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１．平成24年12月期第３四半期の連結業績（平成24年１月１日～平成24年９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３四半期 25,018 △3.6 765 6.4 819 3.1 386 8.4

23年12月期第３四半期 25,950 6.2 720 △39.6 795 △37.9 356 △41.4

(注) 包括利益 24年12月期第３四半期 405百万円( ― ％) 23年12月期第３四半期 416百万円( ― ％)

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３四半期 27 30 ―
23年12月期第３四半期 25 19 ―

（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３四半期 34,530 20,054 57.8

23年12月期 30,332 19,876 65.2

(参考) 自己資本 24年12月期第３四半期 19,946百万円 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３Ｑ 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３Ｑ 17,377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３Ｑ 14,141,798株 23年12月期３Ｑ 14,142,036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年度補正予算措置が講じられた

ほか、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が前年度比で増加に転

じたことなどにより、引き続き改善の傾向にあります。 

このような状況下において、当社グループは、８月に当社の東北復興推進センターに女川復興推進事務所を、

グループ会社の福岡都市技術株式会社では、６月に東北支店に陸前高田事務所を設置するなど、総力をあげて東

日本大震災からの復興事業に積極的に取り組みました。また、台風による災害対応や海外・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３四半期連結累計期間の当社グループ全体の受注高は前年同四半期比28.0％増の30,144百万円

（前年同四半期23,555百万円）となりました。売上高につきましては、25,018百万円（前年同四半期25,950百万

円）となり通期予想売上高の73.6％となりました。経常利益は819百万円（前年同四半期795百万円）と通期予想

経常利益の78.1％、第３四半期純利益は386百万円（前年同四半期356百万円）となり、通期予想当期純利益の

77.2％となっております。  

  

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は34,530百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,197百万円の増

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３四半期連結会計期間末における総負債は14,476百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,019百万円の増

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３四半期連結会計期間末における純資産は20,054百万円となり、前連結会計年度末に比べ177百万円の増加

となりました。これは主に当期四半期純利益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３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,161 9,239

受取手形及び完成業務未収入金 1,817 873

有価証券 3,002 2,000

未成業務支出金 10,300 10,446

その他 750 682

貸倒引当金 △27 △27

流動資産合計 19,003 23,215

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,610 4,610

その他（純額） 2,451 2,350

有形固定資産合計 7,061 6,961

無形固定資産 253 228

投資その他の資産   

その他 4,023 4,135

投資損失引当金 △10 △10

投資その他の資産合計 4,013 4,125

固定資産合計 11,328 11,315

資産合計 30,332 34,530

負債の部   

流動負債   

業務未払金 1,210 666

短期借入金 250 100

未払法人税等 168 279

未成業務受入金 5,466 9,885

賞与引当金 451 963

役員賞与引当金 25 21

業務損失引当金 111 110

その他 1,593 1,302

流動負債合計 9,277 13,329

固定負債   

退職給付引当金 685 640

資産除去債務 129 134

その他 365 371

固定負債合計 1,179 1,146

負債合計 10,456 14,476
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年９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 12,700

自己株式 △11 △11

株主資本合計 19,677 19,837

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 92 109

その他の包括利益累計額合計 92 109

少数株主持分 105 107

純資産合計 19,876 20,054

負債純資産合計 30,332 34,530
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 25,950 25,018

売上原価 19,623 18,662

売上総利益 6,327 6,355

販売費及び一般管理費 5,606 5,589

営業利益 720 765

営業外収益   

受取利息 16 17

受取配当金 16 14

受取家賃 30 28

その他 26 19

営業外収益合計 90 80

営業外費用   

支払利息 0 1

支払手数料 4 16

為替差損 8 8

その他 1 0

営業外費用合計 14 26

経常利益 795 819

特別損失   

固定資産処分損 1 1

投資有価証券評価損 51 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 22 －

その他 － 0

特別損失合計 75 2

税金等調整前四半期純利益 720 817

法人税等 359 428

少数株主損益調整前四半期純利益 360 389

少数株主利益 4 2

四半期純利益 356 386
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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：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 360 389

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 55 16

その他の包括利益合計 55 16

四半期包括利益 416 405

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 411 402

少数株主に係る四半期包括利益 4 2
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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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