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上 場 会 社 名  株式会社 福山コンサルタント 上場取引所 ＪＱ 

コ ー ド 番 号       ９６０８ 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 

問合せ先責任者 （役職名） 広報担当取締役 （氏名）柴田 貴徳   ＴＥＬ（０９２）４７１－０２１１ 

定時株主総会開催日 平成19年9月26日 配当支払開始予定日 平成19年9月27日 

有価証券報告書提出予定日 平成19年9月27日   

（百万円未満切捨て） 
１． 19年 6月期の業績（平成18年 7月 1日～平成19年 6月 30日） 

（１）経営成績                                                          （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 

       百万円    ％       百万円   ％       百万円    ％    百万円    ％ 

19年 6月期   5,055     0.4     222    16.3     224   10.6 102   10.8 

18年 6月期   5,035     0.2     191  △13.6     203  △10.5 92  △17.4 

 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益

自己資本 
当期純利益率 

総 資 産 

経常利益率 

売 上 高      

営業利益率 

    円    銭     円    銭     ％        ％    ％ 

19年 6月期 24    03     －   －     3.6       5.8       4.4 

18年 6月期 21    67     －   －      3.3       5.2       3.8 

（参考）持分法投資損益     19年 6月期 －百万円 18年 6月期 －百万円 
 
（２）財政状態 

 総  資  産 純 資 産 自己資本比率 1株当たり純資産 

                百万円            百万円               ％ 円     銭

19年 6月期          3,915       2,854           72.9       672     08 

18年 6月期          3,844       2,797           72.8       658     55 

（参考）自己資本      19年 6月期 2,854百万円  18年 6月期 2,797百万円 
 
（３）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

19年 6月期      249 △39     △38     1,665 

18年 6月期      166 △91 △43 1,494 

 

２．配当の状況 

 1株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額 

（年間） 
配当性向 

純資産 

配当率 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年 6月期     －     9.00     9.00    38     41.5      1.4

19年 6月期     －    12.00    12.00       50     49.9      1.8

20年 6月期（予想）     －    10.00    10.00 38.6 

  （注）19年 6月期 期末配当金の内訳 特別配当 2円00銭 

 
３． 20年 6月期の業績予想（平成19年 7月 1日～平成20年6月 30日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 
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

中 間 期     600 △1.2 △350   － △350   － △220   － △51    80 

通   期     5,200   6.8 230   3.3 230   2.4 110    7.8 25    90 
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４．その他 

（１）重要な会計方針の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更         有 

② ①以外の変更                無 

（注）詳細は、15ページ「重要な会計方針」をご覧ください。 

 

（２）発行済株式数(普通株式) 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)  

② 期末自己株式数 

19年 6月期 4,259,200株 

19年6月期    12,353株 

18年 6月期 4,259,200株 

18年6月期      11,253株 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、26ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

 
 
 

 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  

上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものです。実際の業績は、 

今後様々な要因によって予想数値と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、添付書類の3頁を参照してください。 
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

当事業年度におけるわが国の経済は、米国経済の底堅さとBRICｓなど新興国の経済成長に支えられ、好調な

企業業績を背景に、雇用情勢は好転し個人消費も堅調に推移しています。 

     建設コンサルタント業界においては、プライマリーバランス（基礎的財政収支）の改善に向けた社会資本整

備関係予算の縮小など受注環境の厳しさは変わらないものの、橋梁の長寿命化計画策定事業創設（国土交通省）

にみられるように、適切な投資は結果的に節約に繋がるとの社会的認識も生まれつつあります。 

入札契約制度の面では、指名競争入札から、プロポーザル方式（技術力による選定）の増加や「公共工事の

品質確保の促進に関する法律」に基づく総合評価落札方式（価格と技術力による選定）の試行開始など、技術

競争が進展しています。 

     このような状況の中で、第１次長期プランの 終年度にあたる当事業年度は、「基本は技術」、「福山オリジ

ナル」の行動指針のもと、受注の拡大と品質の確保を 重要課題として、業績の向上に取り組んできました。 

     事業展開では、平成 18 年 7 月、これまでの地域事業部制に加え地域横断型の部門事業部制を導入し、市場

拡大が期待できる維持補修（長寿命化等）系・防災系分野等を担う「リスクマネジメント事業部」と、道路設

計分野の技術競争型業務展開を目指す「ストックマネジメント事業部」を発足させました。さらに平成19年4

月には、今後の全社横断的な環境系部門事業部の布石とする東日本事業部環境グループを設置しました。 

     地域展開では、平成 18 年 7 月の大分・宮崎営業所への技術者常駐開始（本年 4 月事務所昇格）に続いて、

本年4月にはこれまで手薄であった中部・近畿エリアに名古屋・大阪営業所を開設しました。 

 また、平成 18 年 7 月に「ＭＡ戦略室」を新設し、Ｍ＆Ａ等投資案件の検討・評価および同業、大学、ゼネ

コン等の多様な団体との多重提携ネットワークの形成に取組んでいます。災害時の緊急ロジスティック検討業

務受注や、道路網リスク分析手法、橋梁基礎物理探査手法等の新商品開発など徐々に成果が結実しつつありま

す。さらに知財戦略の一環として、交通データの処理方法に関する技術で当社初の特許権を取得しました。 

 受注高は、東九州自動車道関連の設計業務受注や、交通マネジメント分野の国土交通省発注プロポーザル案

件の受注増（前期比57.4％増）などにより、2年連続の前期超えとなる53億 53百万円（前期比4.7％増）を

達成しました。 

 売上高は、好調な受注に支えられ50億 55百万円（前期比0.4％）と2期連続増収を達成しました。 

 収益面については、経常利益は2億24百万円（前期比10.6％増）、当期純利益は1億2百万円（前期比10.8％

増）と2桁の増益を達成しました。 

この結果、平成11年 6月期以来8年振りに増収増益を達成し、「活路を開く」をスローガンにした第1次長

期プランを所定の成果をもって締めくくることが出来ました。 

 

