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 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。  

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益につきましては、潜在株式がないため該当事項はありませ

ん。 

３．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。  

  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第48期

第３四半期連結
累計期間 

第49期
第３四半期連結

累計期間 

第48期
第３四半期連結

会計期間 

第49期 
第３四半期連結 

会計期間 
第48期

会計期間 

自平成22年
１月１日 

至平成22年 
９月30日 

自平成23年
１月１日 

至平成23年 
９月30日 

自平成22年
７月１日 

至平成22年 
９月30日 

自平成23年 
７月１日 

至平成23年 
９月30日 

自平成22年
１月１日 

至平成22年 
12月31日 

売上高（百万円）  24,424  25,950  7,249  7,295  30,939

経常利益（百万円）  1,281  795  265  128  1,279

四半期（当期）純利益（百万円）  608  356  123  38  634

純資産額（百万円） ― ―  19,603  19,784  19,658

総資産額（百万円） ― ―  35,409  33,330  32,243

１株当たり純資産額（円） ― ―  1,379.79  1,392.53  1,383.80

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 43.02  25.19  8.73  2.71  44.84

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
― ― ― ― ― 

自己資本比率（％） ― ―  55.1  59.1  60.7

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 7,363  3,399 ― ―  3,025

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △3,492  △2,632 ― ―  △1,483

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △755  △400 ― ―  △696

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円） 
― ―  8,831  7,090  6,559

従業員数（人） ― ―  1,447  1,549  1,452
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当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

  

  

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。    

  

  

  

（１）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者（パートおよびアルバイト）数は（ ）内に当第３四半期連結会計期

間の平均人員を外数で記載しております。 

  

（２）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者（パートおよびアルバイト）数は（ ）内に当第３四半期会計期間の

平均人員を外数で記載しております。 

  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成23年９月30日現在

従業員数（人） 1,549 ( ) 494

  平成23年９月30日現在

従業員数（人） 1,269 ( ) 466
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 当社グループの事業は、建設コンサルタントならびにこれらの付帯業務の単一事業であり、当該事業以外に事業の

種類がないため、単一のセグメントで表示しております。 

（１）生産実績 

 （注） 金額は、販売価額によっております。 

  

（２）受注状況 

 （注）  金額は、販売価額によっております。  

  

（３）販売実績 

１）販売実績 

 （注） 金額は、販売価額によっております。 

  

２）主要顧客別販売実績 

 前第３四半期連結会計期間および当第３四半期連結会計期間のうち、総販売実績に対する割合が10％以上の販

売先は次のとおりであります。 

  

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

区分 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成23年７月１日 
至 平成23年９月30日） 

金額（百万円） 前年同四半期比（％）

建設コンサルタント  7,295       0.6

合計  7,295       0.6

区分 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成23年７月１日 
至 平成23年９月30日） 

受注高（百万円）
前年同四半期比

（％） 
受注残高(百万円) 

前年同四半期比
（％） 

建設コンサルタント  8,595       5.0  29,591       △3.3

合計  8,595       5.0  29,591       △3.3

区分 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成23年７月１日 
至 平成23年９月30日） 

金額（百万円） 前年同四半期比（％）

建設コンサルタント  7,295       0.6

合計  7,295       0.6

販売先 

前第３四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日）  

当第３四半期連結会計期間
（自 平成23年７月１日 
至 平成23年９月30日）  

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

国  3,774  52.1  4,334  59.4
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当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

  

  

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 

  

  

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】
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（１）経営成績の分析 

