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平成１８年６月期  中間決算短信（非連結） 
平成18年 2月 10日 

会 社 名       株式会社 福山コンサルタント 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 
コード番号       ９６０８ 本社所在都道府県 福岡県 
（ＵＲＬ http://www.fukuyamaconsul.co.jp ）  
代 表 者 役 職 名 代表取締役社長  
 氏 名 山本 洋一  
問い合わせ先 責任者役職名 広報担当取締役  
 氏 名 柴田 貴徳 ＴＥＬ（０９２）４７１－０２１１ 
決算取締役会開催日 平成18年 2月 10日 中間配当制度の有無  有 
中間配当支払開始日 平成－年－月－日 単元株制度採用の有無 有（1単元1,000株） 
 
１． 17年 12月中間期の業績（平成17年 7月 1日～平成17年 12月 31日） 
  (1) 経営成績                                    （注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しています。 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 
          百万円       ％        百万円        ％        百万円        ％ 
17年 12月中間期        715  （  △7.9 ）     △305  （   －   ）      △292  （   －   ） 
16年 12月中間期        776  （  △4.6 ）     △304  （   －   ）      △298  （   －   ） 
17年 6月期      5,024       221        226 
 

 中間（当期）純利益 １株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
1株当たり中間（当期）純利益 

          百万円       ％          円      銭             円      銭 
17年 12月中間期      △189   （   －  ）       △44      56       － 
16年 12月中間期      △194   （   －  ）       △45      68       － 
17年 6月期        111        25      13       － 
（注）①持分法投資損益 17年 12月中間期  －百万円 16年 12月中間期 －百万円 17年 6月期 －百万円 
      ②期中平均株式数 17年 12月中間期4,250,342株16年 12月中間期4,254,058株17年 6月期4,253,348株 
      ③会計処理の方法の変更     無 
      ④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

(2) 配当状況 
 １株当たり中間配当金 １株当たり年間配当金 
           円    銭          円    銭 
17年 12月中間期          0    00  
16年 12月中間期          0    00  
17年 6月期         10    00 

  (3) 財政状態 

 総  資  産 株 主 資 本 株主資本比率 1株当たり株主資本 
            百万円            百万円              ％ 円     銭 
17年 12月中間期       4,076       2,536        62.2      596     90 
16年 12月中間期       4,535       2,428        53.5      570     96 
17年 6月期       3,989       2,740        68.7      643     50 

 （注）①期末発行済株式数 17年 12月中間期4,248,977株 16年 12月中間期4,253,474株 17年 6月期4,252,044株 
     ②期末自己株式数  17年 12月中間期10,223株  16年 12月中間期5,726株  17年 6月期7,156株 
  (4) キャッシュ・フローの状況 

 営業活動による         
キャッシュ・フロー 

投資活動による         
キャッシュ・フロー 

財務活動による         
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期  末  残  高 

          百万円           百万円           百万円           百万円 
17年 12月中間期 △1,485 △64 656 571 
16年 12月中間期 △1,896 13 1,087 643 
17年 6月期 62 5 △43 1,463 

 

２． 18年 6月期の業績予想（平成17年 7月 1日～平成18年 6月 30日） 
１株当たり年間配当金              

売 上 高     経常利益 当期純利益 
期  末  

 百万円 百万円 百万円     円  銭     円  銭 
通   期          5,100        180        90    8  00    8  00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  21円 18銭 
※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含
んでいます。実際の業績は、今後様々な要因によって、大きく異なる結果となる可能性があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の8頁を参照してください。 
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（添付資料） 

１．企業集団の状況 

当社は単独で建設コンサルタント事業を営んでおり、国や地方公共団体等を主な顧客として、調査、計画、設計

を主要業務としています。 

 

顧   客 

 

              業務委託           成果品 

 

当   社 
[地域マネジメント事業分野]  
・都市及び地方計画部門 

[環境マネジメント事業分野] 
・建設環境部門  
・造園部門 

[交通マネジメント事業分野] 
・道路部門 
・鉄道部門 

[アセットマネジメント事業分野] 
・鋼構造及びコンクリート部門 

   ・トンネル部門 
   ・河川、砂防及び海岸・海洋部門 
   ・土質及び基礎部門 
   ・地質部門 
   ・施工計画、施工設備及び積算部門 

         （注）建設コンサルタント登録を受けている部門を記載しています。 

 

２．経営方針 

（1） 会社の経営の基本方針 

長期的かつ戦略的な視点から、以下に示す５つの基本方針のもと、経営基盤の強化および企業価値の向上に取り組

んでいます。基本方針の実践については、長期構想（10年を目安）、中期戦略(戦略マニフェスト方式：３年を目安と

する、重点戦略の実行手法)、短期戦術(フレームスライド方式：1 年単位での売上高等の動向に応じて施策を実施す

る手法)という体系的な経営手法により進めています。 

  

① “福山オリジナル”で経営基盤強化 

経営全般にわたる“福山オリジナル”の追求をキーワードとする「長期プラン：F－２０１０プラン」を第40
期（平成13年 7月）からスタートさせましたが、新たに第43期（平成16年 7月）から「Ｖｅｒ．２」を立ち

