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1.  平成21年6月期第3四半期の業績（平成20年7月1日～平成21年3月31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3四半期 3,485 ― △1,174 ― △1,210 ― △788 ―

20年6月期第3四半期 3,336 30.6 △1,132 ― △1,146 ― △723 ―

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3四半期 △102.91 ―

20年6月期第3四半期 △94.41 ―

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3四半期 10,563 3,159 29.9 412.58
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3四半期  3,159百万円 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 10,500 0.2 250 12.4 225 8.3 80 15.0 10.45
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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  有  
（注）詳細は４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４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3四半期 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3四半期 1,385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3四半期 7,658,754株 20年6月期第3四半期 7,658,819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、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）から、「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号ただし書きにより、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しており
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、４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。 
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 当第３四半期累計期間（平成20年７月１日～平成21年３月31日）におけるわが国経済は、世界的な金融市場の混乱

を受け、急激な株価下落や円高が進むなど、景気が急速に悪化しました。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、道路特定財源問題による発注業務量の抑制や価格競争の激化など、厳しい環境が続いており

ます。 

 このような市場環境において、公共事業の質的変化に応じて技術領域を拡大させるとともに、少ない事業量でも確

実に利益を創出できる体質に転換させるため、当社は高度で付加価値の高いコンサルティングサービスを顧客に提

案・提供できる体制づくりに努めてまいりました。平成20年11月には、業務の品質審査、照査作業などを専従的に行

う品質審査室を東西の拠点である東京支社と大阪支社に新設し、より品質の確保された業務成果を顧客に提供する体

制を強化しました。また、当社の優位技術である空中電磁法を用いた地質・地盤調査における適用分野の拡大と高精

度化に向け、新たなＮＥ－ＲＥＳＯＬＶＥ空中電磁法システムを始動させました。今後、より高品質なデータを取得

できる測定技術と高精度の解析・処理技術を組み合わせることによって、ボーリングや他の既往物理探査などの特定

箇所の地盤評価方法とは全く異なる面的な地盤予測技術の確立が期待されます。さらに、平成21年３月に広島市が開

催した平和大橋歩道橋の国際デザインコンペにおいて、当社提案作品「時空の扉（ゲート）」が、 優秀案に選定さ

れるなど、当社のブランド力を高めてまいりました。 

 その結果、第３四半期会計期間における受注は好調に推移したものの、第２四半期累計期間における道路特定財源

問題による発注業務量の抑制を受け、特に国土交通省からの受注の落ち込みなどが大きく影響し、当第３四半期累計

期間受注高は77億３千３百万円に留まっております。一方、売上高は34億８千５百万円、売上総利益は８億９千４百

万円、営業損失は11億７千４百万円、経常損失は12億１千万円となり、加えて投資有価証券評価損４千８百万円を計

上した結果、四半期純損失は７億８千８百万円となりました。 

 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は営業費用の占める割合が著しく高くなる傾向にあります。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。 

  

 以下に部門別の概況を報告いたします。 

〔道路・橋梁部門〕 

 当部門は、受注高が63億８千９百万円、売上高は26億６千２百万円となりました。主たる受注業務として、群馬県

の渕名高架橋詳細設計業務、新名神高速道路の猪名川橋橋梁設計検討業務、中部横断自動車道におけるトンネル詳細

設計業務、京都第二外環状道路における道路詳細設計業務などがあげられます。 

〔広域整備・調査部門〕 

 当部門は、受注高が12億５千９百万円、売上高は４億７千７百万円となりました。主たる受注業務として、三重県

都市マスタープラン策定業務、高知県の柳の川における取水堰及び取水樋管詳細設計業務、栃木県日光地区における

砂防施設補強検討業務、徳島県における地すべり物理探査検討業務などがあげられます。 

〔施工管理部門〕 

 当部門は、受注高が８千３百万円、売上高は３億４千６百万円となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

当第３四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15億１千４百万円増加し、105億６千３

百万円となりました。主な変動は、たな卸資産の増加26億４千８百万円、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15億４千８百万円などであります。 

負債合計は、前事業年度末と比べて23億８千５百万円増加し、74億４百万円となりました。主な変動は、運転

資金の調達による短期借入金の増加17億円、未成業務受入金の増加10億１千万円、未払法人税等の減少１億５百

万円などであります。 

純資産合計は、前事業年度末と比べて８億７千万円減少し、31億５千９百万円となりました。主な変動は、剰

余金の配当４千５百万円、四半期純損失７億８千８百万円を計上したことにより利益剰余金が減少したこと、株

式の時価下落によりその他有価証券評価差額金が３千６百万円減少したことであります。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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９億４千４百万円となりま

した。営業活動による支出が投資活動ならびに財務活動による収入を上回ったため、前事業年度末より13億４千

８百万円の減少となりました。 

 当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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（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、30億２千７百万円となりました。これは主に、税引前四半期純損失12億５

千５百万円に、減価償却費９千６百万円、投資有価証券評価損４千８百万円等の非資金費用のほか、たな卸資

産の増加26億４千８百万円、仕入債務の増加８千５百万円ならびに未成業務受入金の増加10億１千万円などに

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、６千８百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入２億