 

次期の見通しについては、国内経済は、高水準の企業業績や円安の進行等により堅調に推移するという見方

がある一方で、輸出の鈍化や原油等原材料価格の上昇などリスク要因を抱え、また個人消費にも経済成長を牽

引する力強さは期待し難いなど脆弱な面も予想されています。 

 建設コンサルタント業界にあっては、今後さらに技術競争が進展すると予想されますが、その一方で価格競

争も激しさを増し、厳しい受注環境に好転の兆しは見られません。 

 このような状況に対処するため、2 期連続増収の勢いを力に、長期的な成長軌道の実現を目指す第２次長期

プラン（平成20年 6月期～25年 6月期の6年間）をスタートさせます。規模の拡大に軸足を置き、当該期間

中に社員数 300 人、売上高 70 億円の達成を基本目標として、知財戦略やＭＡ戦略に基づく地域展開・事業展

開を進めます。 
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また、ＩＳＯをさらに実戦的にグレードアップし、業務の効率化と品質向上を同時に追求するタイムマネジ

メント戦略に着手します。さらに、別会社「福山リサーチ＆インキュベーションセンター」(ＦＲＩＣ)を設立

し、新たなビジネスモデル構築に向けてチャレンジを開始します。  

  通期の業績については、売上高 52 億円、営業利益 2 億 30 百万円、経常利益 2 億 30 百万円、当期純利益 1

億10百万円を見込んでいます。 

 

（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債および純資産の状況 

 （資 産） 

   総資産は、前事業年度末と比べ70百万円増加し、39億 15百万円となりました。 

増減の内訳は、流動資産については、現金及び預金の増加1億71百万円、完成業務未収金の減少69百万円、

固定資産については、投資有価証券の減少29百万円、などが主なものです。 

 （負 債） 

   負債は、前事業年度末と比べ14百万円増加し、10億 61百万円となりました。 

増減の内訳は、業務未払金の増加24百万円、未払金の増加18百万円、退職給付引当金の減少53百万円、な

どが主なものです。 

 （純資産） 

   純資産は、前事業年度末と比べ56百万円増加し、28億 54百万円となりました。 

増減の内訳は、利益剰余金の増加63百万円が主なものです。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

現金および現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末と比べ 1 億 71 百万円増加し、16 億 65 百

万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  獲得した資金は2億49百万円（前年同期は1億66百万円の獲得）となりました。 

これは主に、税引前当期純利益 2 億 23 百万円、減価償却費 81 百万円、売上債権の減少 69 百万円による獲

得と、法人税等の支払額1億10百万円の使用によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

使用した資金は39百万円（前年同期は91百万円の使用）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・無形固定資産の取得による支出 56

百万円の使用によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

配当金38百万円の支払により、財務活動に使用した資金は38百万円（前年同期は43百万円の使用）とな

りました。 

 

③ キャッシュ・フロー指標等のトレンド 

債務償還年数は有利子負債がないため、計算していません。 

 平成17年6月期 平成18年6月期 平成19年6月期 

自己資本比率（％） 68.7 72.8 72.9

時価ベースの株主資本比率（％） 39.5 42.1 38.7

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ（倍） 7.5 27.3 47.1

（注）株主資本比率：株主資本／総資産 

   時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

   ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

1. 各指標は、いずれも財務数値により計算しています。 

2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により計算しています。 

3. 利払い額は、ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書の利息の支払額を使用しています。 
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（３）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

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イ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

地方公共団体等）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。 

上記の方針に基づき、当期の配当金は1株につき１２円(普通配当１０円、特別配当２円)を予定しています。

また、次期については、業績が現時点の見通しどおりに推移した場合、1株につき１０円(普通配当)の配当金を

予定しています。 

 

（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、

経営成績に影響を受ける可能性があります。 

② 法的規制 

会社法、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、経営成績に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に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に加入しています。 

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

基づき、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。 

 

２．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 

[ストックマネジメント・リスクマネジメ

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。 
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３．経営方針 

（１）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（６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第 1 次長期プランを平成13年 7月からスタ

ートさせ経営基盤の強化に取り組んできました。当期はその 終年度にあたります。 

今後ともこの基本方針を堅持します。 

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 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 重要方針の１つとして位置付け、自己資本当期純利益率

（ＲＯＥ）５％以上（平成 19 年 6 月期 3.6％）の達成および１株当たり年間１０円以上（同１２円）の配当の

継続に総力を傾注しています。 

 

（２）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。 

 

（注）1.（ ）は18年 6月期実績 

       2.19年 6月期の年間配当金は特別配当2円を含んでいます。 

 

（３）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 規模の拡大に軸足を置いた成長モデルへのシフト（年度毎の増減を織り込んだスイッチバック型モデル） 

② 社会資本整備のソリューション分野のワンストップ対応に向けた資源の選択と集中 

③ 現行の地域事業部制に部門事業部制を加えたマトリックス型事業展開方式の構築 

④ ＭＡ戦略(Mulit-Alliance、Ｍ＆Ａ)の別会社設立等による推進 

⑤ 福山オリジナルな知財戦略による「技術開発⇒商品化⇒造注」の新たなビジネスモデル構築 

⑥ 業務の効率化と品質向上を同時に進めるタイムマネジメント戦略への取り組み 

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 

 

