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1.  平成24年9月期第1四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成23年12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9月期第1四半期 4,524 20.6 △987 ― △993 ― △567 ―
23年9月期第1四半期 3,750 2.8 △1,306 ― △1,327 ― △839 ―

（注）包括利益 24年9月期第1四半期 △595百万円 （―％） 23年9月期第1四半期 △853百万円 （―％）

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9月期第1四半期 △111.98 ―
23年9月期第1四半期 △152.76 ―

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9月期第1四半期 20,833 4,683 20.9 860.16
23年9月期 17,838 5,321 27.9 981.96
（参考） 自己資本   24年9月期第1四半期  4,362百万円 23年9月期  4,980百万円

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9月期 ― 0.00 ― 7.50 7.50
24年9月期 ―
24年9月期（予想） 0.00 ― 7.50 7.50

3.  平成24年9月期の連結業績予想（平成23年10月1日～平成24年9月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

（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

第2四半期(累計) 11,000 △4.9 △900 ― △950 ― △650 ― △128.17
通期 30,800 6.9 330 87.4 280 172.7 100 ― 19.72



(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の対象外であります。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 
 本資料に掲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、四半期
決算短信【添付資料】Ｐ．３「(３)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9月期1Q 5,840,420 株 23年9月期 5,840,420 株
② 期末自己株式数 24年9月期1Q 768,881 株 23年9月期 768,881 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期1Q 5,071,539 株 23年9月期1Q 5,494,535 株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

２．サマリー情報（その他）に関する事項 ………………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  3

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

（４）追加情報 ……………………………………………………………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書  

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書  

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（４）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  8

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  9



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響による停滞から一部回復の兆しが見られ

るものの、円高の定着や欧州の財政危機による金融不安等により、先行きについては不透明な状況にあります。  

  当社グループにおいて、海外分野は事業譲受から４年目に入り、安定した受注活動と着実な受注獲得により、当第

１四半期連結累計期間における海外分野の受注高は20億83百万円（前年同四半期比19.3％増）と前年同四半期を上回

る成果となっております。  

  さらに、パシフィックコンサルタンツグループ㈱と国内外の民間事業、主として海外の民間事業を協力して遂行す

ることを目的として平成23年10月１日付で業務提携契約を、平成23年12月22日付で合弁会社設立に向けた合弁契約を

締結しております。 

国内公共分野において、震災復興関連では復興計画に先行する測量調査業務で受注が増加いたしましたが、第３次

補正予算成立の遅れにより当第１四半期連結累計期間の受注高は前年同期並みに留まりました。今後においては、大

規模な第３次補正予算が平成23年11月に成立し、第２四半期連結会計期間以降本格的な執行が見込まれることから、

積極的に受注活動に取り組み、復興事業に貢献してまいります。  

国内民間分野では、震災関連として、放射線量測定器の販売、各種ビル施設の耐震診断調査業務や液状化調査業務

を受注し、震災関連以外でも土壌汚染調査・浄化工事、解体工事の受注が好調であり、受注高は大幅に増加させてお

ります。 

売上高は、当社グループの売上高の割合が３月以降に偏る季節変動特性を有しているため、例年第１四半期連結累

計期間は少なくなります。一方で、販売費及び一般管理費は年間を通じて平均的に発生するため、第３四半期連結累

計期間までは営業損失を計上する傾向にあります。  

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高は67億98百万円(前年同四半期比5.3％

増)、売上高は前期からの繰越受注残高の増加が寄与し、45億24百万円(同20.6％増)、営業損失９億87百万円(前年同

四半期は13億６百万円)、経常損失は９億93百万円(同13億27百万円)、四半期純損失は５億67百万円(同８億39百万

円)となりました。 

  

セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

（インフラ・マネジメントサービス事業） 

インフラ・マネジメントサービス事業は、前期からの繰越受注残高の増加が寄与し、売上高は33億14百万円（前

年同四半期比14.0％増）となりました。営業損失は、季節変動特性の要因により８億92百万円（前年同四半期は10

億11百万円）となっております。  

（環境マネジメント事業） 

環境マネジメント事業は、土壌汚染調査・浄化工事の売上高が大きく、売上高は10億70百万円（前年同四半期比

53.0％増）と増加し、営業損失も38百万円（前年同四半期は２億24百万円）と大幅に改善しております。 

（その他事業） 

その他事業は、前期にあった大口販売の反動により、売上高は３億９百万円（前年同四半期比6.1％減）となり

ました。利益面においては、売上が第２、第３四半期連結会計期間に集中する季節変動特性を有しているため、営

業損失59百万円（前年同四半期は57百万円）となっております。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資金調達の状況） 

