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1.  平成21年6月期第3四半期の業績（平成20年7月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年6月期第3四半期 1,624 ― △417 ― △413 ― △290 ―

20年6月期第3四半期 1,524 5.4 △379 ― △378 ― △236 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年6月期第3四半期 △68.35 ―

20年6月期第3四半期 △55.81 ―

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

21年6月期第3四半期 5,466 2,587 47.3 609.71
20年6月期 4,270 2,939 68.8 692.39

（参考） 自己資本   21年6月期第3四半期  2,587百万円 20年6月期  2,939百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年6月期 ― 0.00 ― 13.00 13.00
21年6月期 ― 0.00 ―

21年6月期 
（予想）

11.00 11.00

3.  平成21年6月期の業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

通期 5,100 △4.0 220 △31.9 220 △36.1 100 △36.7 23.56
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第3四半期 4,259,200株 20年6月期  4,259,200株

② 期末自己株式数 21年6月期第3四半期  16,125株 20年6月期  14,118株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年6月期第3四半期 4,244,746株 20年6月期第3四半期 4,246,778株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

1.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、多分に不安定な要素を含んでいます。実際の業績等は、今後
様々な要因により、上記予想と異なる場合があります。 
2.当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第14号）を適用しています。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しています。 

㈱福山コンサルタント（9608）　平成21年6月期第3四半期決算短信（非連結）

2



【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3四半期累計期間（平成20年 7月 1日から平成21年 3月 31日）におけるわが国の経済は、金融危機に端

を発した世界同時不況に加え、急激な円高の進行、株価下落等により、企業業績の悪化、設備投資・個人消費の

縮減など景気の悪化に底打ち感はなく、低迷が長期化する様相を呈してきました。 

建設コンサルタント業界においては、公共事業予算の継続的な縮減、道路特定財源問題による発注の抑制、価

格競争の激化などもあって、受注環境は引き続き厳しい状況で推移しています。 

その中で、第2次長期プラン（平成20年 6月期～25年 6月期の6年間）の実現に向け、「基本は技術」、「福山

オリジナル」の行動指針のもと、品質の確保と受注の拡大を最重要課題として業績の向上に努めています。 

平成20年7月には、全社横断的な「環境マネジメント事業部」を発足させ、環境アセスメント業務等の受注・

業務処理体制を整備しました。また、受注体制の強化のため、同月には高知営業所を、10 月には茨城営業所を、

平成21年 1月には埼玉営業所を開設しました。さらに、平成21年 2月には熊本市に熊本事務所社屋を新築移転

し、職場環境改善とあわせ今後の南九州事業部設立のための布石としました。 

当社は、官公庁の会計年度末に完了・納入する業務が大半を占める関係上、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。 

当第 3 四半期累計期間における受注高は、国土交通省を中心に道路特定財源関連法案の成立の遅れによる発注

抑制が影響し55億 19 百万円となり、売上高は前期からの繰越業務を確実に竣工したこともあって16億 24 百万

円となりました。 

損益面では、長期プランに基づく積極的な中途採用による人件費の増加もあって、経常損失は 4 億 13 百万円、

四半期純損失は2億90百万円となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

（１）財政状態 

（資 産） 

   総資産は、前事業年度末と比べ11億 96百万円増加し、54億 66百万円となりました。 

増減の内訳は、未成業務支出金の増加15億 17百万円、完成業務未収金の増加5億82百万円、建物の増加2

億5百万円、現金及び預金の減少13億 33百万円などが主なものです。 

（負 債） 

   負債は、前事業年度末と比べ15億 48百万円増加し、28億 79百万円となりました。 

増減の内訳は、短期借入金の増加14億円、賞与引当金の増加1億 86百万円、納税による未払法人税等の減

少1億61百万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3億52百万円減少し、25億 87百万円となりました。 

増減の内訳は、四半期純損失2億90百万円、剰余金の配当による減少55百万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 11 億 33 百万円減少し、4 億 14 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23億 14百万円となりました。 