当社グループの属する建設コンサルタント産業では、国の第１次補正予算ならびに第２次補正予算に続き、閣議

決定された第３次補正予算において約９兆円の東日本大震災関係経費が計上されることが見込まれています。 

このような状況下において、当社グループは、東日本大震災の復旧・復興に加えて、台風12号および15号による

災害についての調査や復旧支援に総力をあげて取り組んでまいりました。引き続き、国民の安全と安心を守り、生

活と経済の基盤である社会資本の整備を担う建設コンサルタントの社会的責任を果たすべく 大限努力してまいり

ます。 

当第３四半期連結会計期間の当社グループ全体の受注高は8,595百万円（前年同四半期連結会計期間比5.0％増）

となりました。当第３四半期連結会計期間の売上高につきましては7,295百万円（前年同四半期連結会計期間比

0.6％増）となりました。当第３四半期連結会計期間の経常利益は128百万円（前年同四半期連結会計期間比51.5％

減）、当第３四半期純利益は38百万円（前年同四半期連結会計期間比69.0％減）となりました。 

その結果、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1.4％増の23,555百万円と

なりました。売上高につきましては、25,950百万円となり通期予想売上高の78.6％となりました。経常利益は795

百万円と通期予想経常利益の66.3％、第３四半期純利益は356百万円と通期予想当期純利益の67.2％となっており

ます。 

（２）財政状態の分析 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は33,330百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,086百万円の

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13,545百万円となり、前連結会計年度末に比べ960百万円の増

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19,784百万円となり、前連結会計年度末に比べ126百万円の増

加となりました。これは主にその他有価証券評価差額金および当期四半期純利益によるものであります。 

（３）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は7,090百万円とな

り、第２四半期連結会計期間と比べ4,067百万円の減少となりました。 

当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、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3,958百万円（前年同四半期連結会計期間比0.4％減）となりました。これは主

に賞与引当金の増加額576百万円、未成業務支出金の減少額300百万円、業務受託料の収入にともなう未成業務受

入金の減少額4,352百万円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） 

投資活動の結果使用した資金は116百万円（前年同四半期連結会計期間比88.6％減）となりました。これは主

に投資有価証券の取得による支出79百万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） 

財務活動の結果取得した資金は8百万円（前年同四半期連結会計期間比－）となりました。これは主に短期借

入金による収入50百万円、リース債務の返済による支出39百万円によるものであります。 

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更および新たに生じた

課題はありません。 

（５）研究開発活動 

当第３四半期連結会計期間において研究開発活動に要した費用の総額は、90百万円であります、なお、当第３

四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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（１）主要な設備の状況 

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

（２）設備の新設、除却等の計画 

当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除

却等について、重要な変更はありません。 

また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。   

第３【設備の状況】

2013/02/06 16:08:2711773760_第３四半期報告書_20130206160822

- 6 -



①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

  

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。 

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  40,000,000

計  40,000,000

種類 
第３四半期会計期間末
現在発行数（株） 

（平成23年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成23年11月14日） 

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引

業協会名 
内容

普通株式  14,159,086  14,159,086
東京証券取引所市場 

第一部 
単元株式数 100株 

計  14,159,086  14,159,086 ― ― 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式
総数残高
（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金 
増減額 

（百万円） 

資本準備金
残高 

（百万円） 

平成23年７月１日～ 

平成23年９月30日 
―  14,159,086 ―  3,025 ―  4,122

（６）【大株主の状況】
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当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成23年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。  

①【発行済株式】 

（注) １ 「完全議決権株式(その他)」には、証券保管振替機構名義の株式が4,100株(議決権の数41個)含まれて

おります。  

２ 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式が57株含まれております。  

  

②【自己株式等】 

  

（７）【議決権の状況】

  平成23年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

 無議決権株式 ― ― ― 

 議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

 議決権制限株式(その他) ― ― ― 

 完全議決権株式(自己株式等) 
（自己保有株式） 

普通株式    17,000
― ― 

 完全議決権株式(その他) 普通株式  14,104,000  141,040 ― 

 単元未満株式 普通株式    38,086 ― ― 

 発行済株式総数  14,159,086 ― ― 

 総株主の議決権 ―  141,040 ― 

  平成23年６月30日現在

所有者の氏名 

又は名称 
所有者の住所 

自己名義 

所有株式数 

(株) 

他人名義 

所有株式数 

(株) 

所有株式数 

の合計 

(株) 

発行済株式 

総数に対する 

所有株式数 

の割合(％) 

 株式会社建設技術研究所 
東京都中央区日本橋浜町 

３－21－１ 
 17,000 ―  17,000  0.1

計 ―  17,000 ―  17,000  0.1
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【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。  

