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1.  平成25年11月期第3四半期の連結業績（平成24年12月1日～平成25年8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3四半期 3,629 2.7 △42 ― △69 ― △64 ―
24年11月期第3四半期 3,533 △0.3 △170 ― △205 ― △406 ―

（注）包括利益 25年11月期第3四半期 △59百万円 （―％） 24年11月期第3四半期 △390百万円 （―％）

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3四半期 △11.10 ―
24年11月期第3四半期 △69.37 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年11月期第3四半期 5,638 1,599 26.1
24年11月期 6,198 1,684 25.0
（参考） 自己資本   25年11月期第3四半期  1,473百万円 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外であります。ただし、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財
務諸表に対する四半期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、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、添付資料２ページ「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3Q 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3Q 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3Q 5,851,938 株 24年11月期3Q 5,852,954 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策への期待感から消費が拡大し、輸

出・製造業を中心に企業業績がアップするなど景気動向は上向きとなっております。 

一方、建設コンサルタント業界におきましても、震災復興需要や国土強靭化を柱とした今後の公共事

業の増加が予想されており、活況を呈することが期待されております。 

このような状況下、当社グループは前年度を上回る計画の達成を目論み、生産体制の確立と、利益確

保、新規分野の事業化推進に努めました。受注面では、当四半期に発注の遅延していた業務の予算執行

が進みつつあることから回復の兆しが見えるものの、現時点においては前四半期までの遅れをカバーす

るには至っておりません。 

なお、当社グループは、売上の大半が官公庁からの受注業務が占めるという特性から、第３四半期の

業績は、例年どおり売上高と固定経費がバランスせず営業損失が常態となっております。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、受注高4,037百万円（前年同期比18.7％減）、売上

高3,629百万円（前年同期比2.7％増）、営業損失42百万円（前年同期は170百万円の損失）、経常損失

69百万円（前年同期は205百万円の損失）、四半期純損失64百万円（前年同期は406百万円の損失）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3,038百万円（前年同期比15.3％減）、売上

高2,679百万円（前年同期比13.3％増）、営業利益37百万円（前年同期は145百万円の損失）となりまし

た。 

（情報処理事業） 

情報処理事業は、受注高996百万円（前年同期比27.5％減）、売上高946百万円（前年同期比18.8％

減）、営業利益4百万円（前年同期比92.7％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3百万円（前年同期比8.2％増）、売上高3百万円（前年同期比8.2％増）、営業利益8百万

円（前年同期比63.1％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、７ページ【セグメント情報】をご参照下さい。 

  

（総資産） 

当第３四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560百万円減少し、5,638百

万円となりました。これは主として受取手形・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３四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475百万円減少し、4,038百万

円となりました。これは主として業務未払金及び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３四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84百万円減少し、1,599百

万円となりました。これは主として利益剰余金の減少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３四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,617,287 1,614,689

受取手形・完成業務未収入金等 2,060,319 1,230,230

未成業務支出金 820,297 1,063,037

その他 112,518 167,275

貸倒引当金 － △1,107

流動資産合計 4,610,424 4,074,125

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 223,029 212,116

土地 562,001 562,001

その他（純額） 69,174 68,478

有形固定資産合計 854,205 842,596

無形固定資産 154,724 147,753

投資その他の資産   

その他 579,917 570,436

貸倒引当金 △5,460 －

投資その他の資産合計 574,457 570,436

固定資産合計 1,583,386 1,560,786

繰延資産   

社債発行費 4,468 3,280

繰延資産合計 4,468 3,280

資産合計 6,198,278 5,638,192

負債の部   

流動負債   

業務未払金 436,153 182,673

1年内償還予定の社債 72,000 72,000

短期借入金 2,300,000 2,160,000

1年内返済予定の長期借入金 156,280 183,070

未払法人税等 39,043 28,500

受注損失引当金 3,668 12,168

その他 608,695 601,234

流動負債合計 3,615,840 3,239,646

固定負債   

社債 148,000 112,000

長期借入金 213,300 160,690

退職給付引当金 354,131 333,936

役員退職慰労引当金 134,642 140,355

その他 47,951 51,637

固定負債合計 898,025 798,619

負債合計 4,513,865 4,038,265
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年８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 302,018 219,478

自己株式 △1,508 △1,508

株主資本合計 1,550,510 1,467,970

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 5,648

その他の包括利益累計額合計 △2,093 5,648

少数株主持分 135,995 126,307

純資産合計 1,684,412 1,599,926

負債純資産合計 6,198,278 5,638,192
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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：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年８月31日) 

売上高 3,533,978 3,629,295

売上原価 2,884,878 2,864,078

売上総利益 649,099 765,217

販売費及び一般管理費 819,494 807,451

営業損失（△） △170,395 △42,234

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,384 1,003

受取家賃 6,255 6,273

補助金収入 － 5,106

その他 2,934 3,076

営業外収益合計 10,573 15,460

営業外費用   

支払利息 45,278 41,394

その他 842 1,338

営業外費用合計 46,121 42,732

経常損失（△） △205,942 △69,506

特別利益   

投資有価証券売却益 400 －

特別利益合計 400 －

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損失（△） △539,337 △69,510

法人税、住民税及び事業税 56,869 37,817

法人税等調整額 △205,481 △40,510

法人税等合計 △148,611 △2,693

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △390,725 △66,817

少数株主利益又は少数株主損失（△） 15,308 △1,832

四半期純損失（△） △406,034 △64,984

㈱協和コンサルタンツ(9647)平成25年11月期第3四半期決算短信

5



 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：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △390,725 △66,817

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 328 7,742

その他の包括利益合計 328 7,742

四半期包括利益 △390,397 △59,074

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △405,706 △57,242

少数株主に係る四半期包括利益 15,308 △1,832
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該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成23年12月１日  至  平成24年８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△107,709千円には、セグメント間取引消去△8,489千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△99,220千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 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成24年12月１日  至  平成25年８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△92,920千円には、セグメント間取引消去1,555千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△94,476千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損失と調整を行っております。 

  
  

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）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

2,365,137 1,166,035 2,805 3,533,978 ─ 3,533,978

(2) セグメント
間の内部売上高

720 53,105 51,271 105,097 △105,097 ─

計 2,365,857 1,219,141 54,077 3,639,076 △105,097 3,533,978

セグメント利益
又は損失(△)

△145,823 60,022 23,115 △62,685 △107,709 △170,395

 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

2,679,383 946,876 3,035 3,629,295 ─ 3,629,295

(2) セグメント
間の内部売上高

720 61,532 47,066 109,318 △109,318 ─

計 2,680,103 1,008,408 50,102 3,738,613 △109,318 3,629,295

セグメント利益
又は損失(△)

37,806 4,355 8,525 50,686 △92,920 △42,234

（５）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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