上げ、中長期を展望したシナリオと戦略の立案・実行により経営基盤の強化に取り組んでいます。 

② 機動的な経営手法で利益指向体質へ 

経営環境の動向が不透明な中、安定的に利益を確保するために、受注高の変動（±）に応じてタイムリーに

経費を変動（±）させる手法（フレームスライド方式）をほぼ確立し、定着させつつあります。これにより、

売上高の確保とあわせて、利益指向体質の強化を図ります。 

③ “基本は技術”を理念とした研究開発の推進  

“基本は技術”の理念のもとに、長期プランにおいて研究開発を最重要方針の１つとして位置付け、学位レベ

ルの先端技術の研究開発に取り組んでいます。研究成果については、逐次商品化や特許申請を行うなど、技術競

争に勝ち抜くための強力な武器として実戦的に活用しています。 

④ ステークホルダー（利害関係者）の満足度の向上 

株主、顧客、従業員それぞれの満足度の向上が企業経営の基本であるとの認識のもと、収益力の強化、成果

品の品質向上、労務環境の改善等に取り組んでいます。またその中で、安定的な雇用確保を継続しています。 

⑤ 株主資本の効率的運用による安定配当の継続 

長期プランにおいて株主各位への事業成果の還元を最重要方針の１つとして位置付け、株主資本当期純利益率

（ＲＯＥ）５％以上（平成 17 年 6 月期 4.1％）の達成及び１株当たり年間８円以上（同１０円）の配当の継続

に総力を傾注しています。 
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（2）会社の利益配分に関する基本方針 

株主配当、従業員賞与、内部留保金について、相互のバランスを勘案しつつ利益の達成水準に応じて段階的に配分

する成果還元方式を基本方針としています。 

配当政策については、配当性向および配当利回りと長期プラスムレートの動向などから総合的に決定しています。 

内部留保した資金の使途については、今後の事業展開の原資、不測の事態への備え、および発注者（国や地方公共

団体）の指名業者選定時の重要な指標の１つである自己資本比率向上のための充当を予定しています。 

 

（3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

株式の流動性向上および投資家層の拡大を図る上で、投資単位の引下げは重要な経営判断事項と認識しており、現

在慎重に検討を進めています。 

 

（4）目標とする経営指標 

目標とする経営指標と中期の目標水準は以下に示すとおりです。 

 

経営指標 17年 6月期実績 中期の目標水準 

株主資本当期純利益率（ＲＯＥ） 4.1％（3.6％） 5.0％以上 

１株当たり年間配当金 10円（10円） ８円以上 

株主資本比率 68.7％（64.0％） 70.0％ 

（注）（ ）は16年 6月期実績 

 

（5）中長期的な会社の経営戦略 

   核とする経営戦略は以下のとおりです。 

① 企業経営の枠組みとなる新たな成長モデルへのシフト（増収増益⇒減収増益⇒スイッチバック型） 

② 高付加価値型（マネジメント／ソリューション系）事業拡大に向けた資源の選択と集中 

③ 現行の地域事業部制に事業部門制を加えたマトリクス型事業展開方式の構築 

④ 企業・大学との連携・提携によるネットワーク形成を通じた組織力強化 

⑤ 福山オリジナルな知財戦略経営理論の確立および「技術開発⇒商品化⇒造注」の新たなビジネスモデル構築 

⑥ 地域密着かつ提案型営業による地域マーケットの拡大 

⑦ 複線的キャリアパス制度による人材の育成および活用 

⑧ 経営および従業員に対する総合的なセーフティネット施策の推進 

 

（6）会社の対処すべき課題 

上記(5)の経営戦略の狙いが、対処すべき基本的な課題と認識しています。各戦略の進捗状況とその効果を確認・

評価しながら、着実に成果目標を達成していく所存です。 

 さらに留意しておくべき課題として、企業の社会的責任（ＣＳＲ）への対応、および当社が属する建設コンサルタ

ント業界の再編、他の産業分野からのＴＯＢなどによる事業参入等への対応があり、現在鋭意検討を進めています。 
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（7）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

取締役会は経営の意思決定を、事業推進連絡会議は業務の執行を、また、監査役会は監視を主な役割として、企

業価値を高めるために、それぞれが健全で透明性が高く、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営管理体

制の構築と運用をコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としています。 

具体的な体制は、下図のとおりです。 

　 　   　　      選任・解任

会計監査 会計監査

　　　　選任・解任

助言・指導

相談

事業推進連絡会議

運営会議
（各事業部）

企画室・
総務管
理部等

顧問弁護士リスク管理部

代表取締役社長

株主総会

　　　 　   　選任・解任 　　　　             　　  　　選任・解任

監査役会取締役会会計監査人

業務監査

 

 

② コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

   ａ．会社の機関の内容 

    ⅰ．取締役会・執行役員 

取締役会は取締役 4名で構成しています。平成 15 年 9月から取締役任期 1年制を導入し、機動的な体制人

事を可能とするとともに、緊張感をもって職責遂行に取り組んでいます。 

具体的には、取締役会を毎月1回開催を原則とし、経営計画の達成状況、主要財務指標の月次チェック、当

社独自の「財務管理システム」に基づく資金計画、および経営戦略の方針、人事など重要事項を決定していま

す。また、執行役員制度を導入し、取締役会の決定にもとづいた機動的な事業執行を推進しています。 
ⅱ．監査役会 

監査役制度を導入しており、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の計3名で構成し、取締役の職責執行と組

織運営を監視する体制を整えています。 

なお、平成 17 年 9 月開催の定時株主総会において、事業内容に詳しい常勤監査役 1名と、税務・法務に精

通した社外監査役2名体制を整え、より一層の機能強化を図りました。当社と社外監査役との取引関係その他

の利害関係はありません。 

ⅲ．事業推進連絡会議・運営会議 

取締役会に併せて、事業執行部門幹部を主なメンバーとする事業推進連絡会議を毎月開催しています。本会

は、長期プランや年次経営計画の実現に向けて、受注状況から業務遂行について幅広く討議を行い、必要に応

じて取締役会へ方針や施策等の具申をしています。また、事業部ごとに運営会議を開催し、取締役会および事

業推進連絡会議で決定した事項について、従業員への周知並びに指示を行っています。 

 

  ｂ．内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況 

取締役会、監査役会、事業推進連絡会議等が職責を遂行し、適切な情報伝達を行うことで内部統制システムを

構築しています。また、予算計画を含む年次経営計画や経営全般にわたる各種規程を整備し、従業員に周知徹底

しています。 

また、リスクの予防および発生時の対応に備えて、社長直属のリスク管理部を設置し、運用しています。 

加えて、顧問弁護士等の社外専門家と密接な関係を保ち、法律上の判断を必要とする場合に適宜アドバイスを

受けています。 
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ｃ．内部監査および監査役監査、会計監査の状況 