  

  

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。   

（１）新任役員 

該当事項はありません。  

  

（２）退任役員 

該当事項はありません。  

  

（３）役職の異動  

  

  

２【株価の推移】

月別 
平成23年 
１月 

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高（円）  506  490  637  670  587  545  558  564  567

低（円）  442  450  399  513  476  470  505  470  508

３【役員の状況】

役名 新職名 旧職名 氏名 異動年月日

代表取締役 
副社長執行役員  

― 技術本部長 上阪恒雄 平成23年４月１日

代表取締役 
副社長執行役員  

技術本部長 東京本社長 内村 好 平成23年４月１日

取締役 
専務執行役員  

東京本社長 
九州支社長
兼沖縄支社長  

村田和夫 平成23年４月１日
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

なお、前第３四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）および前第３四半期連結累計期

間（平成22年１月１日から平成22年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連

結会計期間（平成23年７月１日から平成23年９月30日まで）および当第３四半期連結累計期間（平成23年１月１日か

ら平成23年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成22年７月１日から

平成22年９月30日まで）および前第３四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年９月30日まで）に係る四

半期連結財務諸表ならびに当第３四半期連結会計期間（平成23年７月１日から平成23年９月30日まで）および当第３

四半期連結累計期間（平成23年１月１日から平成23年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有

限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 

  

第５【経理の状況】
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１【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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,088 3,557

受取手形及び完成業務未収入金 864 863

有価証券 3,501 4,001

未成業務支出金 9,728 11,431

その他 712 1,130

貸倒引当金 △13 △13

流動資産合計 21,881 20,971

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,610 4,581

その他（純額） ※1  2,491 ※1  2,442

有形固定資産合計 7,101 7,024

無形固定資産 263 285

投資その他の資産   

その他 4,094 3,972

投資損失引当金 △10 △10

投資その他の資産合計 4,084 3,962

固定資産合計 11,449 11,272

資産合計 33,330 32,243

負債の部   

流動負債   

業務未払金 556 917

短期借入金 50 100

未払法人税等 128 345

未成業務受入金 9,271 8,112

賞与引当金 1,012 581

役員賞与引当金 22 35

業務損失引当金 126 139

その他 1,219 1,481

流動負債合計 12,386 11,713

固定負債   

退職給付引当金 651 462

資産除去債務 127 －

その他 379 409

固定負債合計 1,158 871

負債合計 13,545 12,585
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年12月31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 12,474 12,406

自己株式 △11 △10

株主資本合計 19,612 19,544

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 80 25

評価・換算差額等合計 80 25

少数株主持分 91 88

純資産合計 19,784 19,658

負債純資産合計 33,330 32,243
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（２）【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22年１月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

売上高 24,424 25,950

売上原価 18,525 19,623

売上総利益 5,898 6,327

販売費及び一般管理費 ※1  4,705 ※1  5,606

営業利益 1,192 720

営業外収益   

受取利息 18 16

受取配当金 14 16

受取家賃 34 30

その他 34 26

営業外収益合計 102 90

営業外費用   

支払利息 3 0

支払手数料 4 4

為替差損 6 8

その他 0 1

営業外費用合計 14 14

経常利益 1,281 795

特別損失   

固定資産処分損 0 1

投資有価証券評価損 63 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 64 75

税金等調整前四半期純利益 1,217 720

法人税等 582 359

少数株主損益調整前四半期純利益 － 360

少数株主利益 26 4

四半期純利益 608 356
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成23年７月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 7,249 7,295