当社グループの業務の工期は３月に集中しており、例年納品後の４月、５月に売上代金の回収が集中するため、３

月まで運転資金の需要が大きく、借入残高も３月まで段階的に増加する傾向にあります。この資金需要に備えるため

コミットメント・ライン契約のほか当座借越契約、私募債の発行並びに長期借入契約を締結することにより借入枠を

確保しております。 

（資産の部） 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は208億33百万円と、前連結会計年度末に比べ29億95百万円増加いたしまし

た。これは主に、未成業務支出金の増加17億10百万円によるものであります。なお、未成業務支出金については、当

社グループにおける業務の売上時期が３月以降に集中することから、３月に向けて段階的に増加いたします。 

（負債の部） 

前連結会計年度末に比べ36億33百万円増加し、161億50百万円となりました。これは主に、３月に向けて段階的に

増加していく運転資金を賄う短期借入金の増加33億10百万円、未成業務受入金の増加４億38百万円によるものであり

ます。 

（純資産の部） 

前連結会計年度末に比べ６億37百万円減少し、46億83百万円となりました。これは、季節変動特性により第１四半

期連結累計期間において四半期純損失を計上し、利益剰余金が減少しているためであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間の受注及び生産状況は概ね計画通りに推移しており、現時点において業績の見通しに重

大な影響を与える要因が想定されておらず、平成23年11月14日に発表いたしました連結業績予想に変更はありませ

ん。  

  

（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 

 該当事項はありません。 

  

（４）追加情報  

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,267,167 2,249,762 

受取手形及び売掛金 5,182,188 4,719,669 

商品 9,258 9,403 

未成業務支出金 5,532,595 7,243,383 

繰延税金資産 459,947 862,849 

その他 691,492 852,836 

貸倒引当金 △7,510 △7,322 

流動資産合計 13,135,138 15,930,582 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 820,500 858,712 

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 221,092 349,559 

土地 976,522 976,522 

その他（純額） 38,967 45,513 

有形固定資産合計 2,057,083 2,230,307 

無形固定資産   

ソフトウエア 196,918 209,653 

のれん 798,828 765,361 

その他 166,400 136,838 

無形固定資産合計 1,162,147 1,111,853 

投資その他の資産   

投資有価証券 149,049 137,458 

長期貸付金 20,996 19,803 

差入保証金 913,334 1,019,853 

繰延税金資産 333,060 314,146 

破産更生債権等 26,343 24,751 

その他 38,934 44,955 

貸倒引当金 △23,103 △22,907 

投資その他の資産合計 1,458,616 1,538,061 

固定資産合計 4,677,847 4,880,223 

繰延資産   

社債発行費 25,496 22,920 

繰延資産合計 25,496 22,920 

資産合計 17,838,483 20,833,726 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,475,355 1,481,528 

未成業務受入金 3,834,775 4,273,364 

短期借入金 1,670,000 4,980,000 

1年内償還予定の社債 340,000 340,000 

未払法人税等 60,874 12,566 

賞与引当金 326,601 388,607 

受注損失引当金 287,258 333,927 

その他 1,375,900 1,362,150 

流動負債合計 9,370,766 13,172,145 

固定負債   

社債 1,190,000 1,190,000 

長期借入金 550,000 500,000 

退職給付引当金 560,695 517,681 

役員退職慰労引当金 220,707 185,790 

負ののれん 258,721 240,241 

繰延税金負債 303,996 274,628 

その他 62,155 69,586 

固定負債合計 3,146,275 2,977,927 

負債合計 12,517,041 16,150,072 

純資産の部   

株主資本   

資本金 503,062 503,062 

資本剰余金 748,244 748,244 

利益剰余金 4,019,895 3,411,761 

自己株式 △292,383 △292,383 

株主資本合計 4,978,818 4,370,684 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,214 △8,349 

