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１．平成24年12月期第２四半期の連結業績（平成24年１月１日～平成24年６月30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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年12月期第２四半期 17,011 △8.8 407 △33.2 456 △31.4 207 △34.8

23年12月期第２四半期 18,654 8.6 610 △35.9 666 △34.4 317 △34.4

(注) 包括利益 24年12月期第２四半期 238百万円(―％) 23年12月期第２四半期 383百万円(―％)

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12月期第２四半期 14.65 ―
23年12月期第２四半期 22.48 ―

（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 ％

24年12月期第２四半期 39,155 19,887 50.5

23年12月期 30,332 19,876 65.2

(参考) 自己資本 24年12月期第２四半期 19,780百万円 23年12月期 19,770百万円

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

23年12月期 ― 0.00 ― 16.00 16.00

24年12月期 ― 0.00

24年12月期(予想) ― 16.00 16.00

３．平成24年12月期の連結業績予想（平成24年１月１日～平成24年12月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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 34,000 1.1 1,000 1.6 1,050 △7.0 500 18.5 35.36
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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、この四半期決算短信の開示

時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

本資料に記載された連結業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、

実際の業績は、今後のさまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 

４．その他

（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)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（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

（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) 24年12月期２Ｑ 14,159,086株 23年12月期 14,159,086株

② 期末自己株式数 24年12月期２Ｑ 17,331株 23年12月期 17,191株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期２Ｑ 14,141,835株 23年12月期２Ｑ 14,142,057株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当社グループの属する建設コンサルタント産業を取り巻く事業環境は、平成23年度補正予算の効果等から公共

投資が堅調に推移したことに加え、平成24年度の国の公共事業関係費の前年度当初予算比6.6％増額や地方の単独

事業費の下げ止まりなどにより、改善されました。 

このような状況下において、当社グループは、東日本大震災からの復興事業に積極的に取り組むほか、海外・

マネジメント・都市・環境といった重点分野の事業展開、港湾、水道等の未参入分野への進出を強化してまいり

ました。 

この結果、当第２四半期連結会計期間の当社グループ全体の受注高は前年同四半期比34.5％増の20,115百万円

となりました。売上高につきましては、17,011百万円となり通期予想売上高の50.0％となりました。経常利益

は、456百万円と通期予想経常利益の43.5％、第２四半期純利益は207百万円となり、通期予想当期純利益の

41.4％となっております。 

  

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は39,155百万円となり、前連結会計年度末に比べ8,822百万円の増

加となりました。これは主に受託料収入等による現金及び預金の増加によるものであります。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における総負債は19,268百万円となり、前連結会計年度末に比べ8,811百万円の増

加となりました。これは主に未成業務受入金の増加によるものであります。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は19,887百万円となり、前連結会計年度末に比べ11百万円の増加

となりました。これは主にその他有価証券評価差額金の増加によるものであります。 

  

平成24年２月16日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見

積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

  

該当事項はありません。 

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,161 12,966

受取手形及び完成業務未収入金 1,817 902

有価証券 3,002 2,500

未成業務支出金 10,300 10,708

その他 750 757

貸倒引当金 △27 △27

流動資産合計 19,003 27,807

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,610 4,610

その他（純額） 2,451 2,382

有形固定資産合計 7,061 6,993

無形固定資産 253 231

投資その他の資産   

その他 4,023 4,133

投資損失引当金 △10 △10

投資その他の資産合計 4,013 4,123

固定資産合計 11,328 11,347

資産合計 30,332 39,155

負債の部   

流動負債   

業務未払金 1,210 608

短期借入金 250 －

未払法人税等 168 292

未成業務受入金 5,466 15,218

賞与引当金 451 395

役員賞与引当金 25 14

業務損失引当金 111 105

その他 1,593 1,504

流動負債合計 9,277 18,140

固定負債   

退職給付引当金 685 629

資産除去債務 129 131

その他 365 367

固定負債合計 1,179 1,127

負債合計 10,456 19,268

3
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,025 3,025

資本剰余金 4,122 4,122

利益剰余金 12,540 12,521

自己株式 △11 △11

株主資本合計 19,677 19,658

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 92 122

その他の包括利益累計額合計 92 122

少数株主持分 105 106

純資産合計 19,876 19,887

負債純資産合計 30,332 39,155

4
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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２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 18,654 17,011

売上原価 14,368 12,904

売上総利益 4,286 4,106

販売費及び一般管理費 3,676 3,699

営業利益 610 407

営業外収益   

受取利息 10 10

受取配当金 13 11

受取家賃 21 19

その他 18 14

営業外収益合計 63 55

営業外費用   

支払利息 0 1

支払手数料 3 2

為替差損 2 1

その他 0 0

営業外費用合計 7 6

経常利益 666 456

特別損失   

固定資産処分損 1 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 22 －

特別損失合計 23 1

税金等調整前四半期純利益 642 455

法人税等 318 246

少数株主損益調整前四半期純利益 324 209

少数株主利益 6 2

四半期純利益 317 207
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   【四半期連結包括利益計算書】 
  【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 324 209

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 58 29

その他の包括利益合計 58 29

四半期包括利益 383 238

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 376 236

少数株主に係る四半期包括利益 6 2

6
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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