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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

 当第１四半期連結累計期間において、政府が12月に決定した2016年度予算案は、一般会計の当初予算としては４

年連続で過去最大であり、国の公共事業費もほぼ横ばいながら４年連続増となりました。公共投資としては防災・

減災対策、インフラ老朽化対策に加えて、経済成長につながる社会資本整備の充実に重点を置かれています。当四

半期は建設コンサルタント業界の受注は一段落いたしましたが、2016年度予算業務は早期発注が進むことが予想さ

れております。当社グループの業務の稼動は国内外とも順調に進んでおりますが、併せて新規業務の受注に取組ん

でまいります。 

当第１四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51億94百万円（前年同

四半期連結累計期間比8.0％減）、売上高は22億72百万円（同24.6％減）となりました。 

利益面では、営業損失10億93百万円（前年同四半期連結累計期間６億63百万円の営業損失）、経常損失10億96百

万円（前年同四半期連結累計期間６億29百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する四半期純損失７億53百万円

（前年同四半期連結累計期間４億34百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりました。

 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、「四半期純損失」を「親会社株主に帰属する四半期純損失」としております。 

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１四半期連結累計期間の状況は、受注高49億63百万円（前年同四半期連結累計期間比8.5％減）、売上高21

億95百万円（同25.8％減）となりました。

〔サービスプロバイダ事業〕 

当第１四半期連結累計期間の状況は、受注高１億79百万円（前年同四半期連結累計期間比7.1％減）、売上高54

百万円（同11.8％増）となりました。 

〔プロダクツ事業〕 

 当第１四半期連結累計期間の状況は、受注高52百万円（前年同四半期連結累計期間比62.7％増）、売上高22百万

円（同309.6％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27年11月13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。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（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。）等を当第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、当第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１四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、当第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１四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１四半期連結会計期間 

(平成27年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 3,846 3,432 

受取手形及び完成業務未収入金 3,217 2,138 

有価証券 97 90 

未成業務支出金 4,216 6,848 

原材料及び貯蔵品 23 20 

繰延税金資産 317 684 

その他 257 284 

貸倒引当金 △7 △6 

流動資産合計 11,969 13,493 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 1,347 1,325 

土地 2,026 2,026 

リース資産（純額） 224 221 

その他（純額） 239 345 

有形固定資産合計 3,837 3,919 

無形固定資産    

のれん 538 480 

その他 158 159 

無形固定資産合計 696 639 

投資その他の資産    

投資有価証券 580 598 

差入保証金 552 565 

保険積立金 588 588 

長期預金 30 33 

繰延税金資産 965 964 

その他 640 640 

貸倒引当金 △137 △138 

投資その他の資産合計 3,219 3,253 

固定資産合計 7,754 7,812 

資産合計 19,723 21,306 
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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１四半期連結会計期間 

(平成27年12月31日) 

負債の部    

流動負債    

業務未払金 1,041 930 

短期借入金 － 2,365 

1年内返済予定の長期借入金 342 307 

リース債務 66 69 

未払法人税等 41 70 

未払消費税等 213 4 

未払費用 1,019 678 

未成業務受入金 2,136 2,883 

賞与引当金 110 71 

受注損失引当金 87 93 

その他 328 364 

流動負債合計 5,388 7,838 

固定負債    

長期借入金 684 633 

リース債務 176 170 

退職給付に係る負債 2,215 2,245 

その他 15 22 

固定負債合計 3,091 3,072 

負債合計 8,479 10,910 

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 2,387 

自己株式 △248 △243 

株主資本合計 10,975 10,136 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 115 119 

繰延ヘッジ損益 △20 △12 

為替換算調整勘定 32 15 

退職給付に係る調整累計額 21 29 

その他の包括利益累計額合計 148 151 

非支配株主持分 119 107 

純資産合計 11,243 10,395 

負債純資産合計 19,723 21,306 
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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１四半期連結累計期間）

（単位：百万円） 

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年10月１日 
至 平成26年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年10月１日 
至 平成27年12月31日) 

売上高 3,014 2,272 

売上原価 2,250 1,801 

売上総利益 763 470 

販売費及び一般管理費 1,427 1,563 

営業損失（△） △663 △1,093 

営業外収益 

受取利息 0 0 

受取配当金 1 2 

受取家賃 4 4 

為替差益 40 － 

雑収入 5 6 

営業外収益合計 53 14 

営業外費用 

支払利息 13 13 

為替差損 － 0 

雑損失 5 3 

営業外費用合計 19 17 

経常損失（△） △629 △1,096 

税金等調整前四半期純損失（△） △629 △1,096 

法人税、住民税及び事業税 60 29 

法人税等調整額 △243 △372 

法人税等合計 △182 △342 

四半期純損失（△） △446 △753 

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△） 
△11 0 

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △434 △753 
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（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：百万円） 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年10月１日 

 至 平成26年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年10月１日 
 至 平成27年12月31日) 

四半期純損失（△） △446 △753 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △6 4 

繰延ヘッジ損益 △19 8 

為替換算調整勘定 11 △29 

退職給付に係る調整額 △3 7 

その他の包括利益合計 △17 △9 

四半期包括利益 △464 △762 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 △457 △750 

非支配株主に係る四半期包括利益 △6 △12 
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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１四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、次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 4,963 91.5 18,905 89.7

サービスプロバイダ事業 179 92.9 573 171.5

プロダクツ事業 52 162.7 305 142.5

合計 5,194 92.0 19,784 91.5

（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１四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、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第1四半期連結累計期間

（自 平成27年10月１日
至 平成27年12月31日）

前年同四半期比（％）

コンサルタント事業（百万円） 2,195 74.2

サービスプロバイダ事業（百万円） 54 111.8

プロダクツ事業（百万円） 22 409.6

合計（百万円） 2,272 75.4

（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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