内部監査については、リスク管理部を中心に実施しています。さらに内部監査機能の拡充に向けて、検討を進

めています。 

監査役監査については、取締役会への出席などを通じ、取締役の職責執行と組織運営を監視するとともに、会

計監査人との意見交換や連携により、実施しています。 

会計監査については、中央青山監査法人と監査契約を結び、当該監査法人へ正確かつオープンに経営情報を提

供することにより、適正な監査を受ける状況を整備しています。 

・業務を執行した監査法人の氏名 

中央青山監査法人 
指定社員 
業務執行社員 

公認会計士 丸林信幸 

指定社員 
業務執行社員 公認会計士 工藤重之 

会計監査業務に係る補助者は公認会計士3名、会計士補2名です。 

なお、当社と中央青山監査法人との間には、公認会計士法により記載すべき利害関係はありません。 

 

③ 当社と当社の社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要 

社外取締役はいません。また、当社と社外監査役2名には特別な利害関係はなく、客観的な立場で監査役の職

務を行っています。 

 

④ コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

平成17年 9月開催の定時株主総会において、社外監査役1名から2名体制としました。 

経営環境の変化に迅速に対処する仕組みとして、各事業部を結ぶテレビ会議システムの導入に着手しました。 

経営情報開示の一環として、平成17年 8月に日本アナリスト協会において会社説明会を開催しました。外部向け

説明会については、今後も積極的に取り組んでいく予定です。 

 

（８）親会社等に関する事項 

    該当事項はありません。 
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（９）内部管理体制の整備・運用状況 

① 会社の内部牽制組織、組織上の業務部門および管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の

整備の状況 

事業部機構（各事業部）と本社機構（企画室・総務管理部等）の業務分掌を明確にすることで牽制組織の強化

を図っています。なお、具体的な配置状況および機能については、「(7)①コーポレート・ガバナンスに関する基

本的な考え方」および「(7)②ｂ．内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況」に記載のとおりです。 

社内規程については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程、内部情報および内部者取引管理規

程などを整備し、周知徹底を図っています。 
② 内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

平成 17 年 2 月に、従業員に組織規程など冊子「規程集」を配布しました。既存の規程については、必要に応

じて見直しを行っています。 

また、平成 17 年 4 月 1 日より施行された個人情報保護法に基づき、個人情報保護方針を定め、個人情報の取

扱いについて社内に対し周知徹底を図りました。 

 

（10）その他、会社の運営上の重要な事項 

    該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 
（1） 経営成績 

① 当中間期の概況 

当中間期におけるわが国の経済は、原油高騰など一部に懸念材料はあるものの、企業収益や雇用環境の改善、

株価の上昇、さらにはこれらを背景とした個人消費の持ち直しなど、緩やかな回復基調で推移しました。 

他方、当社の属する建設コンサルタント業界は、慢性的な財政難を背景に、国や地方自治体の社会資本整備関

係予算の縮減基調と、それに伴う低価格入札競争の激化に歯止めがかからず、受注環境はますます厳しさを増し

ています。 

平成 17 年 8 月「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の基本方針が閣議決定され、社会資本整備は、価

格と品質の両面で優れた成果を提供できる企業によって行われるべきであることが法律的に明示されました。加

えて、平成17年 12月には耐震強度偽装問題が発覚し、品質に係る信頼が一層求められています。 

このような状況を背景に、当社は、基本は技術という認識をさらに徹底するとともに、４３～４５期を対象と

した長期プラン「Ｆ－２０１０プランＶｅｒ．２」に基づき、「受注の確保」と「品質の向上」への対処を最重

要課題として位置付け、その実現に向け全役職員一丸となって取り組んでいます。 

具体的には、3年を目安とする中期目標を定めた「戦略マニフェスト」の達成に向けて邁進しており、まず受

注確保については、平成 17 年 9 月に青森事務所を開設し、東北地方への受注の拡大に向けて体制を強化しまし

た。また、品質の向上については、社内の技術的ノウハウを集約し、従業員が随時閲覧し業務に活用できるウェ

ブサイト「Ｆナレッジシステム」を平成17年 8月に構築し、稼動を開始しました。 

今後建設コンサルタントの業務領域は、国民の安全・安心を確保する防災関係、耐用年数を迎えつつある社会

資本の維持保全関係、国民のくらしのゆたかさを高める生活環境関係等を中心に展開していくことが予想されま

す。このため、同業大手コンサルタントとの技術協力協定による広範囲な新商品開発、大学・企業との連携によ

る防災事業や、構造物の長寿命化手法等の技術開発、研究法人との共同研究による特許権の共同出願等に取り組

んでいます。 

当中間期の受注高については、国土交通省を中心に交通マネジメント事業分野でのプロポーザル（技術力にも

とづく選定）方式の受注が増加し、期中実績では前年同期並みを確保したものの、価格競争の激化、前期からの

繰越し業務の減少が響き、39億 17百万円（前年同期比6.1％減）となりました。 

売上高については、官公庁の納期が下半期に集中することや、工期延長等により、7 億 15 百万円（前年同期

比7.9％減）となりました。 

収益面については、経常損失は、内製型の「調査計画系」部門へのシフトに伴う外注費の減少と、販管費等の

コスト縮減施策の効果もあって、前期に比べ 5百万円圧縮し 2億 92 百万円、中間純損失は、前期に比べ 4百万

円圧縮し1億89百万円となりました。 

業種別の販売実績については、「5．販売、受注実績（1）販売実績」に記載のとおりです。 
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（2）財政状態 

当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況 

現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末と比べ71百万円減少し、5億71百万円となり

ました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果、使用した資金は14億 85百万円（前年同期は18億 96百万円の使用）となりました。これは

