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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第67期

第１四半期
連結累計期間

第68期
第１四半期
連結累計期間

第67期

会計期間
自　平成28年１月１日
至　平成28年３月31日

自　平成29年１月１日
至　平成29年３月31日

自　平成28年１月１日
至　平成28年12月31日

売上高 (千円) 3,675,976 4,282,472 16,402,166

経常利益 (千円) 504,202 637,453 835,197

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 370,987 418,167 314,525

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 195,480 419,224 193,587

純資産額 (千円) 16,416,330 16,404,753 16,199,983

総資産額 (千円) 24,794,074 25,094,414 22,752,808

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 38.06 42.90 32.27

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 66.2 65.4 71.2
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含めておりません。

３．「潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額」については、潜在株式が存在していないため記載

しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

水と環境のコンサルタントを取り巻く事業環境に関しては、上下水道事業の中心課題が建設から管理運営に移行

する中で、既存施設の調査及び改築更新に関する業務、事業経営の効率化・透明化に向けた業務、地震対策・浸水

対策等の災害関連業務のニーズが高まり、堅調に推移しました。当社グループは、水と環境に関する総合的な技術

力、上下水道事業をサポートする各種情報システム、先進的な災害対策技術等により、これらの事業ニーズに積極

的に対応してまいりました。

この結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの業績は、受注高は2,054百万円(前年同期比25.4％

増)、連結売上高は4,282百万円(同16.5％増)となりました。

利益面では、営業利益は640百万円(前年同期比27.2％増)、経常利益は637百万円(同26.4％増)、親会社株主に帰

属する四半期純利益は418百万円(同12.7％増)となりました。

 
セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。

（国内業務）

国内事業については、ストックを活用した効率的な改築更新業務、企業会計移行及び経営支援業務、施設の耐震

化業務、雨水対策業務、低炭素社会形成業務等に取り組んでまいりました。

この結果、受注高は1,840百万円(前年同期比166.5％増)、売上高は2,830百万円(同1.7％増)、営業利益は494百万

円(同12.4％増)となりました。

 
（海外業務）

海外事業については、アジア・中東地域を中心とする新興国における水インフラの整備や上下水道事業の運営能

力構築等に取り組んでまいりました。

この結果、受注高は、当第1四半期は大型の新規受注が無かったため213百万円(同77.5％減)となりました。売上

高は1,414百万円(同63.4％増)、営業利益は130百万円(同163.8％増)となりました。
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(2) 財政状態の変動状況

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金や完成業務未収入金の増加等により前連結会計年

度末と比較して2,341百万円増加し25,094百万円となりました。

負債は、未成業務受入金の増加等により、2,136百万円増加し8,689百万円となりました。

純資産は、利益剰余金の増加等により204百万円増加し16,404百万円となりました。この結果、自己資本比率は

65.4％となりました。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、65百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 32,000,000

計 32,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成29年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年５月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 10,048,000 10,048,000
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株でありま
す。

計 10,048,000 10,048,000 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成29年１月１日～
平成29年３月31日

― 10,048,000 ― 520,000 ― 300,120
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成28年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

① 【発行済株式】

   平成29年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式 300,000
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 9,746,600
 

97,466 ―

単元未満株式 普通株式 1,400
 

― ―

発行済株式総数 10,048,000 ― ―

総株主の議決権 ― 97,466 ―
 

(注) １．「完全議決権株式（その他）」の株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式が400株含まれておりま

す。また、「議決権の数」の欄には、当該株式に係る議決権 ４個が含まれております。

２．「単元未満株式」の株式数の欄には、自己株式78株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  平成29年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社ＮＪＳ

東京都港区芝浦一丁目１
番１号

300,000 ― 300,000 2.99

計 ― 300,000 ― 300,000 2.99
 

(注) 平成29年３月31日現在の単元未満自己株式数は78株となっております。
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２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成29年１月１日から平成

29年３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成29年１月１日から平成29年３月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【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28年12月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 11,968,203 12,988,474

  完成業務未収入金 810,842 1,764,571

  未成業務支出金 4,725,407 4,905,043

  その他 873,556 1,103,325

  貸倒引当金 △63,484 △62,168

  流動資産合計 18,314,526 20,699,246

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,138,023 1,124,648

   土地 1,319,323 1,319,323

   その他（純額） 82,330 79,294

   有形固定資産合計 2,539,677 2,523,266

  無形固定資産 105,759 100,722

  投資その他の資産   

   投資有価証券 818,757 805,396

   その他 1,154,978 1,141,674

   貸倒引当金 △180,890 △175,892

   投資その他の資産合計 1,792,844 1,771,178

  固定資産合計 4,438,281 4,395,167

 資産合計 22,752,808 25,094,414
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年12月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  業務未払金 594,827 654,379

  未払法人税等 287,989 583,640

  未成業務受入金 2,309,590 4,017,933

  賞与引当金 397,299 783,106

  受注損失引当金 263,360 188,169

  損害補償損失引当金 240,000 223,580

  その他 1,032,836 832,702

  流動負債合計 5,125,904 7,283,511

 固定負債   

  退職給付に係る負債 1,244,979 1,224,345

  その他 181,941 181,804

  固定負債合計 1,426,921 1,406,149

 負債合計 6,552,825 8,689,660

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 520,000 520,000

  資本剰余金 300,120 300,120

  利益剰余金 15,461,972 15,665,686

  自己株式 △399,044 △399,044

  株主資本合計 15,883,048 16,086,762

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 358,446 356,874

  退職給付に係る調整累計額 △22,766 △17,451

  為替換算調整勘定 △18,746 △21,431

  その他の包括利益累計額合計 316,934 317,990

 純資産合計 16,199,983 16,404,753

負債純資産合計 22,752,808 25,094,414
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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：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年３月31日)