経営指標 19年 6月期実績 中期の目標水準 

自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）    3.6％（3.3％） 5.0％以上 

１株当たり年間配当金 12円（9円） 10円以上 

自己資本比率     72.9％（72.8％） 70.0％超の維持 
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（４）対処すべき課題 

上記(３)の経営戦略の実施が、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、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。 

また、ＣＳＲ(企業の社会的責任)への取り組みも、重要課題と認識しています。 

 

（５）内部管理体制 

     本事項の詳細については、株式会社ジャスダック証券取引所が平成18年 6月 1日に開示しました「コーポレー

ト・ガバナンスに関する報告書」に記載していますので、ご参照ください。 

 

（６）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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４．財 務 諸 表       

（１）貸借対照表 

 

             
 

 

前事業年度 

(平成18年 6月 30日現在) 

当事業年度 

(平成19年 6月 30日現在) 
比較増減 

区分 
注記

番号
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

  1．現金及び預金   1,494,080 1,665,710  171,629

  2．完成業務未収金   202,586 132,919  △69,667

  3．未成業務支出金   264,573 277,368  12,795

 4. 前払費用   3,198 5,477  2,279

 5. 繰延税金資産   20,251 25,594  5,342

  6．その他   17,268 17,520  251

貸倒引当金   △8,098 △11,550  △3,451

  流動資産合計   1,993,860 51.9 2,113,040 54.0 119,180

Ⅱ 固定資産    

  1．有形固定資産 ※1   

  (1) 建物 ※2 847,591 846,813  △778

   減価償却累計額  374,713 472,878 396,230 450,582  21,517 △22,296

  (2) 構築物  7,002 7,002  －

減価償却累計額  5,129 1,872 5,338 1,663  209 △209

  (3) 車両運搬具  31,497 28,408  △3,089

減価償却累計額  18,583 12,913 17,087 11,320  1,496 △1,593

  (4) 工具器具及び備品  214,686 264,721  50,035

減価償却累計額  155,796 58,889 184,536 80,185  28,740 21,295

  (5) 土地 ※2  810,929 810,929  －

  有形固定資産合計   1,357,484 35.3 1,354,681 34.6 △2,802

  2．無形固定資産    

  (1) ソフトウェア   40,621 37,013  △3,607

  (2) 電話加入権   3,960 3,960  －

無形固定資産合計   44,581 1.1 40,973 1.0 △3,607

  3．投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券   161,891 132,087  △29,804

  (2) 従業員長期貸付金   748 551  △197

  (3) 長期前払費用   964 1,209  245

  (4) 繰延税金資産   185,875 175,331  △10,544

  (5) 差入保証金   95,805 94,234  △1,570

  (6) 会員権   9,000 9,000  －

  (7) その他   150 177  27

貸倒引当金   △5,800 △5,800  －

投資その他の資産合計   448,635 11.7 406,791 10.4 △41,843

固定資産合計   1,850,700 48.1 1,802,447 46.0 △48,253

 資産合計   3,844,561 100.0 3,915,487 100.0 70,926
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前事業年度 

(平成18年 6月 30日現在) 

当事業年度 

(平成19年 6月 30日現在) 
比較増減 

区分 
注記

番号
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

  1．業務未払金   176,758 201,529  24,771

  2．未払金   93,638 112,198  18,559

  3．未払費用   28,386 24,454  △3,931

  4．未払法人税等   106,662 105,575  △1,086

  5．未払消費税等   96,165 102,886  6,721

  6．未成業務前受金   172,827 174,732  1,904

  7．預り金   80,490 89,082  8,591

8．役員賞与引当金   3,500 －  △3,500

9．業務損失引当金   12,067 18,730  6,663

  流動負債合計   770,495 20.0 829,188 21.2 58,693

Ⅱ 固定負債    

  1．退職給付引当金   233,100 179,844  △53,255

  2．役員退職慰労引当金   43,500 52,250  8,750

  固定負債合計   276,600 7.2 232,094 5.9 △44,505

  負債合計   1,047,095 27.2 1,061,283 27.1 14,187

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 1. 資本金   589,125 15.3 589,125 15.1 －

2. 資本剰余金    

資本準備金   543,708 543,708  －

資本剰余金合計   543,708 14.2 543,708 13.9  －

3. 利益剰余金    

利益準備金  68,913 68,913  －

    別途積立金  870,000 870,000  －

    繰越利益剰余金  702,014 765,833  63,819

   利益剰余金合計   1,640,927 42.7 1,704,746 43.5 63,819

 4. 自己株式   △3,635 △0.1 △4,023 △0.1 △388

  株主資本合計   2,770,125 72.1 2,833,556 72.4 63,430

Ⅱ 評価・換算差額等    

その他有価証券評価

差額金 
  27,340 20,648  △6,692

  評価・換算差額等合計   27,340 0.7 20,648 0.5 △6,692

  純資産合計   2,797,465 72.8 2,854,204 72.9 56,738

  負債純資産合計   3,844,561 100.0 3,915,487 100.0 70,926
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（２）損益計算書 

 

  

 

 

 

 

前事業年度 

(
自 平成17年 7月 1日

至 平成18年6月30日
) 

当事業年度 

(
自 平成18年 7月 1日

至 平成19年6月30日
) 

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

Ⅰ 売上高 

  完成業務高 

 

