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（百万円未満切捨て） 
１． 平成20年 6月期第1四半期の業績（平成19年 7月 1日～平成19年 9月 30日） 

（１）経営成績                                                         （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 
四半期（当期） 

純利益 

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

20年 6月期第1四半期    147     0.2   △218     －   △217    － △134    － 

19年 6月期第1四半期    147     0.6   △196     －   △195    － △123    －

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

 

 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 

1株当たり四半期 

（当期）純利益 

    円    銭     円    銭

20年 6月期第1四半期 △31    78     －   － 

19年 6月期第1四半期 △28    96     －   － 

19年 6月期 24    03     －   － 
 
（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

20年 6月期第1四半期          3,594       2,652           73.8       624     55 

19年 6月期第1四半期          3,596       2,636           73.3       620     55 

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

20年 6月期第1四半期    △1,122 △47      60      555 

19年 6月期第1四半期     △981 △21      69      560 

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

 

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 

 円 銭 円 銭 円 銭

19年 6月期     －    12.00    12.00 

20年 6月期（実績）     －   －     

20年 6月期（予想）     －    10.00    10.00 

 
３． 平成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   2.9 230   3.3 230   2.4 110    7.8 25    90 
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４．その他 

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有          ：  

引当金の計上基準等に一部簡便な方法を採用しております。 

(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

(3) 会計監査人の関与               ： 無 
 

 
 

※ 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4頁を参照してください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

         当第1四半期におけるわが国の経済は、アジア諸国や新興国向け輸出に主導された好調な企業業績に支えられ

堅調に推移しているものの、原油価格の高騰やサププライムローン問題による金融不安、さらには年金問題の混

迷もあって、個人消費や所得の伸び悩みなど一部に先行き不透明感が増しています。 

建設コンサルタント業界においては、社会資本整備関係予算の縮小が続き、受注環境の厳しさは続いている

ものの、平成19年 8月に発生した米国の橋梁崩壊事故を契機に、戦後から高度経済成長期に整備された社会資

本について改めてメンテナンス投資の重要性が再認識されつつあります。 

このような状況の中で、平成19年 7月、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、「基本は技術」、「福山オリジナル」の行動指針のもと、改めて受注の拡大と品質の確保を最重要課

題として業績の向上に努めています。 

平成19年8月には、子会社（株）福山リサーチ＆インキュベーションセンター（ＦＲＩＣ）を設立し、Ｍ＆

Ａの仲介など新規ビジネス展開に向けて稼動を開始しました。 

 

（１）受注高 

         国土交通省からのプロポーザル方式（技術提案による評価方式）による交通計画系業務の受注が好調に推移し

たことにより、当第１四半期受注高は対前期比7.7％増の3,630百万円となりました。特に、前期に陣容の強化

および環境部門への業容拡大を進めた東日本事業部において、順調に受注拡大が進んでいます。 

            受注高          （百万円未満切り捨て） 

 受注高 

 百万円   ％ 

20年 6月期第１四半期   3,630 （  7.7） 

19年 6月期第１四半期   3,370 （ 14.3） 

（注）前期からの繰越業務を含んでいます。 

（２）売上高・経常利益等 

         売上高は147百万円と前期並みとなりましたが、経常利益は原価率の高い業務が完成したこともあって 

△217百万円となり、四半期純利益も同様に△134百万円となりました。 

当社の特性として、官公庁の会計年度末に完了・納入する業務が過半を占める関係上、売上高は第４四半期

に集中します。そのため、例年第３四半期までは経常損失、第４四半期で経常利益となることが常態となって

います。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

（１）財政状態の変動状況 

（資 産） 

   総資産は、前事業年度末と比べ221百万円減少し、3,594百万円となりました。 

増減の内訳は、現金及び預金の減少1,110百万円、未成業務支出金の増加648百万円などが主なものです。 

（負 債） 

   負債は、前事業年度末と比べ119百万円減少し、942百万円となりました。 

増減の内訳は、業務未払金の減少139百万円、未払法人税等の減少94百万円、短期借入金の増加100百万円、

未成業務前受金の増加106百万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201百万円減少し、2,652百万円となりました。 

増減の内訳は、四半期純損失△134百万円、剰余金の配当△50百万円などが主なものです。 

 

（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1,110百万円減少し、555百万円と

なりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  使用した資金は1,122百万円（前年同期は981百万円の使用）となりました。 

これは主に、税引前四半期純利益△208百万円、未成業務支出金の増加額648百万円、法人税等の支払額96

百万円の使用によるものです。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

使用した資金は47百万円（前年同期は21百万円の使用）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（＊無形を削除する）固定資産の取得

