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1.  平成25年7月期第1四半期の連結業績（平成24年8月1日～平成24年10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 ％

25年7月期第1四半期 910 △10.2 △220 ― △196 ― △261 ―
24年7月期第1四半期 1,014 7.6 △186 ― △177 ― △182 ―

（注）包括利益 25年7月期第1四半期 △240百万円 （―％） 24年7月期第1四半期 △185百万円 （―％）

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

25年7月期第1四半期 △17.07 ―
24年7月期第1四半期 △11.42 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年7月期第1四半期 11,863 10,047 84.7
24年7月期 11,917 10,333 86.7
（参考） 自己資本 25年7月期第1四半期 10,047百万円 24年7月期 10,333百万円

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

24年7月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
25年7月期 ―
25年7月期（予想） 0.00 ― 6.00 6.00

3. 平成25年 7月期の連結業績予想（平成24年 8月 1日～平成25年 7月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期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
当社グループの主要事業である建設コンサルタント事業は、官公庁を主な受託先としており、成果品の納期が年度末である３月末に集中する傾向がありま

す。また、第２四半期末の時点において、成果品の納期の変更が頻発する傾向にあるため、第２四半期連結累計期間の業績予想が困難な状況であります。こ
れらの状況から、当社グループは当面の間、第２四半期連結累計期間の業績予想の公表を差し控えさせていただきます。

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) ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 9,060 8.6 200 10.7 250 11.0 200 30.1 13.04



(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 ： 有
（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(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、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

四半期連結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
上記の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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、

実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。上記業績予想に関する資料は、添付資料P．２「１．当四半期決算に関する定性的情
報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

※  注記事項

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 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 有
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年7月期1Q 17,724,297 株 24年7月期 17,724,297 株
② 期末自己株式数 25年7月期1Q 2,387,984 株 24年7月期 2,387,984 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年7月期1Q 15,336,313 株 24年7月期1Q 16,029,691 株
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（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の日本経済は、東日本大震災からの復興需要の高まり等により、企業の生産活動や個人

消費が緩やかな回復傾向を見せました。  

 しかし、依然として厳しさの残る雇用情勢に加え、電力供給に対する懸念や欧州の財政危機、長期にわたる円高の

影響などにより、先行きは依然として不透明な状況にあります。 

 当社グループを取り巻く環境におきましては、公共投資予算は震災後の停滞した状況から緩やかに回復しつつある

ものの、業者間の価格競争などの影響により、引き続き厳しい事業環境にて推移しております。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、９億１千万円（前年同四半期比10.2％減）となりました。

損益面におきましては、営業損失は２億２千万円（前年同四半期は１億８千６百万円の営業損失）、経常損失は１億

９千６百万円（前年同四半期は１億７千７百万円の経常損失）、債券に対する評価損６千２百万円を特別損失に計上

したことなどにより、四半期純損失は２億６千１百万円（前年同四半期は１億８千２百万円の四半期純損失）となり

ました。 

 なお、当社グループの主力事業であります総合建設コンサルタント事業は、その受注の大部分が官公庁からのもの

であり、受注業務の納期は官公庁の事業年度末である３月に集中しております関係上、当社グループの売上高は第３

四半期以降に集中する傾向があります。また、指定管理事業においては、神戸市立須磨海浜水族園の管理運営を行っ

ており、春や秋の行楽シーズンやゴールデンウィーク、夏休み期間に来園者数が多いことから、売上高についても第

１四半期および第４四半期に多くなるといった季節的変動があります。 

   