主に、税引前中間純損失2億93百万円に加え、発注先の納期が下半期に偏ることを受けた未成業務支出金の増加

による支出額8億85百万円によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、使用した資金は64百万円（前年同期は13百万円の獲得）となりました。これは主に、技術

用・管理用コンピューターの購入を中心とした有形固定資産の取得による支出 50 百万円および投資有価証券の

取得による支出20百万円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、獲得した資金は 6億 56 百万円（前年同期は10 億 87 百万円の獲得）となりました。これは

主に、金融機関からの短期借入金による収入 7億円によるものです。前年同期との比較では 4億 30 百万円の資

金の減少となりましたが、これは当社独自の「財務管理システム」にもとづき、資金運用の効率化を図ったこと

によるものです。 

 

（3） 通期の業績見通し 

景気動向に明るさが見えるものの、プライマリーバランス（国などの基礎的財政収支均衡）の実現を目標に進

められている当面の行財政改革の下では、社会資本整備関係予算の縮減基調に変わりはなく、建設コンサルタン

ト業界を取り巻く環境は引き続き厳しい状況が続くものと予想されます。 

このような状況に対処するため、長期構想「Ｆ－２０１０プランＶｅｒ．２」、中期戦略「戦略マニフェスト」

および短期戦術「フレームスライド方式」からなる総合的な戦略経営を全役職員一丸となって実践し、着実に成

果を達成していきます。また、「技術競争に打ち勝つ」ことを最重要の戦略課題のひとつとして位置付け、新し

い技術開発や技術者の育成等によりプロポーザル方式での受注を更に高め、外注費や諸経費の縮減とあわせ、利

益の確保を図ってまいります。 

                                         （単位：百万円） 

 当期見通し 

(自 平成17年 7月 1日至 平成18年 6月30日) 

前期実績 

(自 平成16年 7月 1日至 平成17年 6月30日) 
増減率 

売 上 高 5,100 5,024 1.5％  

経 常 利 益 180 226 △20.4％  

当 期 純 利 益 90 111 △19.2％  
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（4）事業等のリスク 

事業等のリスクは以下のとおりです。 

① 国・地方公共団体への高い受注依存 

国および地方公共団体からの受注比率が高いことから、社会基盤整備関係予算の縮減が継続した場合には、経

営成績が影響を受ける可能性があります。 

② 法的規制 

商法、証券取引法、独占禁止法、個人情報保護法、建設コンサルタント登録規程などの様々な法的規制の適用

を受けており、万一会社の信頼を損なう事態が発生した場合には、経営成績が影響を受ける可能性があります。

そのため、コンプライアンスの徹底を図っています。 

③ 成果品の瑕疵 

成果品に瑕疵が発生した場合には、指名停止等により経営成績が影響を受ける可能性があります。そのため、

品質保証ＩＳＯ9001 を主要ツールとして、品質の確保と向上に努めています。なお、万一瑕疵が発生した場合

に備え、建設コンサルタント損害賠償責任保険への加入を講じています。 

④ 情報セキュリティ 

事業活動において個人情報等、種々の秘匿対象情報を取り扱う場合もありますが、リスク管理マニュアルにも

とづき、漏洩防止の徹底を図っています。ＩＴ化や電子納品制度の進展に伴い、情報セキュリティに関する潜在

的なリスクが増大していることから、管理体制の一層の強化を進めています。 
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４．財 務 諸 表       

（１） 中間貸借対照表 

 

                                                                  （単位：千円、単位未満切捨て） 

             
 

 

前中間会計期間末 

(平成16年12月 31日現在) 

当中間会計期間末 

(平成17年12月 31日現在) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年6月30日現在) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

  1．現金及び預金  643,053   571,370   1,463,790   

  2．完成業務未収金  322,914   196,348   281,353   

  3．未成業務支出金  1,528,150   1,240,736   355,328   

  4．その他  193,852   188,096   38,830   

5．貸倒引当金  △3,662   △7,468   △3,500   

  流動資産合計   2,684,308 59.2  2,189,083 53.7  2,135,804 53.5 

Ⅱ 固定資産           

  1．有形固定資産 ※1          

  (1) 建物 ※2 501,456   485,601   498,107   

  (2) 土地 ※2 810,929   810,929   810,929   

  (3) その他  68,773   86,383   73,824   

  有形固定資産合計  1,381,159   1,382,914   1,382,862   

  2．無形固定資産  42,240   39,984   41,651   

  3．投資その他の資産  427,566   464,320   428,736   

固定資産合計   1,850,966 40.8  1,887,219 46.3  1,853,250 46.5 

  資産合計   4,535,275 100.0  4,076,302 100.0  3,989,055 100.0 
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                                                                  （単位：千円、単位未満切捨て） 

 

 

 

 

前中間会計期間末 

(平成16年12月 31日現在) 

当中間会計期間末 

(平成17年12月 31日現在) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年6月30日現在) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

  1．業務未払金  130,249   80,137   176,255   

  2．短期借入金 ※2 1,130,000   700,000   －   

  3．未払法人税等  19,359   17,321   76,399   

  4．未成業務前受金  392,895   344,099   343,278   

  5．その他  138,178   125,794   360,000   

  流動負債合計   1,810,682 39.9  1,267,352 31.1  955,935 24.0 

Ⅱ 固定負債           

  1．退職給付引当金  267,442   234,096   258,665   
  2．役員退職慰労引当

金  28,595   38,640   33,750   

  固定負債合計   296,037 6.6  272,736 6.7  292,415 7.3 

  負債合計   2,106,720 46.5  1,540,089 37.8  1,248,351 31.3 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   589,125 13.0  589,125 14.5  589,125 14.8 

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金  543,708   543,708   543,708   

資本剰余金合計   543,708  12.0  543,708  13.3  543,708 13.6 

Ⅲ 利益剰余金           

1．利益準備金  68,913   68,913   68,913   

  2．任意積立金  870,000   870,000   870,000   
  3．中間(当期)未処分
利益  351,231   420,541   656,970   