売上高 3,675,976 4,282,472

売上原価 2,259,453 2,794,890

売上総利益 1,416,522 1,487,582

販売費及び一般管理費 912,886 846,859

営業利益 503,636 640,722

営業外収益   

 受取利息 9,324 2,256

 受取配当金 2,148 2,262

 その他 3,302 3,883

 営業外収益合計 14,774 8,402

営業外費用   

 為替差損 13,874 11,149

 支払利息 333 180

 その他 ― 341

 営業外費用合計 14,208 11,671

経常利益 504,202 637,453

特別利益   

 投資有価証券売却益 66,858 5,753

 特別利益合計 66,858 5,753

特別損失   

 違約金等 ― 54,512

 特別損失合計 ― 54,512

税金等調整前四半期純利益 571,060 588,693

法人税、住民税及び事業税 363,639 274,197

法人税等調整額 △163,566 △103,671

法人税等合計 200,072 170,526

四半期純利益 370,987 418,167

親会社株主に帰属する四半期純利益 370,987 418,167
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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：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年３月31日)

四半期純利益 370,987 418,167

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △155,368 △1,572

 為替換算調整勘定 △16,888 △2,685

 退職給付に係る調整額 △3,249 5,314

 その他の包括利益合計 △175,507 1,056

四半期包括利益 195,480 419,224

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 195,480 419,224

 非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

 
(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当第１

四半期連結会計期間から適用しております。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

偶発債務

 (訴訟関係)

当社の連結子会社である、在コスタリカ国の現地法人CONSORCIO NJS-SOGREAH S.A.は、社外委託先の現地測量業

者より、未払委託料及び精神的被害等に係る損害賠償の合計1,322千USドル（約148,000千円）の支払いを求める訴

訟を、コスタリカ国サンホセ地方裁判所に提起されております。

原告の測量業者は測量業の営業許可を有していないことを隠蔽したうえで業務を請け負っており、当社といたし

ましては委託契約の無効を主張し係争中であります。

 

(四半期連結損益計算書関係)

前第１四半期連結累計期間(自　平成28年１月１日　至　平成28年３月31日)及び当第１四半期連結累計期間(自　平成

29年１月１日　至　平成29年３月31日)

当社グループの売上高は、通常の業務の形態として、第２四半期に完成する業務の割合が大きいため、各四半期

連結会計期間に比べ第２四半期連結会計期間の売上高が増加する傾向にあり業績に季節的変動があります。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成28年１月１日
至　平成28年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日
至　平成29年３月31日)

減価償却費 31,230千円 31,199千円
 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間(自　平成28年１月１日　至　平成28年３月31日)

　　配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年３月30日
定時株主総会

普通株式 214,454 22 平成27年12月31日 平成28年３月31日 利益剰余金
 

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間(自　平成29年１月１日　至　平成29年３月31日)

　　配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年３月24日
定時株主総会

普通株式 214,454 22 平成28年12月31日 平成29年３月27日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自　平成28年１月１日　至　平成28年３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)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３国内業務 海外業務 計

売上高        

外部顧客への売上高 2,782,223 865,959 3,648,183 27,792 3,675,976 ― 3,675,976

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― ―

計 2,782,223 865,959 3,648,183 27,792 3,675,976 ― 3,675,976

セグメント利益 440,009 49,522 489,531 14,636 504,167 △531 503,636
 

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を行っておりま

す。

２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

３．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。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自　平成29年１月１日　至　平成29年３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)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３国内業務 海外業務 計

売上高        

外部顧客への売上高 2,814,656 1,413,968 4,228,624 53,848 4,282,472 ― 4,282,472

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

15,708 600 16,308 ― 16,308 △16,308 ―

計 2,830,364 1,414,568 4,244,932 53,848 4,298,780 △16,308 4,282,472

セグメント利益 494,662 130,644 625,307 17,565 642,873 △2,150 640,722
 

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を行っておりま

す。

２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

３．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。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自　平成28年１月１日
至　平成28年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日
至　平成29年３月31日)

１株当たり四半期純利益金額 38円06銭 42円90銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 370,987 418,167

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る
親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円)

370,987 418,167

普通株式の期中平均株式数(千株) 9,747 9,747
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成29年５月12日

株式会社ＮＪＳ

取締役会  御中

　

東陽監査法人
 

指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士   小　　林　　伸　　行   印
 

　

指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士   浅　　山　　英　　夫   印
 

　

指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士   片　　桐　　太　　郎   印
 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＮＪＳ

の平成29年１月１日から平成29年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成29年１月１日から平成29

年３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成29年１月１日から平成29年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＮＪＳ及び連結子会社の平成29年３月31日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
 

EDINET提出書類

株式会社ＮＪＳ(E05299)

四半期報告書

18/18


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(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
	四半期連結包括利益計算書
	第１四半期連結累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