その他の包括利益累計額合計 1,214 △8,349 

少数株主持分 341,409 321,318 

純資産合計 5,321,441 4,683,653 

負債純資産合計 17,838,483 20,833,726 



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 3,750,499 4,524,231 

売上原価 3,229,883 3,748,740 

売上総利益 520,616 775,491 

販売費及び一般管理費 1,827,499 1,762,879 

営業損失（△） △1,306,882 △987,387 

営業外収益   

受取利息 1,340 840 

受取配当金 2,787 942 

保険配当金 25,509 12,961 

負ののれん償却額 18,480 18,480 

その他 4,137 10,984 

営業外収益合計 52,255 44,208 

営業外費用   

支払利息 12,442 13,381 

為替差損 55,205 3,193 

支払手数料 2,921 25,403 

その他 1,967 8,271 

営業外費用合計 72,537 50,248 

経常損失（△） △1,327,164 △993,427 

特別利益   

固定資産売却益 2 － 

貸倒引当金戻入額 1,238 － 

特別利益合計 1,240 － 

特別損失   

固定資産除却損 14,185 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 26,692 － 

特別損失合計 40,877 － 

税金等調整前四半期純損失（△） △1,366,801 △993,427 

法人税、住民税及び事業税 31,849 3,787 

法人税等調整額 △540,902 △410,950 

法人税等合計 △509,053 △407,163 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △857,748 △586,264 

少数株主損失（△） △18,405 △18,347 

四半期純損失（△） △839,343 △567,917 



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 

 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △857,748 △586,264 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3,945 △9,620 

その他の包括利益合計 3,945 △9,620 

四半期包括利益 △853,802 △595,885 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △835,282 △577,481 

少数株主に係る四半期包括利益 △18,520 △18,403 



 該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31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） 

（注）セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）  

                            （単位：千円）  

（注）全社費用は報告セグメントに帰属しない費用であり、内部利益控除後の当社の一般管理費であります。  

  

３．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。  

  

４．地域に関する情報  

売上高                                   （単位：千円）  

（注）売上高は業務の対象国を基礎とし、地理的近接度により国又は地域に分類しております。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

報告セグメント 

調整額 
四半期連結 
損益計算書 

計上額 
インフラ・ 

マネジメント 
サービス 

環境 
マネジメント 

その他 計 

売上高             

外部顧客への売上高  2,907,235  682,245  161,018  3,750,499 －  3,750,499

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 801  16,980  168,385  186,167  △186,167 － 

計  2,908,036  699,226  329,404  3,936,666  △186,167  3,750,499

セグメント損失（△）  △1,011,359  △224,322  △57,702  △1,293,384  △13,498  △1,306,882

利益 金額 

報告セグメント計  △1,293,384

セグメント間取引消去  96,235

全社費用  △109,734

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △1,306,882

日本 アジア 中近東 その他 計 

 1,650,653  1,191,660  402,202  505,982  3,750,499



Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年10月１日 至 平成23年12月31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） 

 

（注）セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 

                            （単位：千円）  

（注）全社費用は報告セグメントに帰属しない費用であり、内部利益控除後の当社の一般管理費であります。  

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項   

 連結子会社の合併に伴い報告セグメントの見直しを行い、「インフラ・マネジメントサービス事業」に含めてい

たビジネスプロセスアウトソーシング（ＢＰＯ）事業等を「その他事業」に変更しております。  

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントに基づき作成しております。 

  

４．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。  

  

５．地域に関する情報 

売上高                                    （単位：千円） 

（注）売上高は業務の対象国を基礎とし、地理的近接度により国又は地域に分類しております。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

  

報告セグメント 

調整額 
四半期連結 
損益計算書 

計上額 
インフラ・ 

マネジメント 
サービス 

環境 
マネジメント 

その他 計 

売上高             

外部顧客への売上高  3,310,737  1,061,942  151,551  4,524,231  －  4,524,231

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 3,502  8,150  157,724  169,376  △169,376  －

計  3,314,239  1,070,092  309,275  4,693,607  △169,376  4,524,231

セグメント損失（△）  △892,131  △38,477  △59,022  △989,631  2,244  △987,387

利益 金額 

報告セグメント計  △989,631

セグメント間取引消去  99,903

全社費用  △97,659

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △987,387

日本 アジア 中近東 その他 計 

 2,376,292  1,524,725  255,461  367,751  4,524,231

（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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