による支出36百万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） 

獲得した資金は60百万円（前年同期は69百万円の獲得）となりました。 

これは主に、運転資金として短期借入金100百万円の調達と、配当金支払額39百万円の支払によるもので

す。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

  第２次長期プランの初年度にあたる当期は、社員数を300人、売上高70億円とする中期目標の実現を目指し、 

従来より進めてきた知財戦略やＭＡ戦略に基づく地域展開・事業展開をさらに強力に推進します。すなわち全

部署が、中期目標実現のための戦略マニフェスト（定量的な目標値と達成施策）を着実に実践し、技術競争の

拡大基調の中で、一層の業績向上に取組みます。 

第1四半期の業績は、概ね当初の予定通りに推移しており、平成19年 8月9日付「平成19年 6月期決算短

信」で発表しました中間期および通期の業績予想に変更はありません。 
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４．四半期財務諸表 

（１）（要約）四半期貸借対照表 
 

前年同四半期末 

(平成19年 6月期 

第1四半期末) 

当四半期末 

(平成20年 6月期 

第1四半期末) 

 

増減 

 

<参考>前期末 

(平成19年 6月期末)
科     目 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率 

（％） 
金額（千円） 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

  1．現金及び預金 560,389 555,337 △5,051 △0.9 1,665,710

  2．完成業務未収金        142,671        131,119 △11,551 △8.1 132,919

  3．未成業務支出金 892,648 926,049 33,401 3.7 277,368

  4．その他 153,287 193,186 39,898 26.0 48,591

     貸倒引当金 △8,098 △2,625 5,473 △67.6 △11,550

   流動資産合計 1,740,897 1,803,067 62,170 3.6 2,113,040

Ⅱ 固定資産  

  1．有形固定資産 1,364,777 1,362,041 △2,736 △0.2 1,354,681

  2．無形固定資産 42,252 37,407 △4,844 △11.5 40,973

  3．投資その他の資産 454,745 397,692 △57,052 △12.5 412,591

     貸倒引当金 △5,800 △5,800 － － △5,800

   固定資産合計 1,855,976 1,791,342 △64,634 △3.5 1,802,447

 資産合計 3,596,874 3,594,410 △2,463 △0.1 3,915,487

  

 



㈱福山コンサルタント（9608）平成20年6月期第1四半期財務・業績の概況（非連結） 
 

 6

 

 
前年同四半期末 

(平成19年 6月期 

第1四半期末) 

当四半期末 

(平成20年 6月期 

第1四半期末) 

 

増減 

 

<参考>前期末 

(平成19年 6月期末)
科     目 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率 

（％） 
金額（千円） 

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

  1．業務未払金 92,232 61,852 △30,379 △32.9 201,529

  2. 短期借入金 100,000 100,000 － － －

  3．未払金 76,973 115,092 38,118 49.5 112,198

  4．未払法人税等 10,567 11,465 897 8.5 105,575

  5．未成業務前受金 250,537 280,888 30,351 12.1 174,732

  6．業務損失引当金 12,067 16,124 4,057 33.6 18,730

  7．その他 150,051 136,626 △13,424 △8.9 216,423

   流動負債合計   692,429   722,050 29,621 4.3  829,188

Ⅱ 固定負債  

  1．退職給付引当金 222,622 165,422 △57,200 △25.7 179,844

  2．役員退職慰労引当金 45,750 54,560 8,810 19.3 52,250

   固定負債合計 268,372 219,982 △48,390 △18.0 232,094

   負債合計 960,802 942,032 △18,769 △2.0 1,061,283

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

  1．資本金   589,125 589,125 － － 589,125

2. 資本剰余金 543,708 543,708 － － 543,708

3. 利益剰余金 1,479,660 1,518,826 39,166 2.6 1,704,746

 4. 自己株式 △3,635 △4,023 △388 10.6 △4,023

  株主資本合計 2,608,858 2,647,636 38,778 1.5 2,833,556

Ⅱ 評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金   27,212 4,740 △22,472 △82.6   20,648

評価・換算差額等合計 27,212 4,740 △22,472 △82.6 20,648

   純資産合計 2,636,071 2,652,377 16,305 0.6 2,854,204

   負債・純資産合計 3,596,874 3,594,410 △2,463 △0.1 3,915,487
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２．（要約）四半期損益計算書 

 

前年同四半期 

(平成19年 6月期 

第1四半期) 

当四半期 

(平成20年 6月期 

第1四半期) 

増減 

<参考>前期 

(平成19年6月期) 
科     目 

金額（千円） 金額（千円） 
金額 

（千円） 

増減率 

（％） 
金額（千円） 

  