 

 

 5,035,356 100.0 5,055,628

 

100.0 20,271

Ⅱ 売上原価    

  完成業務原価 ※2  3,936,042 78.2 3,917,873 77.5 △18,168

  売上総利益   1,099,314 21.8 1,137,754 22.5 38,440

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 1. 貸倒引当金繰入額  4,598 3,451  △1,146

 2. 役員報酬  74,420 74,388  △32

 3. 給料手当  366,035 365,539  △495

 4. 賞与  64,224 64,872  648

  5．役員賞与引当金 
   繰入額  3,500 －  △3,500

 6. 退職給付費用  32,508 26,764  △5,744

 7. 役員退職慰労引当金
繰入額 

 9,750 8,750  △1,000

 8. 福利厚生費  58,103 57,800  △303

9. 通信交通費  79,438 84,690  5,252

 10. 減価償却費  17,407 17,894  487

 11. その他 ※2 197,851 907,838 18.0 210,891 915,054 18.1 13,039 7,215

営業利益   191,475 3.8 222,700 4.4 31,225

Ⅳ 営業外収益    

 1. 受取利息  185 986  800

 2. 受取配当金  1,965 2,276  310

 3. 保険契約返戻金  1,016 972  △43

 4. 投資事業組合投資利

益  10,881 －  △10,881

 5. 受取手数料  1,910 2,030  120

 6. 雑収入  1,755 17,715 0.3 955 7,221 0.1 △800 △10,494

Ⅴ 営業外費用    

 1. 支払利息  6,089 5,309  △779

 2. 自己株式取得費用  18 6,107 0.1 6 5,315 0.1 12 △791

  経常利益   203,083 4.0 224,606 4.4 21,522

Ⅵ 特別利益    

 1. 投資有価証券売却益  － － － 1,557 1,557 0.0 1,557 1,557

Ⅶ 特別損失    

1. 固定資産売却・除却損 ※1 1,394 1,394 0.0 2,381 2,381 0.0 987 987

税引前当期純利益   201,688 4.0 223,781 4.4 22,093

法人税、住民税及び

事業税 
 109,926 107,648  △2,278

  法人税等調整額  △302 109,624 2.2 14,082 121,731 2.4 14,384 12,106

当期純利益   92,063 1.8 102,050 2.0 9,986

    

 



㈱福山コンサルタント（9608）平成19年6月期決算短信（非連結） 
 

 11

 

完成業務原価明細書 

 

  

 

 

 

 

前事業年度 

(
自 平成17年 7月 1日

至 平成18年6月30日
) 

当事業年度 

(
自 平成18年 7月 1日

至 平成19年6月30日
) 

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

Ⅰ 人件費 ※2 1,909,250 49.7 1,912,846 48.7 3,596

Ⅱ 外注費  1,232,381 32.0 1,262,987 32.1 30,605

Ⅲ 経費 ※2 703,656 18.3 754,834 19.2 51,178

  当期業務原価合計  3,845,287 100.0 3,930,668 100.0 85,381

  期首未成業務支出金  355,328 264,573  △90,754

     計  4,200,615 4,195,242  △5,373

  期末未成業務支出金  264,573 277,368  12,795

  当期完成業務原価  3,936,042 3,917,873  △18,168

   

 
（脚 注） 

前事業年度 

(
自 平成17年 7月 1日
至 平成18年6月30日

) 

当事業年度 

(
自 平成18年 7月 1日
至 平成19年6月30日

) 

1 原価計算の方法は、個別原価計算によっています。 

※2 人件費に含まれる退職給付費用は115,864 千円、経費に

含まれる減価償却費は61,947千円です。 

 

1 原価計算の方法は、個別原価計算によっています。 

※2 人件費に含まれる退職給付費用は94,259千円、経費に含ま

れる減価償却費は63,448千円です。 

 



㈱福山コンサルタント（9608）平成19年6月期決算短信（非連結） 
 

 12

（３）株主資本等変動計算書 

前事業年度（自 平成17年 7月 1日 至 平成18年 6月 30日）     （単位：千円） 

 株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  

 

資本金 資本 

準備金 

資本剰余

金合計

利益 

準備金
別途 

積立金

繰越利益

剰余金 

利益剰余 

金合計 

自己株式
株主資本

合計 

平成17年6月30日残高 589,125 543,708 543,708 68,913 870,000 656,970 1,595,883 △1,971 2,726,746

当期変動額    

 剰余金の配当   △42,520 △42,520 △42,520

 役員賞与の支給   △4,500 △4,500 △4,500

 当期純利益   92,063 92,063 92,063

 自己株式の取得    △1,664 △1,664

 株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額 
   

当期変動額合計 － － － － － 45,043 45,043 △1,664 43,379

平成18年 6月30日残高 589,125 543,708 543,708 68,913 870,000 702,014 1,640,927 △3,635 2,770,125

 
 評価・換算差額等 

 その他 

有価証 

券評価 

差額金 

評価・換 

算差額等 

合計 

純資産 

合計 

平成17年6月30日残高 13,957 13,957 2,740,703

当期変動額  

 剰余金の配当  △42,520

 役員賞与の支給  △4,500

 当期純利益  92,063

 自己株式の取得  △1,664

 株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額 
13,382 13,382 13,382

当期変動額合計 13,382 13,382 56,761

平成18年 6月30日残高 27,340 27,340 2,797,465
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当事業年度（自 平成18年 7月 1日 至 平成19年 6月 30日）     （単位：千円） 

 株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  

 