  利益剰余金合計   1,290,144 28.4  1,359,454 33.3  1,595,883 40.0 
Ⅳ その他有価証券評価
差額金   6,904 0.1  47,098 1.2  13,957 0.3 

Ⅴ 自己株式   △1,326 △0.0  △3,172 △0.1  △1,971 △0.0 

  資本合計   2,428,555 53.5  2,536,213 62.2  2,740,703 68.7 

  負債資本合計   4,535,275 100.0  4,076,302 100.0  3,989,055 100.0 
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（２）中間損益計算書 

                                                                  （単位：千円、単位未満切捨て） 

  

 

 

 

 

前中間会計期間 

(
自 平成16年 7月 1日
至 平成16年12月31日

) 

当中間会計期間 

(
自 平成17年 7月 1日
至 平成17年12月31日

) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(
自 平成16年 7月 1日
至 平成17年 6月30日

) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高 ※1  776,868 100.0  715,264 100.0  5,024,990 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※2  623,823 80.3  591,787 82.7  3,858,995 76.8 

  売上総利益   153,044 19.7  123,476 17.3  1,165,994 23.2 
Ⅲ 販売費及び一般管理
費 ※2  457,871 58.9  429,229 60.0  944,314 18.8 

営業利益又は 
  営業損失（△）   △304,827 △39.2  △305,752 △42.7  221,679 4.4 

Ⅳ 営業外収益 ※3  9,680 1.2  14,709 2.0  13,671 0.3 

Ⅴ 営業外費用 ※4  3,413 0.4  1,609 0.2  8,424 0.2 
  経常利益又は 
  経常損失（△）   △298,560 △38.4  △292,652 △40.9  226,926 4.5 

Ⅵ 特別利益   － －  － －  － － 

Ⅶ 特別損失   1,341 0.2  873 0.1  9,664 0.2 
税引前当期純利益
又は税引前中間純
損失  （△） 

  △299,902 △38.6  △293,526 △41.0  217,261 4.3 

法人税、住民税及び
事業税  13,086   12,889   77,449   

  法人税等調整額  △118,656 △105,570 △13.6 △117,007 △104,117 △14.5 28,405 105,855 2.1 
当期純利益又は中
間純損失(△)   △194,332 △25.0  △189,408 △26.5  111,406 2.2 

前期繰越利益   545,563   609,950   545,563  
中間(当期)未処分
利益   351,231   420,541   656,970  
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（３）中間キャッシュ・フロー計算書 

                                                          （単位：千円、単位未満切捨て） 

 
 

 
 

前中間会計期間 

(自 平成16年 7月 1日至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年 7月 1日至 平成17年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年 7月 1日至 平成17年 6月30日) 

区分 注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     
   1．税引前中間（当期）純利益（△損失）  △299,902 △293,526 217,261 
   2．貸倒引当金の増減額  587 3,968 425 
   3．減価償却費  33,321 37,814 69,709 
   4．退職給付引当金の増減額  △8,065 △24,568 △16,842 
   5．役員退職慰労引当金の増減額  △41,915 4,890 △36,760 
   6．固定資産の売却・除却損  986 873 2,402 
   7. 投資有価証券売却損益  355 － 461 
   8．投資事業組合投資損益  △4,431 △10,881 △5,422 
   9．受取利息及び受取配当金  △850 △803 △1,949 
  10. 支払利息  3,408 1,599 8,419 
  11．為替差損益  2 △46 △80 
  12．売上債権の増減額  △134,457 85,005 △92,897 
  13．未成業務支出金の増減額  △949,130 △885,408 223,691 
  14．仕入債務の増減額  △98,632 △96,118 △52,626 
  15．未成業務前受金の増減額  △70,001 820 △119,618 
  16．その他  △200,920 △239,251 9,110 

小計  △1,769,646 △1,415,632 205,284 
  17．利息及び配当金の受取額  855 806 1,952 
  18．利息の支払額  △3,942 △2,160 △8,419 
  19．法人税等の支払額  △123,903 △68,085 △136,035 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,896,638 △1,485,071 62,782 
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     
   1. 有価証券の償還による収入  3,500 － 3,500 
   2．有形固定資産の取得による支出          △27,002         △50,452 △38,167 
   3．有形固定資産の売却による収入  100 95 522 
   4．無形固定資産の取得による支出  △8,349 △9,636 △7,709 
   5．投資有価証券の取得による支出  △392 △20,415 △796 
   6．投資有価証券の売却による収入  17,278 － 21,591 
   7. 出資金の返戻による収入,  28,422 16,211 29,402 
   8．貸付による支出  － － △900 
   9. 貸付金の回収による収入  749 375 1,133 
  10．その他  △752 △340 △3,064 
      投資活動によるキャッシュ・フロー  13,553 △64,162 5,512 
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     
1．短期借入金による収入  1,730,000 1,050,000 3,050,000 
2．短期借入金の返済による支出  △600,000 △350,000 △3,050,000 
3. 自己株式の取得による支出  △212 △1,201 △857 
4．配当金の支払額  △42,335  △42,031  △42,415 

      財務活動によるキャッシュ・フロー  1,087,451 656,766 △43,272 
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   △2  46 80 
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  △795,634 △892,420 25,102 
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,438,688 1,463,790 1,438,688 
Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高 

 
643,053 571,370 1,463,790 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 
項目 

前中間会計期間 

(自 平成16年 7月 1日至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年 7月 1日至 平成17年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年 7月 1日至 平成17年 6月30日) 

 (1)満期保有目的の債券 
償却原価法 

(2)その他有価証券 
時価のあるもの 
中間決算日の市場価格
等に基づく時価法（評価
差額は、全部資本直入法
により処理し、売却原価
は移動平均法により算
定） 

 
 