Ⅰ 売 上 高        147,476 147,795 319 0.2 5,055,628

Ⅱ 売 上 原 価        131,254 142,021 10,767 8.2 3,917,873

   売 上 総 利 益         16,222 5,773 △10,448 △64.4 1,137,754

Ⅲ 販売費及び一般管理費 213,080 224,662 △11,581 5.4 915,054

   営 業 利 益          △196,858 △218,888 △22,030 11.2 222,700

Ⅳ 営 業 外 収 益         1,347  1,676 329 24.4  7,221

Ⅴ 営 業 外 費 用        355 316 △39 △11.0 5,315

   経 常 利 益          △195,866 △217,529 △21,662 11.1 224,606

Ⅵ 特 別 利 益        － 8,925 8,925 － 1,557

Ⅶ 特 別 損 失        203 － △203 － 2,381

   税引前当期純利益          △196,070 △208,604 △12,533 6.4 223,781

   法人税、住民税及び事業税 6,355 7,381 1,025 16.1 107,648

   法 人 税 等 調 整 額          △79,391 △81,029 △1,637 2.1 14,082

   四半期（当期）純利益 △123,034 △134,957 △11,922 9.7 102,050
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（３）（要約）四半期株主資本等変動計算書 

前年同四半期（自 平成18年7月 1日 至 平成18年9月30日）           （単位：千円） 

 株主資本 評価・換算差額等 
 

資本金 
資本 

準備金 

利益 

剰余金 
自己株式

株主資本

合計 

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 589,125 543,708 1,640,927 △3,635 2,770,125 27,340 27,340 2,797,465

当四半期変動額    

 剰余金の配当  △38,231 △38,231   △38,231

 当期純利益  △123,034 △123,034   △123,034

 自己株式の取得    －

 株主資本以外の項目の

当四半期変動額 
 △127 △127 △127

当四半期変動額合計 － － △161,266 － △161,266 △127 △127 △161,393

平成18年 9月30日残高 589,125 543,708 1,479,660 △3,635 2,608,858 27,212 27,212 2,636,071

 
当四半期（自 平成19年7月1日 至 平成19年 9月 30日）              （単位：千円） 

 株主資本 評価・換算差額等 
 

資本金 
資本 

準備金 

利益 

剰余金 
自己株式

株主資本

合計 

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19年6月30日残高 589,125 543,708 1,704,746 △4,023 2,833,556 20,648 20,648 2,854,204

当四半期変動額    

 剰余金の配当  △50,962 △50,962   △50,962

 当期純利益  △134,957 △134,957   △134,957

 自己株式の取得    －

 株主資本以外の項目の

当四半期変動額 
 △15,908 △15,908 △15,908

当四半期変動額合計 － － △185,919 － △185,919 △15,908 △15,908 △201,827

平成19年 9月30日残高 589,125 543,708 1,518,826 △4,023 2,647,636 4,740 4,740 2,652,377

 

（参考）前期（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 評価・換算差額等 
 

資本金 
資本 

準備金 

利益 

剰余金 
自己株式

株主資本

合計 

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 589,125 543,708 1,640,927 △3,635 2,770,125 27,340 27,340 2,797,465

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   △388

 株主資本以外の項目の

当期変動額 
 △6,692 △6,692 △6,692

当期変動額合計 － － 63,819 △388 63,430 △6,692 △6,692 56,738

平成19年 6月30日残高 589,125 543,708 1,704,746 △4,023 2,833,556 20,648 20,648 2,854,204
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（４）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

             

前年同四半期 

(平成19年 6月期 

第1四半期) 

当四半期 

(平成20年 6月期 

第1四半期) 

<参考>前期 

(平成19年6月期) 科      目 

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．税引前四半期（当期）純利益 △196,070 △208,604 223,781

   2．減価償却費 20,146 24,501 81,331

   3．賞与引当金の増減額 74,163 76,007 －

   4．未成業務支出金の増減額 △628,074 △648,680 △12,795

   5．仕入債務の増減額 △84,525 △139,676 24,771

   6．その他 △70,331 △130,971 45,000

小    計 △884,692 △1,027,425 362,089

   7．法人税等の支払額 △96,502 △96,157 △110,068

   8．その他 46 774 △2,096

      営業活動によるキャッシュ・フロー △981,148 △1,122,809 249,925

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 △20,456 △36,270 △51,037

   2．子会社株式の取得による支出 － △3,000 －

   3．その他 △1,420 △8,223 11,192

      投資活動によるキャッシュ・フロー △21,877 △47,493 △39,845

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

   1．短期借入金の純増額 100,000 100,000 －

   2．自己株式の増減額 － － △388

   3．配当金の支払額 △30,665 △39,993 △38,140

      財務活動によるキャッシュ・フロー 69,334 60,006 △38,528

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △76 78

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △933,691 △1,110,372 171,629

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,494,080 1,665,710 1,494,080

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 560,389 555,337 1,665,710

 
 