資本金 資本 

準備金 

資本剰余

金合計

利益 

準備金
別途 

積立金

繰越利益

剰余金 

利益剰余 

金合計 

自己株式
株主資本

合計 

平成18年6月30日残高 589,125 543,708 543,708 68,913 870,000 702,014 1,640,927 △3,635 2,770,125

当期変動額    

 剰余金の配当   △38,231 △38,231 △38,231

 当期純利益   102,050 102,050 102,050

 自己株式の取得    △388 △388

 株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額 
   

当期変動額合計 － － － － － 63,819 63,819 △388 63,430

平成19年 6月30日残高 589,125 543,708 543,708 68,913 870,000 765,833 1,704,746 △4,023 2,833,556

 
 評価・換算差額等 

 その他 

有価証 

券評価 

差額金 

評価・換 

算差額等 

合計 

純資産 

合計 

平成18年6月30日残高 27,340 27,340 2,797,465

当期変動額  

 剰余金の配当  △38,231

 当期純利益  102,050

 自己株式の取得  △388

 株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額 
△6,692 △6,692 △6,692

当期変動額合計 △6,692 △6,692 56,738

平成19年 6月30日残高 20,648 20,648 2,854,204
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

 

 
 

 
 

前事業年度 

(
自 平成17年 7月 1日

至 平成18年6月30日
)

当事業年度 

(
自 平成18年 7月 1日

至 平成19年6月30日
) 

比較増減 

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．税引前当期純利益  201,688 223,781 22,093

   2．貸倒引当金の増減額  4,598 3,451 △1,146

   3．減価償却費  79,354 81,331 1,977

   4．退職給付引当金の増減額  △25,565 △53,255 △27,689

   5．役員退職慰労引当金の増減額  9,750 8,750 △1,000

  6．役員賞与引当金の増減額  3,500 △3,500 △7,000

 7. 業務損失引当金の増減額  12,067 6,663 △5,404

   8．固定資産の売却・除却損  1,394 2,381 987

   9. 投資有価証券売却損益  － △1,557 △1,557

  10．投資事業組合投資損益  △10,881 － 10,881

  11．受取利息及び受取配当金  △2,151 △3,262 △1,111

  12. 支払利息  6,089 5,309 △779

  13．為替差損益  △22 △78 △55

  14．売上債権の増減額  78,767 69,667 △9,100

  15．未成業務支出金の増減額  90,754 △12,795 △103,550

  16．仕入債務の増減額  502 24,771 24,268

  17．未成業務前受金の増減額  △170,450 1,904 172,355

  18．その他  △28,676 8,526 37,202

小計  250,718 362,089 111,370

  19．利息及び配当金の受取額  2,155 3,213 1,058

  20．利息の支払額  △6,089 △5,309 779

  21．法人税等の支払額  △80,734 △110,068 △29,334

営業活動によるキャッシュ・フロー  166,050 249,925 83,875

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

   1．有形固定資産の取得による支出  △61,982 △51,037 10,945

   2．有形固定資産の売却による収入  257 103 △153

   3．無形固定資産の取得による支出  △25,258 △5,215 20,042

   4．投資有価証券の取得による支出  △20,842 △814 20,027

   5．投資有価証券の売却による収入  － 16,603 16,603

   6. 出資金の返戻による収入  16,211 － △16,211

   7．貸付による支出  △400 △200 200

   8. 貸付金の回収による収入  748 714 △33

   9．その他  △580 － 580

      投資活動によるキャッシュ・フロー  △91,846 △39,845 52,001

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  2,500,000 2,350,000 △150,000

2．短期借入金の返済による支出  △2,500,000 △2,350,000 150,000

3. 自己株式の取得による支出  △1,664 △388 1,276

4．配当金の支払額  △42,273 △38,140 4,132

      財務活動によるキャッシュ・フロー  △43,937 △38,528 5,408

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  22 78 55

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  30,289 171,629 141,340

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,463,790 1,494,080 30,289

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  1,494,080 1,665,710 171,629
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重要な会計方針 

 

項目 

前事業年度 

(
自 平成17年 7月 1日
至 平成18年 6月30日

) 

当事業年度 

(
自 平成18年 7月 1日
至 平成19年 6月30日

) 

 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、全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

    同 左 

１．有価証券の評価基準お

よび評価方法 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

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 

(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（附属設備を除く）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

よっております。 

(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 

（会計方針の変更） 

法人税法の改正（「所得税法の一部を改

正する法律 平成19年3月30日 法律第

６号」及び「法人税法施行令の一部を改正

する政令 政令第 83 条」）に伴い、平成

19年4月1日以降に取得したものについて

は、改正後の法人税法に基づく方法に変更

しています。 

これに伴う影響は軽微であります。 

(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 

 

 

 

(2)役員賞与引当金 

 役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当事業年度に見合

う額を計上しています。 

(2)役員賞与引当金 

   同 左 

４．引当金の計上基準 

 

(3)業務損失引当金 

 受注業務に係る将来の損失に備えるため、当

事業年度末における受注業務に係る損失見

込額を計上しています。 

 (追加情報) 

当事業年度末における受注業務のうち、将来

の損失が見込まれる業務が発生したため、そ

の損失見込額を業務損失引当金として計上

しています。 

  この結果、営業利益、経常利益、税引前当

期純利益が12,067千円減少しています。 

(3)業務損失引当金 

   同 左  
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項目 

前事業年度 

(
自 平成17年 7月 1日
至 平成18年 6月30日

) 

当事業年度 

(
自 平成18年 7月 1日
至 平成19年 6月30日

) 