円ならびに有形固定資産の売却による収入１千７百万円によるものと、ＮＥ－ＲＥＳＯＬＶＥ空中電磁法シス

テム及びコンピュータ、ソフトウェアなどの固定資産の取得による支出１億４千４百万円ならびに投資有価証

券の取得による支出１千万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）  

 財務活動の結果得られた資金は、16億１千３百万円となりました。これは主に、金融機関より運転資金の調

達として短期借入れによる収入26億円、短期借入金の返済による支出９億円ならびに配当金の支払４千５百万

円によるものであります。  

  

 当第３四半期末における業績は予定通り推移しておりますが、急激な株価下落により３月末に多額の投資有価証券

評価損を計上しました。なお、投資有価証券の減損処理につきましては、四半期洗替え法を採用しており、６月末時

点での株価を予想することは困難でありますので、現時点において平成20年８月22日に公表した業績予想の見直しは

行っておりません。 

  

 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。  

  

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、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）から、「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号ただし書きにより、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

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、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、当第３四半期累計期間の売上総利益、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。 

３．業績予想に関する定性的情報

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

（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
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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３四半期会計期間末 
(平成21年３月31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 944,690 2,492,777

受取手形 － 17,832

完成業務未収入金 330,124 356,770

たな卸資産 3,679,514 1,030,549

その他 741,744 227,377

貸倒引当金 △667 △673

流動資産合計 5,695,405 4,124,633

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 732,810 769,568

土地 3,096,844 3,106,644

その他（純額） 164,641 122,786

有形固定資産合計 3,994,296 3,998,999

無形固定資産 78,751 65,846

投資その他の資産   

投資有価証券 196,782 295,791

その他 635,631 606,798

貸倒引当金 △36,995 △42,836

投資その他の資産合計 795,418 859,754

固定資産合計 4,868,467 4,924,599

資産合計 10,563,873 9,049,232
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年３月31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 598,346 512,853

短期借入金 1,700,000 －

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 18,177 123,228

未成業務受入金 2,344,347 1,333,787

賞与引当金 112,893 －

受注損失引当金 43,300 34,900

その他 652,883 1,098,564

流動負債合計 5,623,978 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 611,741 594,029

役員退職慰労引当金 100,275 84,679

その他 35 858

固定負債合計 1,780,111 861,656

負債合計 7,404,090 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 281,512 1,115,625

自己株式 △403 △354

株主資本合計 3,198,569 4,032,731

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △38,785 △2,519

評価・換算差額等合計 △38,785 △2,519

純資産合計 3,159,783 4,030,211

負債純資産合計 10,563,873 9,049,232
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 3,485,863

売上原価 2,590,893

売上総利益 894,969

販売費及び一般管理費 2,069,787

営業損失（△） △1,174,817

営業外収益  

受取利息 474

受取配当金 743

受取事務手数料 2,578

その他 945

営業外収益合計 4,741

営業外費用  

支払利息 28,411

為替差損 9,567

その他 2,731

営業外費用合計 40,710

経常損失（△） △1,210,787

特別利益  

固定資産売却益 465

貸倒引当金戻入額 5,651

特別利益合計 6,116

特別損失  

固定資産売却損 131

固定資産除却損 1,977

投資有価証券評価損 48,559

特別損失合計 50,669

税引前四半期純損失（△） △1,255,339

法人税、住民税及び事業税 38,351

法人税等調整額 △505,530

法人税等合計 △467,179

四半期純損失（△） △788,160
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31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（△） △1,255,339

減価償却費 96,619

無形固定資産償却費 21,309

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,712

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15,596

賞与引当金の増減額（△は減少） 112,893

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,846

受注損失引当金の増減額（△は減少） 8,400

受取利息及び受取配当金 △1,218

支払利息 28,411

投資有価証券評価損益（△は益） 48,559

固定資産売却損益（△は益） △333

固定資産除却損 1,977

売上債権の増減額（△は増加） 44,478

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,648,964

仕入債務の増減額（△は減少） 85,492

未成業務受入金の増減額（△は減少） 1,010,559

その他 △476,402

小計 △2,896,094

法人税等の支払額 △131,034

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,027,128

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 △109,592

有形固定資産の売却による収入 17,701

無形固定資産の取得による支出 △35,201

投資有価証券の取得による支出 △10,400

貸付けによる支出 △453

貸付金の回収による収入 2,425

利息及び配当金の受取額 2,770

その他 807

投資活動によるキャッシュ・フロー 68,058
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（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 2,600,000

短期借入金の返済による支出 △900,000

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

自己株式の売却による収入 21

自己株式の取得による支出 △70

配当金の支払額 △45,501

利息の支払額 △27,128

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,613,290

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,307

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,348,087

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 944,690
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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、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）から、「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

ただし書きにより、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年７月１日～平成20年３月31日） 

  

 該当事項はありません。  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年６月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  3,336,247

Ⅱ 売上原価  2,531,286

売上総利益  804,961

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,937,941

営業損失（△） △1,132,980

Ⅳ 営業外収益  15,578

Ⅴ 営業外費用  29,067

経常損失（△） △1,146,470

Ⅵ 特別利益  3,728

Ⅶ 特別損失   4,423

税引前四半期純損失（△） △1,147,165

法人税、住民税及び事業税  36,002

法人税等調整額 △460,138

法人税等合計 △424,136

四半期純損失（△） △723,029

    

（２）継続企業の前提に関する注記
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