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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説明

 当第３四半期連結累計期間においては国内では熊本地震（４月）、海外では英国のEU離脱決定(６月)などがあり

ましたがわが国経済は消費がやや弱いものの引き続き緩やかに回復しております。

 当社グループの属する建設コンサルタント産業においては、引き続き国内では当初の防災・減災関連業務、イン

フラ長寿命化計画に基づく施設の維持管理関連業務、更には熊本地震災害対応業務が増加しています。一方で海外

では中国経済の先行き不安や開発援助地域におけるテロ活動等の影響で東南アジア地域を中心にプロジェクト発注

の遅延が発生しています。当社グループにおいては、国内では今年度予算の早期発注に伴う受注が前期を大きく上

回り、好調に推移しております。一方海外では橋梁・鉄道などの大規模プロジェクトの受注が軟調です。 

 このような状況で、当社グループでは国内外の事業領域の拡大、自治体の受注拡大と、業務改革によるコストダ

ウンを進めております。 

 なお、第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13

日）等を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

 当第３四半期連結累計期間における当社グループ全体の業績といたしましては、受注高は194億35百万円（前年同

四半期連結累計期間比12.9％増）、売上高は191億円（前年同四半期連結累計期間比1.0％減）となりました。 

 利益面では、営業利益７億42百万円（前年同四半期連結累計期間比10.3％減）、経常利益６億19百万円（前年同

四半期連結累計期間比29.0％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益55百万円（前年同四半期連結累計期間比

86.1％減）となりました。 

また、当社グループの売上高は、受注の大半が官需という特性により、第２四半期以降に偏る傾向があります。

 セグメントごとの概況は次のとおりであります。 

〔コンサルタント事業〕 

 当第３四半期連結累計期間の状況は、受注高186億81百万円（前年同四半期連結累計期間比11.7％増）、売上高

186億９百万円（前年同四半期連結累計期間比2.3％減）となりました。

〔サービスプロバイダ事業〕 

 当第３四半期連結累計期間の状況は、受注高５億46百万円（前年同四半期連結累計期間比82.6％増）、売上高３

億84百万円（前年同四半期連結累計期間比174.4％増）となりました。 

〔プロダクツ事業〕 

 当第３四半期連結累計期間の状況は、受注高２億８百万円（前年同四半期連結累計期間比10.5％増）、売上高１

億６百万円（前年同四半期連結累計期間比6.3％増）となりました。 

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年８月５日に公表いたしました連結業績予想に変更はありません。

２．サマリー情報（注記事項）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

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。
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（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「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25年９月13日。以下「連結会計基準」

という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等

会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社

の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用とし

て計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合について

は、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半

期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分

から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累

計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。 

 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事

業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点か

ら将来にわたって適用しております。 

なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用） 

 法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号 平成28年６月17日）を当第３四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建

物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる損益に与える影響はありません。
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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27年９月30日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 3,846 6,838 

受取手形及び完成業務未収入金 3,217 1,690 

有価証券 97 76 

未成業務支出金 4,216 4,641 

原材料及び貯蔵品 23 18 

繰延税金資産 317 223 

その他 257 186 

貸倒引当金 △7 △11 

流動資産合計 11,969 13,663 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 1,347 1,283 

土地 2,026 2,026 

リース資産（純額） 224 188 

その他（純額） 239 434 

有形固定資産合計 3,837 3,933 

無形固定資産    

のれん 538 34 

その他 158 149 

無形固定資産合計 696 184 

投資その他の資産    

投資有価証券 580 487 

差入保証金 552 549 

保険積立金 588 589 

長期預金 30 － 

繰延税金資産 965 1,045 

その他 640 568 

貸倒引当金 △137 △99 

投資その他の資産合計 3,219 3,139 

固定資産合計 7,754 7,257 

資産合計 19,723 20,921 
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（単位：百万円） 

前連結会計年度 
(平成27年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成28年６月30日) 

負債の部 

流動負債 

業務未払金 1,041 743 

1年内返済予定の長期借入金 342 280 

リース債務 66 70 

未払法人税等 41 204 

未払消費税等 213 440 

未払費用 1,019 1,091 

未成業務受入金 2,136 3,005 

賞与引当金 110 81 

受注損失引当金 87 93 

その他 328 469 

流動負債合計 5,388 6,480 

固定負債 

長期借入金 684 842 

リース債務 176 135 

退職給付に係る負債 2,215 2,289 

その他 15 23 

固定負債合計 3,091 3,290 

負債合計 8,479 9,771 

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,107 3,107 

資本剰余金 4,884 4,884 

利益剰余金 3,230 3,196 

自己株式 △248 △227 

株主資本合計 10,975 10,961 

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 115 22 

繰延ヘッジ損益 △20 － 

為替換算調整勘定 32 17 

退職給付に係る調整累計額 21 45 

その他の包括利益累計額合計 148 84 

非支配株主持分 119 104 

純資産合計 11,243 11,150 

負債純資産合計 19,723 20,921 
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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26年10月１日 

 至 平成27年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年10月１日 
 至 平成28年６月30日) 

売上高 19,294 19,100 

売上原価 13,816 13,643 

売上総利益 5,477 5,457 

販売費及び一般管理費 4,650 4,715 

営業利益 827 742 

営業外収益    

受取利息 2 1 

受取配当金 11 6 

受取家賃 14 13 

投資事業組合運用益 13 2 

為替差益 42 － 

雑収入 22 24 

営業外収益合計 106 48 

営業外費用    

支払利息 52 56 

投資事業組合運用損 2 2 

為替差損 － 97 

雑損失 6 15 

営業外費用合計 61 171 

経常利益 873 619 

特別損失    

固定資産除却損 5 － 

減損損失 － 328 

特別損失合計 5 328 

税金等調整前四半期純利益 867 291 

法人税、住民税及び事業税 362 226 

法人税等調整額 88 3 

法人税等合計 451 230 

四半期純利益 416 61 

非支配株主に帰属する四半期純利益 15 5 

親会社株主に帰属する四半期純利益 400 55 
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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26年10月１日 

 至 平成27年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年10月１日 
 至 平成28年６月30日) 

四半期純利益 416 61 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 43 △93 

繰延ヘッジ損益 △5 20 

為替換算調整勘定 10 △24 

退職給付に係る調整額 △10 23 

その他の包括利益合計 37 △73 

四半期包括利益 453 △12 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 434 △8 

非支配株主に係る四半期包括利益 19 △3 
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

４．補足情報

受注及び販売の状況

（１）受注状況

当第３四半期連結累計期間の受注状況をセグメントごとに示すと、つぎのとおりであります。

セグメントの名称 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

（％）

コンサルタント事業 18,681 111.7 16,215 99.6

サービスプロバイダ事業 546 182.6 610 174.8

プロダクツ事業 208 110.5 376 136.8

合計 19,435 112.9 17,203 101.8

（注）金額は販売価格によっており、消費税等が含まれておりません。

（２）販売実績

当第３四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、つぎのとおりであります。

セグメントの名称
当第3四半期連結累計期間

（自 平成27年10月１日
至 平成28年６月30日）

前年同四半期比（％）

コンサルタント事業（百万円） 18,609 97.7

サービスプロバイダ事業（百万円） 384 274.4

プロダクツ事業（百万円） 106 106.3

合計（百万円） 19,100 99.0

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．セグメント間の取引については相殺消去しております。
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