 (4)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および年金資産の

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)退職給付引当金 

   同 左 

 

 (5)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)役員退職慰労引当金 

   同 左 

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 

６．キャッシュ・フロー計

算書における資金の

範囲 

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 

７．その他財務諸表作成の

ための基本となる重

要な事項 

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。 

消費税等の会計処理 

同 左 

 

会計処理の変更 

前事業年度 

(
自 平成17年 7月 1日
至 平成18年 6月30日

) 

当事業年度 

(
自 平成18年 7月 1日
至 平成19年 6月30日

) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度から、「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指針」（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。 

 

（役員賞与に関する会計基準） 

当事業年度から、「役員賞与に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第4

号）を適用しています。 

 この結果、従来の方法に比べて、販売費及び一般管理費

が3,500千円増加し、営業利益、経常利益および税引前当

期純利益が、3,500千円減少しています。 
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前事業年度 

(
自 平成17年 7月 1日
至 平成18年 6月30日

) 

当事業年度 

(
自 平成18年 7月 1日
至 平成19年 6月30日

) 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） 

当事業年度から、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年 12月 9

日 企業会計基準第５号）および「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準

委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第８

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。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

2,797,465千円です。 

 財務諸表等規則の改正による貸借対照表の表示に関す

る変更は以下のとおりです。 

1 前事業年度における「資本の部」は、当事業年度から

「純資産の部」となり、「純資産の部」は「株主資本」

および「評価・換算差額等」に分類して表示しています。

2 前事業年度において独立掲記していました「資本金」、

「資本剰余金」および「利益剰余金」は当該事業年度に

おいては「株主資本」の内訳科目として表示しています。

3 前事業年度において「資本剰余金」の「その他資本剰

余金」は内訳科目を表示していましたが、当事業年度か

ら一括して表示しています。 

4 前事業年度において「利益剰余金」の内訳科目として

表示していました「任意積立金」は、当事業年度から「そ

の他利益剰余金」の内訳科目として表示しています。な

お、本改正により従来の「任意積立金」の区分は廃止さ

れています。 

5 前事業年度において「利益剰余金」の内訳科目として

表示していました「当期未処分利益」は、当事業年度か

ら「その他利益剰余金」の内訳科目である「繰越利益剰

余金」として表示しています。 

6 前事業年度において「利益剰余金」の次に表示してい

ました「その他有価証券評価差額金」は、当事業年度から

「評価・換算差額等」の内訳科目として表示しています。

 

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等

の一部改正） 

 当事業年度から、改正後の「自己株式及び準備金の額の

減少等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 終改

正平成17年 12月 27日 企業会計基準第1号）および「自

己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準委員会 終改正平成17年 12月 27

日 企業会計基準適用指針第2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。 

 なお、財務諸表等規則の改正による貸借対照表の表示に

関する変更は以下のとおりです。 

 前事業年度において資本に対する控除項目として「資本

の部」の末尾に表示していました「自己株式」は、当事業

年度から「株主資本」に対する控除項目として「株主資本」

の末尾に表示しています。 
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前事業年度 

(
自 平成17年 7月 1日
至 平成18年 6月30日

) 

当事業年度 

(
自 平成18年 7月 1日
至 平成19年 6月30日

) 

（株主資本等変動計算書に関する会計基準等） 

 当事業年度から、「株主資本等変動計算書に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成 17 年 12 月 27 日 企

業会計基準第6号）および「株主資本等変動計算書に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成 17

年 12月 27日 企業会計基準適用指針第9号）を適用して

います。 

 財務諸表等規則の改正により、当事業年度から損益計算

書の末尾は当期純利益とされています。 

 また、当事業年度から「株主資本等変動計算書」を作成

しています。 

なお、前事業年度まで作成していました「利益処分計算書」

は、本改正により廃止され、当事業年度から作成していま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 

(平成18年6月 30日) 

当事業年度 

(平成19年6月 30日) 

※1．有形固定資産の減価償却累計額 

                          554,222千円 

※1．有形固定資産の減価償却累計額 

                          603,193千円 

※2．担保提供資産 

         建    物         251,773千円 

         土    地         546,250千円 

            計            798,023千円 

（同上に対する債務額） 

                       

※2．担保提供資産 

         建    物         238,701千円 

         土    地         546,250千円 

            計            784,952千円 

（同上に対する債務額） 

                       

  

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 

(
自 平成17年 7月 1日
至 平成18年 6月30日

) 

当事業年度 

(
自 平成18年 7月 1日
至 平成19年 6月30日

) 

※1．固定資産売却・除却損の内訳は、次のとおりです。

   売却損 

    車両運搬具          594千円 

   除却損 

    建物         799千円 

※1．固定資産売却・除却損の内訳は、次のとおりです。 

   売却損 

    車両運搬具          891千円 

   除却損 

    建物         447千円 

    車両運搬具      222千円 

    工具器具及び備品   821千円 

     計        1,490千円 

※2．一般管理費および当期業務原価に含まれる研究開発

費は、19,282千円です。 

 

※2．一般管理費および当期業務原価に含まれる研究開発費

は、18,886千円です。 
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(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加数 減少数 当事業年度末 

普通株式（株） 4,259,200    －    －    4,259,200

    

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加数 減少数 当事業年度末 

普通株式（株） 7,156    4,097    －    11,253

  （注）増加数は、単元未満株式の買取りによるものです。 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。  

