資その他の資産合計 826,895 859,754

固定資産合計 4,904,451 4,924,599

資産合計 8,137,076 9,049,232
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

業務未払金 218,903 512,853

1年内返済予定の長期借入金 134,030 584,030

1年内償還予定の社債 20,000 470,000

未払法人税等 16,365 123,228

未成業務受入金 1,663,887 1,333,787

賞与引当金 116,487 －

受注損失引当金 39,100 34,900

その他 642,873 1,098,564

流動負債合計 2,851,646 4,157,364

固定負債   

社債 20,000 20,000

長期借入金 1,048,060 162,090

退職給付引当金 599,448 594,029

役員退職慰労引当金 88,025 84,679

その他 449 858

固定負債合計 1,755,982 861,656

負債合計 4,607,628 5,019,021

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,399,000 1,399,000

資本剰余金 1,518,460 1,518,460

利益剰余金 648,165 1,115,625

自己株式 △376 △354

株主資本合計 3,565,249 4,032,731

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △35,802 △2,519

評価・換算差額等合計 △35,802 △2,519

純資産合計 3,529,447 4,030,211

負債純資産合計 8,137,076 9,049,232
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 478,144

売上原価 419,005

売上総利益 59,138

販売費及び一般管理費 737,130

営業損失（△） △677,992

営業外収益  

受取利息 245

受取事務手数料 869

その他 194

営業外収益合計 1,309

営業外費用  

支払利息 5,436

為替差損 4,020

その他 2,274

営業外費用合計 11,731

経常損失（△） △688,413

特別利益  

固定資産売却益 465

貸倒引当金戻入額 3,166

特別利益合計 3,632

特別損失  

固定資産除却損 813

特別損失合計 813

税引前四半期純損失（△） △685,594

法人税、住民税及び事業税 12,783

法人税等調整額 △276,870

法人税等合計 △264,087

四半期純損失（△） △421,507
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △685,594

減価償却費 29,580

無形固定資産償却費 8,869

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,418

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,346

賞与引当金の増減額（△は減少） 116,487

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,166

受注損失引当金の増減額（△は減少） 4,200

受取利息及び受取配当金 △245

支払利息 5,436

有形固定資産売却損益（△は益） △465

固定資産除却損 813

売上債権の増減額（△は増加） 214,278

たな卸資産の増減額（△は増加） △962,215

仕入債務の増減額（△は減少） △293,950

未成業務受入金の増減額（△は減少） 330,100

その他 △511,328

小計 △1,738,436

法人税等の支払額 △105,411

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,843,848

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 200,000

有形固定資産の取得による支出 △30,552

有形固定資産の売却による収入 17,654

無形固定資産の取得による支出 △25,543

投資有価証券の取得による支出 △300

貸付けによる支出 △229

貸付金の回収による収入 1,001

利息及び配当金の受取額 1,798

その他 2,298

投資活動によるキャッシュ・フロー 166,125

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 900,000

長期借入金の返済による支出 △464,030

社債の償還による支出 △450,000

自己株式の取得による支出 △22

配当金の支払額 △40,794

利息の支払額 △4,978

財務活動によるキャッシュ・フロー △59,825

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,456

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,739,004

現金及び現金同等物の期首残高 2,292,777

現金及び現金同等物の四半期末残高 553,772
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 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

 なお、当第１四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第６条第１

項第５号の但し書きにより、改正後の四半期財務諸表等規則を早期に適用しております。 

  

（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。 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

  

  

科目 

前第１四半期累計期間
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  422,486

Ⅱ 売上原価  352,950

売上総利益  69,535

Ⅲ 販売費及び一般管理費  682,802

営業損失（△） △613,266

Ⅳ 営業外収益  11,777

Ⅴ 営業外費用  8,517

経常損失（△） △610,006

Ⅵ 特別利益  1,638

Ⅶ 特別損失   2,514

税引前四半期純損失（△） △610,883

法人税、住民税及び事業税  12,636

法人税等調整額 △245,920

法人税等合計 △233,283

四半期純損失（△） △377,599

    

 （２）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。  
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