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1.  平成25年11月期第2四半期の連結業績（平成24年12月1日～平成25年5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11月期第2四半期 3,045 7.3 139 35.1 122 52.8 51 ―
24年11月期第2四半期 2,839 △0.4 103 △55.1 80 △61.2 △233 ―

（注）包括利益 25年11月期第2四半期 65百万円 （―％） 24年11月期第2四半期 △214百万円 （―％）

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11月期第2四半期 8.72 ―
24年11月期第2四半期 △39.90 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年11月期第2四半期 4,749 1,724 33.5
24年11月期 6,198 1,684 25.0
（参考） 自己資本   25年11月期第2四半期  1,590百万円 24年11月期  1,548百万円

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11月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
25年11月期 ― 0.00
25年11月期（予想） ― 3.00 3.00

3. 平成25年11月期の連結業績予想（平成24年12月 1日～平成25年11月30日）  
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 6,000 3.7 230 21.8 170 19.8 70 ― 11.96



(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であります。ただし、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 
本資料に記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）２ページ「(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   ：  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） 25年11月期2Q 5,861,000 株 24年11月期 5,861,000 株
② 期末自己株式数 25年11月期2Q 9,062 株 24年11月期 9,062 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年11月期2Q 5,851,938 株 24年11月期2Q 5,852,972 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権による景気浮揚に向けた経済政策を受け、

円安・株高が進行し、企業業績が回復局面に向かいました。 

一方、建設コンサルタント業界は、前年度からの震災復興需要に加え、国土強靭化を柱とした今後の

公共事業の増加が期待されるものの、現段階においては当初期待していた市場環境に至っておりませ

ん。 

このような状況下、当社グループは、前年度を上回る事業計画を策定し、市場環境の変化に即応でき

る生産体制の確立と、発注者の予算執行が遅れる中で前期繰越案件を加味した業容確保に努めました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、受注高2,652百万円（前年同期比22.5％減）、売上

高3,045百万円（前年同期比7.3％増）、営業利益139百万円（前年同期比35.1％増）、経常利益122百万

円（前年同期比52.8％増）、四半期純利益51百万円（前年同期は233百万円の損失）となりました。 

セグメントごとの業績は、次のとおりであります。 

  

（建設コンサルタント事業） 

主力事業であります建設コンサルタント事業は、受注高1,826百万円（前年同期比18.9％減）、売上

高2,279百万円（前年同期比13.6％増）、営業利益161百万円（前年同期比100.1％増）となりました。 

（情報処理事業） 

情報処理事業は、受注高824百万円（前年同期比29.7％減）、売上高763百万円（前年同期比8.1％

減）、営業利益29百万円（前年同期比61.3％減）となりました。 

（不動産賃貸・管理事業） 

不動産賃貸・管理事業は、当社子会社が主に連結グループ内企業に対してサービスを提供している事

業で、受注高2百万円（前年同期比11.4％増）、売上高2百万円（前年同期比11.4％増）、営業利益4百

万円（前年同期比74.8％減）となりました。 

  

（注）上記セグメント別の売上高は、外部顧客に対する売上高のみを表示しております。 

内部売上高を含む詳細につきましては、８ページ【セグメント情報】をご参照下さい。 

  

（総資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,448百万円減少し、4,749

百万円となりました。これは主として現金及び預金の減少および受取手形・完成業務未収入金等の減少

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負債は、前連結会計年度末に比べ1,488百万円減少し、3,025百

万円となりました。これは主として短期借入金の返済による減少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、前連結会計年度末に比べ39百万円増加し、1,724百

万円となりました。これは主として利益剰余金の増加によるものであります。 

  

現時点において、平成25年１月18日に公表しました業績予想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）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
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２．四半期連結財務諸表 
（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11月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,617,287 1,085,730

受取手形・完成業務未収入金等 2,060,319 1,306,885

未成業務支出金 820,297 691,462

その他 112,518 135,348

貸倒引当金 － △1,191

流動資産合計 4,610,424 3,218,237

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 223,029 215,754

土地 562,001 562,001

その他（純額） 69,174 61,637

有形固定資産合計 854,205 839,393

無形固定資産 154,724 151,019

投資その他の資産   

その他 579,917 537,543

貸倒引当金 △5,460 －

投資その他の資産合計 574,457 537,543

固定資産合計 1,583,386 1,527,956

繰延資産   

社債発行費 4,468 3,676

繰延資産合計 4,468 3,676

資産合計 6,198,278 4,749,869

負債の部   

流動負債   

業務未払金 436,153 333,551

1年内償還予定の社債 72,000 72,000

短期借入金 2,300,000 1,100,000

1年内返済予定の長期借入金 156,280 185,580

未払法人税等 39,043 45,548

受注損失引当金 3,668 5,569

その他 608,695 440,316

流動負債合計 3,615,840 2,182,565

固定負債   

社債 148,000 112,000

長期借入金 213,300 195,860

退職給付引当金 354,131 341,195

役員退職慰労引当金 134,642 136,920

その他 47,951 56,956

固定負債合計 898,025 842,932

負債合計 4,513,865 3,025,497
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年11月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 250,000 250,000