 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金の支払額 

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 

平成17年９月28日

定時株主総会 
普通株式 42,520 10.00 平成17年６月30日 平成17年９月29日

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総

額（千円）
配当の原資

１株当たり配

当額（円） 
基準日 効力発生日

平成18年９月28日

定時株主総会 
普通株式 38,231 利益剰余金 9.00

平成18年６月

30日 

平成18年９

月29日 
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当事業年度(自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加数 減少数 当事業年度末 

普通株式（株） 4,259,200    －    －    4,259,200

    

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加数 減少数 当事業年度末 

普通株式（株） 11,253    1,100    －    12,353

  （注）増加数は、単元未満株式の買取りによるものです。 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。  

 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金の支払額 

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 

平成18年９月28日

定時株主総会 
普通株式 38,231 9.00 平成18年６月30日 平成18年９月29日

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総

額（千円）
配当の原資

１株当たり配

当額（円） 
基準日 効力発生日

平成19年９月26日

定時株主総会 
普通株式 50,962 利益剰余金 12.00

平成19年６月

30日 

平成19年９

月27日 

 

 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 

(
自 平成17年 7月 1日
至 平成18年 6月30日

) 

当事業年度 

(
自 平成18年 7月 1日
至 平成19年 6月30日

) 

1．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      1,494,080千円 

      現金及び現金同等物     1,494,080千円 

1．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      1,665,710千円 

      現金及び現金同等物     1,665,710千円 
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（リース取引関係） 
前事業年度 

(
自 平成17年 7月 1日
至 平成18年 6月30日

) 

当事業年度 

(
自 平成18年 7月 1日
至 平成19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 

 

  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 

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 

 

  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     

減 価 償 却      

累計額相当額 

期末残高 

相 当 額     

 

 
 

取得価額 

相 当 額     

減 価 償 却      

累計額相当額 

期末残高 

相 当 額     

 

 

 

 
工具器具 

及び備品 

千円

169,271

千円 

113,919 

千円

55,351

 

 
工具器具 

及び備品 

千円 

113,892 

千円 

71,454 

千円

42,438

 

 

 
そ の 他     11,761 4,919 6,841

 
そ の 他     17,532 6,027 11,504  

 
合   計     181,032 118,839 62,193

 
合   計     131,425 77,482 53,943  

 

  2.未経過リース料期末残高相当額 

        １年以内             37,415千円 

        １ 年 超                 26,074千円 

        合    計             63,490千円 

 

  2.未経過リース料期末残高相当額 

        １年以内             23,818千円 

        １ 年 超                 27,179千円 

        合    計             50,998千円 

 

  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 

        支払リース料         62,273 千円 

        減価償却費相当額     59,604 千円 

        支払利息相当額        2,029 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 

        支払リース料         45,020 千円 

        減価償却費相当額     42,599 千円 

        支払利息相当額        2,318 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 

 

  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 
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（有価証券関係） 

前事業年度（平成18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

－

14,230

 

 

121,840 

－ 

15,152 

44,951

－

921

小     計 91,120 136,993 45,872

 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 

－

－

－

 

 

－ 

－ 

－ 

－

－

－

小     計 － － －

合          計 91,120 136,993 45,872

 

    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 

 

24,898

合          計 24,898

 

当事業年度（平成19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 

74,190

－

－

 

 

104,648 

－ 

－ 

30,457

－

－

小     計 74,190 104,648 30,457

 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 

2,698

－

－

 

 

2,541 

－ 

－ 

△157

－

－

小     計 2,698 2,541 △157

合          計 76,888 107,189 30,300

 

    3.当事業年度中に売却したその他有価証券 

区  分 売却額 売却益の合計 売却損の合計 

    そ  の  他 16,603 1,557 －
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4.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 

 

24,898

合          計 24,898

 

 

（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。 

 

 

（持分法投資損益） 

  該当事項はありません。 
 
 
（関連当事者との取引） 

  該当事項はありません。 
 
 
（ストック・オプション等関係） 

  該当事項はありません。 
 
 
（企業結合等関係） 

  該当事項はありません。 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 

(平成18年6月 30日) 

当事業年度 

(平成19年6月 30日) 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 （流動の部） 

繰延税金資産 繰延税金資産 

 未払事業税否認 9,387千円 未払事業税否認 9,098千円

 貸倒引当金 3,271千円 貸倒引当金 4,666千円

 業務損失引当金 4,875千円 業務損失引当金 7,566千円

 その他 2,717千円 その他 4,262千円

 繰延税金資産の合計 20,251千円 繰延税金資産の合計 25,594千円

 （固定の部） （固定の部） 

繰延税金資産 繰延税金資産 

有価証券および投資有価証券評価損否認 4,004千円 有価証券および投資有価証券評価損否認 5,104千円

 退職給付信託設定有価証券否認 81,836千円 退職給付信託設定有価証券否認 81,836千円

 退職給付引当金繰入限度額超過額 94,172千円 退職給付引当金繰入限度額超過額 72,657千円

 役員退職慰労引当金否認 17,574千円 役員退職慰労引当金否認 21,109千円

 その他 7,218千円 その他 7,009千円

 繰延税金資産の小計 204,805千円 繰延税金資産の小計 187,716千円

 評価性引当額 △397千円 評価性引当額 △2,732千円

 繰延税金資産の合計 204,408千円 繰延税金資産の合計 184,983千円

  

繰延税金負債 繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 18,532千円 その他有価証券評価差額金 9,652千円

 繰延税金負債の合計 18,532千円 繰延税金負債の合計 9,652千円

繰延税金資産の純額 185,875千円 繰延税金資産の純額 175,331千円

   