(2)その他有価証券 
時価のあるもの 
   同 左 
 

 
 
(2)その他有価証券 
時価のあるもの 
  期末日の市場価格等に
基づく時価法（評価差
額は、全部資本直入法
により処理し、売却原
価は移動平均法により
算定） 

１．有価証券の評価基準お
よび評価方法 

(3)時価のないもの 
移動平均法による原価
法 

(3)時価のないもの 
   同 左 

(3)時価のないもの 
   同 左 

２．たな卸資産の評価基準
および評価方法 

未成業務支出金 
個別法による原価法 

未成業務支出金 
     同 左 

未成業務支出金 
     同 左 

(1)有形固定資産 
 定率法 
ただし、平成10年 4月 1
日以降に取得した建物
（付属設備を除く）につ
いては定額法 
なお、耐用年数及び残存
価額については、法人税
法に規定する方法と同
一の基準によっていま
す。 

(1)有形固定資産 
   同 左 

(1)有形固定資産 
   同 左 

３．固定資産の減価償却の
方法 

(2)無形固定資産 
ソフトウェア（自社利用）
については、社内における
利用可能期間（5 年）に基
づく定額法 

(2)無形固定資産 
   同 左 

(2)無形固定資産 
   同 左 

 (1)貸倒引当金 
債権の貸倒による損失に
備えるため、一般債権につ
いては貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収
可能性を勘案し、回収不能
見込額を計上しています。 

 (1)貸倒引当金 
同 左 

 (1)貸倒引当金 
   同 左 

４．引当金の計上基準 

(2)賞与引当金 
従業員に対して支給する
賞与の支出に充てるため、
支給見込額に基づき計上
しています。 
  なお、当中間会計期間にお
いては、当中間会計期間負
担相当額は既に支給済み
であるため、賞与引当金の
計上はありません。 

(2)賞与引当金 
   同 左 
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項目 

前中間会計期間 

(自 平成16年 7月 1日至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年 7月 1日至 平成17年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年 7月 1日至 平成17年 6月30日) 

(3)退職給付引当金 
従業員の退職給付に備え
るため、当事業年度末にお
ける退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、
当中間会計期間末におい
て発生していると認めら
れる額を計上しています。 
また、数理計算上の差異
は、その発生時の平均残存
勤務期間内の一定の年数
(4 年)による按分額を、そ
れぞれ発生年度の翌事業
年度より費用処理してい
ます。 

(3)退職給付引当金 
  同 左 

(3)退職給付引当金 
従業員の退職給付に備え
るため、当事業年度末に
おける退職給付債務及び
年金資産の見込額に基づ
き、当事業年度末におい
て発生していると認めら
れる額を計上していま
す。 
また、数理計算上の差異
は、その発生時の平均残
存勤務期間内の一定の年
数(4年)による按分額を、
それぞれ発生年度の翌事
業年度より費用処理して
います 

 

(4)役員退職慰労引当金 
役員の退任により支給す
る退職慰労金に充てるた
め、内規に基づく中間期末
要支給額を計上していま
す。 

(4)役員退職慰労引当金 
   同 左 

(4)役員退職慰労引当金 
役員の退任により支給す
る退職慰労金に充てるた
め、内規に基づく期末要
支給額を計上していま
す。 

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主
に移転すると認められるも
の以外のファイナンス・リー
ス取引については、 通常の
賃貸借取引に係る方法に準
じた会計処理によっていま
す。 

同 左 同 左 

６．中間キャッシュ・フロ
ー計算書（キャッシ
ュ・フロー計算書）に
おける資金の範囲 

中間キャッシュ・フロー計算
書における資金（現金及び現
金同等物）は、手許現金、随
時引き出し可能な預金及び
取得日から２ヶ月以内に満
期の到来する流動性の高い、
かつ、価値の変動するおそれ
のほとんどない預金からな
っています。 

同 左 キャッシュ・フロー計算書
における資金（現金及び現
金同等物）は、手許現金、
随時引き出し可能な預金及
び取得日から２ヶ月以内に
満期の到来する流動性の高
い、かつ、価値の変動する
おそれのほとんどない預金
からなっています。 

７．その他中間財務諸表（財
務諸表）作成のための
基本となる重要な事項 

(1)消費税等の会計処理 
消費税および地方消費税
の会計処理は、税抜き方式
によっています。なお、仮
払消費税等および仮受消
費税等は相殺のうえ、流動
資産の「その他」に含めて
表示しています。 

(1)消費税等の会計処理 
  同 左 

(1)消費税等の会計処理 
 消費税及び地方消費税の
会計処理は、税抜き方式
によっています。 
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会計処理の変更 

前中間会計期間 

(自 平成16年 7月 1日至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年 7月 1日至 平成17年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年 7月 1日至 平成17年 6月30日) 

 （固定資産の減損に係る会計処理） 
当中間会計期間より、固定資産の減
損に係る会計基準（「固定資産の減損
に係る会計基準の設定に関する意見
書」（企業会計審議会 平成 14 年 8
月 9日））および「固定資産の減損に
係る会計基準の適用方針」（企業会計
基準委員会 平成15年10月31日 適
用指針第6号）を適用しています。 
 これによる損益に与える影響はあり
ません。 
 

 

 
 
追加情報 

前中間会計期間 

(自 平成16年 7月 1日至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年 7月 1日至 平成17年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年 7月 1日至 平成17年 6月30日) 

「地方税法等の一部を改正する法律」
（平成15年法律第９号）が平成15年
３月31日に公布され、平成16年４月
１日以後に開始する事業年度より外形
標準課税制度が導入されたことに伴
い、当中間会計期間から「法人事業税
における外形標準課税部分の損益計算
書上の表示についての実務上の取扱
い」（平成16年 2月 13日 企業会計
基準委員会 実務対応報告第12号）に
従い法人事業税の付加価値割および資
本割については、販売費及び一般管理
費に計上しています。 
 この結果、販売費及び一般管理費が 
3,560 千円増加し、営業損失、経常損
失および税引前中間純損失が3,560千
円増加しています。 