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産の部）  

 当第１四半期連結会計期間の資産合計は、前連結会計年度に比べ５千４百万円減少し、118億６千３百万円となり

ました。 

 流動資産については、「金銭の信託（その他）」が12億円、「現金及び預金」が１億１千５百万円、「受取手形及

び完成業務未収入金」が７千７百万円減少し、「未成業務支出金」が７億９千７百万円、「有価証券」が４億９千９

百万円増加しております。結果として、流動資産合計では前連結会計年度に比べ７千万円の減少となりました。 

 固定資産については、上場株式の時価評価損益が改善したものの、債券に対する評価損の計上により「投資有価証

券」が５千１百万円、減価償却などの実施により「有形固定資産」および「無形固定資産」が９百万円減少し、「出

資金（その他）」が７千９百万円増加しております。結果として、固定資産合計では前連結会計年度に比べ１千６百

万円の増加となりました。 

（負債の部） 

 当第１四半期連結会計期間の負債合計は、前連結会計年度に比べ２億３千１百万円増加し、18億１千５百万円とな

りました。 

 流動負債については、「業務未払金等」が１億４千８百万円、「未成業務受入金」が６千４百万円増加しておりま

す。結果として、流動負債合計では前連結会計年度に比べ２億２千２百万円増加となりました。 

 固定負債については、「リース債務（その他）」が７百万円増加しております。結果として、固定負債合計では前

連結会計年度に比べ９百万円増加となりました。 

（純資産の部） 

 当第１四半期連結会計期間の純資産合計は、前連結会計年度に比べ２億８千６百万円減少し、100億４千７百万円

となりました。これは四半期純損失の計上等により「利益剰余金」が３億７百万円減少したことが主な要因でありま

す。 

   

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループの主要事業である総合建設コンサルタント事業は、官公庁を主な受託先としており、成果品の納期

が年度末である３月末に集中する傾向があります。また、第２四半期末の時点において、成果品の納期の変更が頻

発する傾向にあるため、第２四半期連結累計期間の業績予想が困難な状況であります。これらの状況から、第２四

半期連結累計期間の業績予想を公表しておりません。 

通期の業績予想については、平成24年９月14日に公表しました連結業績予想数値に変更はありません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



 （１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。  

  

 （２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更） 

 当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年８月１日以

後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。  

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

２．サマリー情報（注記事項）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24年７月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,476,710 1,361,420

受取手形及び完成業務未収入金 382,272 304,668

有価証券 1,300,014 1,799,797

商品 6,336 6,288

未成業務支出金 1,007,900 1,805,107

販売用不動産 164,360 164,908

原材料及び貯蔵品 20,216 20,623

その他 2,328,208 1,152,941

貸倒引当金 △6,147 △6,056

流動資産合計 6,679,872 6,609,699

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,444,846 1,422,921

土地 1,810,228 1,810,228

その他（純額） 110,204 125,482

有形固定資産合計 3,365,279 3,358,632

無形固定資産 60,074 57,459

投資その他の資産   

投資有価証券 1,668,580 1,617,268

その他 214,357 290,884

貸倒引当金 △70,832 △70,770

投資その他の資産合計 1,812,106 1,837,383

固定資産合計 5,237,460 5,253,475

資産合計 11,917,333 11,863,174



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年７月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

業務未払金 256,654 405,304

未払法人税等 72,381 17,881

未成業務受入金 511,943 576,076

受注損失引当金 7,863 5,028

その他 531,878 598,870

流動負債合計 1,380,722 1,603,161

固定負債   

資産除去債務 48,289 48,464

その他 154,895 164,252

固定負債合計 203,184 212,717

負債合計 1,583,906 1,815,879

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,282,648 3,282,648

資本剰余金 4,139,404 4,139,404

利益剰余金 3,445,615 3,137,771

自己株式 △543,692 △543,692

株主資本合計 10,323,976 10,016,131

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 9,449 31,162

その他の包括利益累計額合計 9,449 31,162

純資産合計 10,333,426 10,047,294

負債純資産合計 11,917,333 11,863,174



（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23年８月１日 
 至 平成23年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年８月１日 
 至 平成24年10月31日) 

売上高 1,014,147 910,441

売上原価 795,734 731,883

売上総利益 218,413 178,558

販売費及び一般管理費 405,023 398,857

営業損失（△） △186,609 △220,299

営業外収益   

受取利息 2,139 6,007

受取配当金 145 145

受取賃貸料 16,042 16,250

その他 8,807 16,169

営業外収益合計 27,134 38,572

営業外費用   

賃貸費用 17,817 14,871

その他 157 16

営業外費用合計 17,975 14,888

経常損失（△） △177,450 △196,614

特別損失   

投資有価証券評価損 － 62,000

特別損失合計 － 62,000

税金等調整前四半期純損失（△） △177,450 △258,614

法人税、住民税及び事業税 5,530 3,220

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △182,980 △261,835

四半期純損失（△） △182,980 △261,835



（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23年８月１日 
 至 平成23年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年８月１日 
 至 平成24年10月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △182,980 △261,835

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,367 21,712

その他の包括利益合計 △2,367 21,712

四半期包括利益 △185,348 △240,122

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △185,348 △240,122

少数株主に係る四半期包括利益 － －



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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