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

間の差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

間の差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.4％  法定実効税率 40.4％
（調整）  （調整） 

 交際費等永久に損金にされない項目 3.5％  交際費等永久に損金にされない項目 2.2％
 住民税等均等割税の影響 11.9％  住民税等均等割税の影響 11.4％
 受取配当金等益金に算入されない 

項目 
 

△0.4％
 

受取配当金等益金に算入されない 

項目 

△0.3％

 評価性引当金の影響   8.3％  評価性引当金の影響 0.6％
 その他  △9.3％   その他 0.1％  
 税効果適用後の法人税等の負担率    54.4％  税効果適用後の法人税等の負担率    54.4％
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（退職給付会計関係） 

１． 採用している退職給付制度の概要 

          当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度と適格退職年金制度を併用しています。また、適格退職年金

制度の原資を目的として、退職給付信託を設定しています。 

当社では上記退職給付制度のほか、建設コンサルタンツ厚生年金基金に加入していますが、当該厚生年金基

金制度は退職給付会計実務指針33項の例外処理を行う制度です。同基金の年金資産残高のうち当社の掛金拠出

割合（納入告知書）に基づく期末の年金資産残高は、1,897,976 千円です。 

 

２． 退職給付債務に関する事項 

 前事業年度 

(平成18年6月 30日)

 当事業年度 

(平成19年6月 30日)

退職給付債務 △1,495,792千円  △1,444,855千円

年金資産 1,388,132千円  1,408,514千円

未積立退職給付債務 △107,660千円  △36,340千円

未認識数理計算上の差異 △125,439千円  △143,504千円

退職給付引当金  △233,100千円  △179,844千円

  

３． 退職給付費用に関する事項 

前事業年度  当事業年度  

(自 平成17年 7月 1日
至 平成18年 6月30日

)  (自 平成18年 7月 1日
至 平成19年 6月30日

)

退職給付費用 148,373千円  121,024千円

  (1)勤務費用  77,679千円  77,996千円

(2)利息費用 29,507千円  29,915千円

  (3)数理計算上の差異の損益処理額 △1,033千円  △31,150千円

  (4)期待運用収益 △30,568千円  △34,703千円

    小計 75,585千円  42,058千円

(5)総合型厚生年金掛金 72,788千円 78,965千円

 

４． 退職給付債務の計算基礎 

 前事業年度 

(平成18年6月 30日)

 当事業年度 

(平成19年6月30日)

  (1)割引率 2.0％  2.0％

  (2)期待運用収益率 2.5％  2.5％

  (3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準  期間定額基準

  (4)数理計算上の差異の処理年数 4年  4年
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（１株当たり情報） 
前事業年度 

(
自 平成17年 7月 1日
至 平成18年 6月30日

) 

当事業年度 

(
自 平成18年 7月 1日
至 平成19年 6月30日

) 

1株当たり純資産         658円 55銭 

  

 1株当たり当期純利益        21円 67銭 

 

 なお、潜在株式調整後1株当たり当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いません。 

1株当たり純資産          672円 08銭 

  

 1株当たり当期純利益        24円 03銭 

 

なお、潜在株式調整後 1 株当たり当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いません。 

 

（注）1株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 

 

前事業年度 

(
自 平成17年 7月 1日
至 平成18年 6月30日

) 

当事業年度 

(
自 平成18年 7月 1日
至 平成19年 6月30日

) 

当期純利益（千円） 92,063 102,050

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 92,063 102,050

普通株式の期中平均株式数（千株） 4,249 4,247

 

 

（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） 

前事業年度 

(
自 平成17年 7月 1日
至 平成18年 6月30日

) 

当事業年度 

(
自 平成18年 7月 1日
至 平成19年 6月30日

) 

                    期  別

 

 

業務別 金   額 金   額 

道路交通計画 3,332,776 2,929,147  

都市地域計画 181,224 339,121  

環境調査 124,485 180,462  

調査・ 

計画系 

小    計 3,638,486 3,448,730  

道路設計 652,569 964,991  

構造設計 744,299 641,906  
道路・構造

設計系 

小    計 1,396,869 1,606,897  

合   計 5,035,356 5,055,628

    

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

前事業年度 

(
自 平成17年 7月 1日
至 平成18年 6月30日

) 

当事業年度 

(
自 平成18年 7月 1日
至 平成19年 6月30日

) 

受注高 繰越残高 受注高 繰越残高 

                     期  別

 

 

業務別 
金 額 金 額 金 額 金 額 

道路交通計画 3,103,268 960,439 3,131,666 1,162,958

都市地域計画 174,089 36,680 497,472 195,031

環境調査 160,035 121,800 205,362 146,700

調査・ 

計画系 

小    計 3,437,393 1,118,919 3,834,501 1,504,690

道路設計 750,127 286,676 990,922 312,607

構造設計 924,391 348,151 528,320 234,566

道路・構造

設計系 

小    計 1,674,519 634,827 1,519,242 547,173

合   計 5,111,912 1,753,747 5,353,744 2,051,863
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６．役員の異動等（平成19年 9月 26日付） 

 （１）代表者の異動 

      該当事項はありません。 

 

 （２）その他の役員の異動 

   １．新任取締役候補 

      該当事項はありません。 

   

２．退任予定取締役 

      該当者はありません。 

 

 （３）監査役補欠者候補 

     監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者候補の選任を行うものです。 

 

       福地 昌能（フクチ マサヨシ）  （現 公認会計士、監査役補欠者） 

 

以 上 

 