売上原価 5,399 5,254

売上総利益 1,850 2,040

販売費及び一般管理費 ※1  1,609 ※1  1,930

営業利益 240 109

営業外収益   

受取利息 7 6

受取配当金 3 2

受取家賃 11 9

その他 7 7

営業外収益合計 29 26

営業外費用   

支払利息 0 0

支払手数料 1 1

為替差損 2 5

その他 0 0

営業外費用合計 3 7

経常利益 265 128

特別損失   

固定資産処分損 0 0

投資有価証券評価損 22 51

特別損失合計 22 51

税金等調整前四半期純利益 243 77

法人税等 118 41

少数株主損益調整前四半期純利益 － 36

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1 △2

四半期純利益 123 38

2013/02/06 16:08:2711773760_第３四半期報告書_20130206160822

- 14 -



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,217 720

減価償却費 349 338

のれん償却額 19 23

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △24 △25

賞与引当金の増減額（△は減少） 461 418

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △31 △13

業務損失引当金の増減額（△は減少） 60 △13

受取利息及び受取配当金 △33 △32

支払利息 3 0

投資有価証券評価損益（△は益） 63 51

売上債権の増減額（△は増加） 847 3

未成業務支出金の増減額（△は増加） 78 2,118

業務未払金の増減額（△は減少） △711 △399

未成業務受入金の増減額（△は減少） 6,105 1,095

その他 △604 △328

小計 7,787 3,955

利息及び配当金の受取額 31 33

利息の支払額 △3 △0

法人税等の支払額 △452 △589

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,363 3,399

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △30 △33

無形固定資産の取得による支出 △24 △52

投資有価証券の取得による支出 △30 △85

投資有価証券の売却による収入 － 0

定期預金の預入による支出 △3,500 △3,500

定期預金の払戻による収入 － 1,000

その他 92 40

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,492 △2,632

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 2,300 250

短期借入金の返済による支出 △2,700 △300

自己株式の取得による支出 △0 △0

リース債務の返済による支出 △127 △122

配当金の支払額 △226 △226

少数株主への配当金の支払額 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △755 △400

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,113 364

現金及び現金同等物の期首残高 5,717 6,559

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 166

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  8,831 ※1  7,090
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

  
当第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） 

１．連結の範囲に関する事項の変更 （１）連結の範囲の変更 

第１四半期連結会計期間より、株式会社地圏総合コンサルタントは、重

要性が増したため連結の範囲に含めております。  

（２）変更後の連結子会社の数  

３社  

２．持分法の適用に関する事項の変更 該当事項はありません。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事

項の変更 

該当事項はありません。 

４．会計処理基準に関する事項の変更  「資産除去債務に関する会計基準」等の適用  

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企

業会計基準第18号 平成20年３月31日）および「資産除去債務に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益および経常利益は５

百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は27百万円減少しております。

また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は124百万円

であります。 

【表示方法の変更】

当第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） 

（四半期連結損益計算書） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、

当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

当第３四半期連結会計期間
（自 平成23年７月１日 

  至 平成23年９月30日） 

（四半期連結損益計算書） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、

当第３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

【簡便な会計処理】

  
当第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） 

１．固定資産の減価償却費の算定方法 定率法を採用している資産については、当連結会計年度に係る減価償却費

を期間按分して算定する方法によっております。 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

  
当第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） 

１．税金費用の計算 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。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成23年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成22年12月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 百万円であ

ります。 

２ 保証債務 

当社グループ従業員の銀行からの借入に対して 百

万円の債務保証を行っております。 

3,678

93

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 百万円であ

ります。 

２ 保証債務 

当社グループ従業員の銀行からの借入に対して 百

万円および特定非営利活動法人東京中央ネットのリー

ス契約に対して５百万円の債務保証を行っておりま

す。 

3,536

100

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第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） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。  

給料手当   1,780百万円 

賞与引当金繰入額 234  

役員賞与引当金繰入額 15  

退職給付費用 121  

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。  

給料手当   2,356百万円 

賞与引当金繰入額 293  

役員賞与引当金繰入額 22  

退職給付費用 116  

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成23年７月１日 
至 平成23年９月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。  

給料手当   621百万円 

賞与引当金繰入額 131  

役員賞与引当金繰入額 5  

退職給付費用 40  

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。  

給料手当   820百万円 

賞与引当金繰入額 173  

役員賞与引当金繰入額 7  

退職給付費用 42  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第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） 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成22年９月30日現在） （平成23年９月30日現在） 