 
 

「地方税法等の一部を改正する法律」
（平成15年法律第９号）が平成15年
３月31日に公布され、平成16年４月
１日以後に開始する事業年度より外形
標準課税制度が導入されたことに伴
い、当事業年度から「法人事業税にお
ける外形標準課税部分の損益計算書上
の表示についての実務上の取扱い」
（平成16年 2月 13日 企業会計基準
委員会 実務対応報告第12号）に従い
法人事業税の付加価値割および資本割
については、販売費及び一般管理費に
計上しています。 
 この結果、販売費及び一般管理費が 
11,887千円増加し、営業損失、経常損
失および税引前中間純損失が 11,887
千円増加しています。 

 



株式会社福山コンサルタント 

 17

 
注記事項 
（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
(平成16年 12月 31日現在) 

当中間会計期間末 
(平成17年 12月 31日現在) 

前事業年度末 
(平成17年 6月 30日現在) 

1．有形固定資産の減価償却累計額 
495,218千円 

1．有形固定資産の減価償却累計額 
525,795千円 

1．有形固定資産の減価償却累計額 
499,292千円 

2．担保に供している資産およびこれに
対応する債務は、次のとおりです。 
 (1)担保に供している資産 
   建物     262,929千円 

土地     546,250千円 
   計      809,179千円 
  (2)上記に対する債務 

短期借入金   800,000千円 

2．担保に供している資産およびこれに
対応する債務は、次のとおりです。 
 (1)担保に供している資産 
   建物     259,548千円 

土地     546,250千円 
   計      805,798千円 
  (2)上記に対する債務 

短期借入金   450,000千円 

2．担保に供している資産およびこれに
対応する債務は、次のとおりです。 
 (1)担保に供している資産 
   建物     266,773千円 

土地     546,250千円 
   計      813,023千円 
  (2)上記に対する債務はありません。 
 

 
（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 

(自 平成16年 7月 1日至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年 7月 1日至 平成17年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年 7月 1日至 平成17年 6月30日) 

1．売上高の季節的変動 
当社の売上高は、通常の営業の形態
として、上半期に比べ下半期に完成
する業務の割合が大きいため、事業
年度の上半期と下半期の売上高との
間に著しい相違があり、上半期と下
半期の業績に季節的変動がありま
す。 
当中間会計期間末に至る１年間の売
上高は次のとおりであります。 
前事業年度の下半期4,293,136千円 
当中間会計期間       776,868千円 
計               5,070,004千円 

1．売上高の季節的変動 
当社の売上高は、通常の営業の形態
として、上半期に比べ下半期に完成
する業務の割合が大きいため、事業
年度の上半期と下半期の売上高との
間に著しい相違があり、上半期と下
半期の業績に季節的変動がありま
す。 
当中間会計期間末に至る１年間の売
上高は次のとおりであります。 
前事業年度の下半期4,248,122千円 
当中間会計期間       715,264千円 
計               4,963,386千円 

 
 
 
 
 
 

2．減価償却実施額 
有形固定資産   24,314千円 

  無形固定資産    8,964千円 

2．減価償却実施額 
有形固定資産   29,758千円 

  無形固定資産    8,014千円 

2．減価償却実施額 
有形固定資産   52,380千円 

  無形固定資産   17,244千円 
3．営業外収益のうち主要なものは、次
のとおりであります。 
受取利息       97千円 
投資事業組合投資利益 

4,431千円 

3．営業外収益のうち主要なものは、次
のとおりであります。 
受取利息        84千円 
投資事業組合投資利益 

10,881千円 

3．営業外収益のうち主要なものは、
次のとおりであります。 
受取利息       212千円 
投資事業組合投資利益 

5,422千円 
4．営業外費用のうち主要なものは、次
のとおりであります。 
支払利息      3,408千円 

4．営業外費用のうち主要なものは、次
のとおりであります。 
支払利息      1,599千円 

4．営業外費用のうち主要なものは、
次のとおりであります。 
支払利息      8,419千円 

 
（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 

(自 平成16年 7月 1日至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年 7月 1日至 平成17年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年 7月 1日至 平成17年 6月30日) 

現金及び現金同等物の中間期末残高
と中間貸借対照表に掲記されている
科目の金額との関係 
現金及び預金勘定    643,053千円 
  現金及び現金同等物  643,053千円 

現金及び現金同等物の中間期末残高
と中間貸借対照表に掲記されている
科目の金額との関係 
現金及び預金勘定    571,370千円 

  現金及び現金同等物  571,370千円 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借
対照表に掲記されている科目の金額と
の関係 
現金及び預金勘定  1,463,790千円 

  現金及び現金同等物1,463,790千円 
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 

(自 平成16年 7月 1日至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年 7月 1日至 平成17年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年 7月 1日至 平成17年 6月30日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると
認められるもの以外のファイナンス・リー
ス取引に係る注記 

リース物件の所有権が借主に移転すると
認められるもの以外のファイナンス・リー
ス取引に係る注記 

リース物件の所有権が借主に移転すると
認められるもの以外のファイナンス・リー
ス取引に係る注記 

1．リース物件の取得価額相当額、減価償 
  却累計額相当額および中間期末残高相
当額 

1．リース物件の取得価額相当額、減価償 
 却累計額相当額および中間期末残高相当
額 

1．リース物件の取得価額相当額、減価償 
 却累計額相当額および期末残高相当額 

  取 得 
価 額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期 
末残高 
相当額 
(千円) 

   取 得 
価 額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期 
末残高 
相当額 
(千円) 

 
 
 

  取 得 
価 額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期 末 
残 高 
相当額 
(千円) 

 