利益剰余金 302,018 335,520

自己株式 △1,508 △1,508

株主資本合計 1,550,510 1,584,012

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,093 6,621

その他の包括利益累計額合計 △2,093 6,621

少数株主持分 135,995 133,737

純資産合計 1,684,412 1,724,371

負債純資産合計 6,198,278 4,749,869
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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：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年５月31日) 

売上高 2,839,403 3,045,961

売上原価 2,182,001 2,359,984

売上総利益 657,401 685,977

販売費及び一般管理費 553,878 546,079

営業利益 103,523 139,898

営業外収益   

受取利息及び配当金 889 542

受取家賃 3,838 4,080

補助金収入 － 5,106

その他 2,453 2,193

営業外収益合計 7,181 11,922

営業外費用   

支払利息 30,131 28,666

その他 572 942

営業外費用合計 30,704 29,608

経常利益 80,000 122,211

特別損失   

固定資産売却損 333,385 －

固定資産除却損 386 4

その他 23 －

特別損失合計 333,794 4

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△253,793 122,207

法人税、住民税及び事業税 54,980 41,577

法人税等調整額 △94,578 23,974

法人税等合計 △39,597 65,552

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△214,195 56,654

少数株主利益 19,385 5,597

四半期純利益又は四半期純損失（△） △233,581 51,056
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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：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△214,195 56,654

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △98 8,715

その他の包括利益合計 △98 8,715

四半期包括利益 △214,294 65,370

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △233,680 59,772

少数株主に係る四半期包括利益 19,385 5,597
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年５月31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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△253,793 122,207

減価償却費 40,580 38,618

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △4,269

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,766 2,278

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,215 △12,936

受注損失引当金の増減額（△は減少） 2,267 1,900

受取利息及び受取配当金 △889 △542

支払利息 30,131 28,666

固定資産売却損益（△は益） 333,385 －

売上債権の増減額（△は増加） 778,747 758,894

たな卸資産の増減額（△は増加） 139,921 128,832

仕入債務の増減額（△は減少） 6,739 △102,601

その他 △104,770 △164,600

小計 962,868 796,448

利息及び配当金の受取額 920 578

利息の支払額 △27,436 △26,329

法人税等の支払額 △36,856 △38,043

法人税等の還付額 － 7,149

営業活動によるキャッシュ・フロー 899,496 739,803

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 △34,259 △359

有形固定資産の売却による収入 140,141 －

無形固定資産の取得による支出 △9,536 △1,485

その他 △72,526 70,922

投資活動によるキャッシュ・フロー 23,820 69,078

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,010,000 △1,200,000

長期借入れによる収入 50,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △116,580 △88,140

自己株式の取得による支出 △33 －

配当金の支払額 △17,559 △17,555

少数株主への配当金の支払額 △7,855 △7,855

その他 △42,661 △58,618

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,144,688 △1,272,168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △221,371 △463,286

現金及び現金同等物の期首残高 1,109,501 1,290,418

現金及び現金同等物の四半期末残高 888,130 827,132
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該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成23年12月１日  至  平成24年５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)  １ セグメント利益の調整額△69,566千円には、セグメント間取引消去△5,054千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△64,512千円が含まれております。全社費用の主なものはグループの管理部門に係る費

用であります。 

 ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成24年12月１日  至  平成25年５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)  １ セグメント利益の調整額△54,802千円には、セグメント間取引消去4,083千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△58,886千円が含まれております。全社費用の主なものはグループの管理部門に係る費用

であります。 

 ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  
  

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

 報告セグメント
調整額 
（注１）

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注２）

建設コンサル
タント事業

情報処理事業
不動産賃貸・
管理事業

計

売上高    

(1) 外部顧客へ
の売上高

2,006,651 830,879 1,871 2,839,403 ─ 2,839,403

(2) セグメント
間の内部売上高

720 36,994 34,181 71,895 △71,895 ─

計 2,007,371 867,874 36,052 2,911,298 △71,895 2,839,403

セグメント利益 80,560 75,447 17,082 173,090 △69,566 103,523

 報告セグメント
調整額 
（注１）

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注２）

建設コンサル
タント事業

情報処理事業
不動産賃貸・
管理事業

計

売上高    

(1) 外部顧客へ
の売上高

2,279,922 763,954 2,084 3,045,961 ─ 3,045,961

(2) セグメント
間の内部売上高

720 44,237 31,377 76,334 △76,334 ─

計 2,280,642 808,191 33,461 3,122,296 △76,334 3,045,961

セグメント利益 161,193 29,200 4,305 194,700 △54,802 139,898

（６）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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