  （百万円）

現金及び預金勘定 7,830

有価証券勘定  4,501

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △3,500

合計 8,831

  （百万円）

現金及び預金勘定 7,088

有価証券勘定  3,501

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △3,500

合計 7,090
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当第３四半期連結会計期間末（平成23年９月30日）及び当第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） 

１．発行済株式の種類及び総数 

  

２．自己株式の種類及び株式数 

  

３．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４．配当に関する事項 

配当金支払額  

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日）および前第３四半期連結累計

期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

当社グループの事業は、建設コンサルタントならびにこれらの付帯業務の単一事業であり、当該事業以外に

事業の種類がないため、該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日）および前第３四半期連結累計

期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および重要な在外支店がありませんので、該当事項はありま

せん。 

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日）および前第３四半期連結累計

期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

当第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）および当第３四半期連結会計期

間（自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30日） 

当社グループの事業は、建設コンサルタントならびにこれらの付帯業務の単一業務であり、当該事業以外に

事業の種類がなく単一セグメントであるため、記載を省略しております。  

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

当第３四半期連結会計期間末（平成23年９月30日） 

当社グループの所有する有価証券は、企業集団の事業の運営において重要なものではありません。 

  

（株主資本等関係）

普通株式   株 14,159,086

普通株式   株 17,158

  
  
（決議） 

株式の種類
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年３月24日 

定時株主総会 
普通株式  226  16 平成22年12月31日 平成23年３月25日 利益剰余金 

（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

【セグメント情報】

（有価証券関係）
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当第３四半期連結会計期間末（平成23年９月30日） 

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。  

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30日） 

該当事項はありません。  

  

１．１株当たり純資産額 

  

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注） １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 （注） １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（デリバティブ取引関係）

（ストック・オプション等関係）

（１株当たり情報）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成23年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成22年12月31日） 

１株当たり純資産額 1,392.53円 １株当たり純資産額 1,383.80円

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第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） 

１株当たり四半期純利益金額 円43.02 １株当たり四半期純利益金額 円25.19

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

  
前第３四半期連結累計期間
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第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） 

四半期純利益（百万円）  608  356

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― 

普通株式に係る四半期純利益（百万円）  608  356

期中平均株式数（千株）  14,142  14,142

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成23年７月１日 
至 平成23年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 円8.73 １株当たり四半期純利益金額 円2.71

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

  
前第３四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間
（自 平成23年７月１日 
至 平成23年９月30日） 

四半期純利益（百万円）  123  38

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― 

普通株式に係る四半期純利益（百万円）  123  38

期中平均株式数（千株）  14,142  14,141
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

（重要な後発事象）

２【その他】

2013/02/06 16:08:2711773760_第３四半期報告書_20130206160822

- 20 -



該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成22年11月12日

株式会社建設技術研究所 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員  公認会計士 太田 周二  印 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員  公認会計士 古杉 裕亮  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社建設技

術研究所の平成22年１月１日から平成22年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成22年７月１日か

ら平成22年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書につい

て四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四

半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社建設技術研究所及び連結子会社の平成22年９月30日現在の財

政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累

計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなか

った。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成23年11月14日

株式会社建設技術研究所 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員  公認会計士 太田 周二  印 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員  公認会計士 古杉 裕亮  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社建設技

術研究所の平成23年１月１日から平成23年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成23年７月１日か

ら平成23年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年１月１日から平成23年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書につい

て四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四

半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社建設技術研究所及び連結子会社の平成23年９月30日現在の財

政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累

計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなか

った。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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【表紙】

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成23年11月14日 

【会社名】 株式会社 建設技術研究所 

【英訳名】 CTI Engineering Co.,Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  大島 一哉 

【 高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋浜町三丁目21番１号 

【縦覧に供する場所】 株式会社 建設技術研究所 大阪本社 

（大阪市中央区道修町一丁目６番７号） 

株式会社 東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 
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 当社代表取締役社長大島一哉は、当社の第49期第３四半期（自平成23年７月１日 至平成23年９月30日）の四半期

報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。 

  

 特記すべき事項はありません。 

  

１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２【特記事項】
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