 工具器
具及び
備品 

269,117 161,938 107,178 
  工具器

具及び
備品 

210,584 132,398 78,185 
 
 
 工具器
具及び
備品 

249,079 153,203 95,876 
 

 その他 16,515 10,173 6,341  
 

その他 11,323 6,091 5,231  
 
その他 13,635 9,036 4,599  

 合計 285,633 172,112 113,520   合計 221,908 138,490 83,417   合計 262,715 162,239 100,476  

 
2．未経過リース料中間期末残高相当額 

 
2．未経過リース料中間期末残高相当額 

 
2．未経過リース料期末残高相当額 

       1年以内         62,527千円 
     1年超           53,393千円 
     合  計         115,921千円 

      1年以内         47,866千円 
     1年超           37,197千円 
     合  計          85,064千円 

      1年以内         56,810千円 
     1年超           45,595千円  
     合  計         102,405千円 

 

3．支払リース料、減価償却費相当額およ
び支払利息相当額 

3．支払リース料、減価償却費相当額およ
び支払利息相当額 

3．支払リース料、減価償却費相当額およ
び支払利息相当額 

   支払リース料       40,380千円 
   減価償却費相当額   38,510千円 
   支払利息相当額      1,526千円 

 
 
 

   支払リース料       32,398千円 
   減価償却費相当額   31,000千円 
   支払利息相当額      1,108千円 

 
 
 

  支払リース料       78,929千円 
   減価償却費相当額   75,141千円 
   支払利息相当額      2,891千円 

 
 
 

4．減価償却費相当額の算定方法 
リース期間を耐用年数とし、残存価額
を零とする定額法によっています。 

4．減価償却費相当額の算定方法 
 同 左 

4．減価償却費相当額の算定方法 
 同 左 

5．利息相当額の算定方法 
リース料総額とリース物件の取得価
額相当額との差額を利息相当額とし、各
期への配分方法については、利息法によ
っています。 

5．利息相当額の算定方法 
   同 左 

5．利息相当額の算定方法 
   同 左 
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（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成 16 年 12 月 31 日現在） 

1．その他有価証券で時価のあるもの                          （単位：千円） 

 取得原価 
中間 

貸借対照表計上額 
差額 

株    式 77,802 88,020 10,218 
債    券 － － － 
そ の 他 16,491 17,857 1,366 

合計 94,293 105,878 11,584 

2．時価評価されていない有価証券                           （単位：千円） 

 中間貸借対照表計上額 

その他有価証券  
非上場株式(店頭売買株式を除く) 4,898 

合計 4,898 

 

 

当中間会計期間末（平成 17 年 12 月 31 日現在） 

1．その他有価証券で時価のあるもの                          （単位：千円） 

 取得原価 
中間 

貸借対照表計上額 
差額 

株    式 76,889 154,408 77,519 
債    券 － － － 
そ の 他 13,803 15,308 1,504 

合計 90,693 169,716 79,023 

2．時価評価されていない有価証券                           （単位：千円） 

 中間貸借対照表計上額 

その他有価証券  
非上場株式(店頭売買株式を除く) 24,898 

合計 24,898 
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前事業年度末（平成 17 年 6月 30 日現在） 

1．子会社株式および関連会社等で時価のあるもの 

  該当事項はありません。 
    2.その他の有価証券で時価のあるもの                            (単位：千円) 
 取得原価 貸借対照表計上額 差額 

 貸借対照表計上額が 
 取得価額を超えるもの 

株          式 
債          券 
そ    の    他 

 
 

76,889 
－ 

13,388 

 
 

99,119 
－ 

14,578 

 
 

22,229 
－ 

1,189 
小     計 90,278 113,697 23,419 

 貸借対照表計上額が 
 取得価額を超えないもの 

株          式 
債          券 
そ    の    他 

 
 
－ 
－ 

4,364 

 
 
－ 
－ 

4,364 

 
 
－ 
－ 
－ 

小     計 4,364 4,364 － 

合          計 94,642 118,061 23,419 
    3.時価評価されていない有価証券      (単位：千円)                                         

 
貸 借 対 照 表          
計 上 額          

その他有価証券 
    非上場株式 

（店頭売買株式を除く） 

 
4,898 

 

合          計 4,898 
 
 
 

（デリバティブ取引関係） 

当社はデリバティブ取引を全く利用していませんので該当事項はありません。 

 

 

（持分法損益等） 

該当事項はありません。 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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５．販 売 ・ 受 注 実 績          

（１）販 売 実 績                                                          （単位：千円、単位未満切捨て） 

前中間会計期間 

(自 平成16年 7月 1日至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年 7月 1日至 平成17年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年 7月 1日至 平成17年 6月30日) 

            期  別 
 
 
業務別 金   額 金   額 金   額 

道路交通計画 534,354  515,109  2,858,937  

都市地域計画 33,361  18,030  361,211  

環境調査 32,631  6,990  152,419  

調査 

業務 

小    計 600,347  540,129  3,372,568  

道路設計  87,542   101,257  756,327  

構造設計  88,978   73,876    896,094  
設計 

業務 
小    計 176,520  175,134  1,652,421  

合   計 776,868  715,264  5,024,990  

 

（２）受 注 実 績                                                          （単位：千円、単位未満切捨て） 

前中間会計期間 

(自 平成16年 7月 1日至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年 7月 1日至 平成17年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年 7月 1日至 平成17年 6月30日) 

           期  別 
 
 
業務別 金  額 金  額 金  額 

道路交通計画 2,397,905  2,608,251  2,882,433  

都市地域計画 196,456  115,770  351,716  

環境調査  129,245   102,215  133,460  

調査 

業務 

小    計 2,723,608  2,826,236  3,367,609  

道路設計   730,942    516,038    554,182  

構造設計  717,870   575,258    826,347  
設計 

業務 
小    計 1,448,812  1,091,296  1,380,530  

合   計 4,172,420  3,917,533  4,748,139  

   注）前中間会計期間及び当中間会計期間は、前期からの繰越業務を含んでおります。 
以 上 