これは主に、未成業務支出金（たな卸資産）の増加による支出15億 17百万円、完成業務未収入金（売上債

権）の増加5億86百万円、税引前四半期純損失4億33百万円によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

使用した資金は1億46百万円となりました。 

これは主に、定期預金の払戻しによる収入2億円、熊本事務所の社屋新築や技術用・管理用コンピューター

の購入に伴う有形固定資産の取得2億82百万円、投資有価証券の取得50百万円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

獲得した資金は13億 28百万円となりました。 

これは主に、運転資金として短期借入金14億円の調達と、配当金55百万円の支払によるものです。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

平成21年 6月期の業績予想につきましては、平成21年 2月 8日に公表しました業績予想を変更しておりませ

ん。 

 
４．その他 

(1) 簡便な会計処理および四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（簡便な会計処理） 

① 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法

によっています。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっています。 
 

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理） 

     該当事項はありません。 

 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しています。また、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しています。 

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

棚卸資産の評価については、従来は個別法による原価法によっていましたが、「棚卸資産の評価に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第9号）が第１四半期会計期間から適用され

たことに伴い、個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しています。 

この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

③ リース取引に関する会計基準等の適用 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成5年6月17日 最終改正平成19年3月30日 企

業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成6年1月18日 

最終改正平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期会計期間から早期適用し、所有権移

転外ファイナンス・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から通常の売買

取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しています。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、期首

に前事業年度末における未経過リース料期末残高相当額（利息相当額控除後）を取得価額として取得したも

のとしてリース資産の計上する方法によっています。 

この変更に伴う損益に与える影響は軽微です。 
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 414,343 1,747,652

完成業務未収入金 683,290 101,107

未成業務支出金 2,007,360 489,949

その他 254,149 79,809

貸倒引当金 △5,000 △5,000

流動資産合計 3,354,144 2,413,518

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 633,736 428,534

土地 931,837 931,837

その他（純額） 131,715 107,150

有形固定資産合計 1,697,288 1,467,522

無形固定資産 41,325 35,838

投資その他の資産   

その他 379,884 359,222

貸倒引当金 △5,800 △5,800

投資その他の資産合計 374,084 353,422

固定資産合計 2,112,699 1,856,783

資産合計 5,466,844 4,270,302

負債の部   

流動負債   

業務未払金 261,554 114,004

短期借入金 1,400,000 －

未払法人税等 12,704 174,392

未成業務受入金 582,575 410,854

賞与引当金 186,334 －

受注損失引当金 121,802 77,642

その他 158,689 393,452

流動負債合計 2,723,660 1,170,345

固定負債   

退職給付引当金 99,456 112,209

役員退職慰労引当金 50,170 48,510

その他 6,508 －

固定負債合計 156,135 160,719

負債合計 2,879,795 1,331,065
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 589,125 589,125

資本剰余金 543,708 543,708

利益剰余金 1,466,469 1,811,726

自己株式 △5,034 △4,550

株主資本合計 2,594,268 2,940,009

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,220 △772

純資産合計 2,587,048 2,939,236

負債純資産合計 5,466,844 4,270,302
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年 3月31日) 

売上高 1,624,058

売上原価 1,343,178

売上総利益 280,879

販売費及び一般管理費 698,116

営業損失（△） △417,236

営業外収益  

受取利息 1,718

その他 8,359

営業外収益合計 10,078

営業外費用  

支払利息 5,847

その他 289

営業外費用合計 6,137

経常損失（△） △413,295

特別損失  

固定資産除売却損 499

投資有価証券評価損 15,431

前期損益修正損 4,025

特別損失合計 19,955

税引前四半期純損失（△） △433,251

法人税、住民税及び事業税 23,988

法人税等調整額 △167,169

法人税等合計 △143,180

四半期純損失（△） △290,071
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年 3月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △433,251

減価償却費 90,512

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,752

賞与引当金の増減額（△は減少） 186,334

受取利息及び受取配当金 △2,306

支払利息 5,847

投資有価証券評価損益（△は益） 15,431

売上債権の増減額（△は増加） △586,409

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,517,411

仕入債務の増減額（△は減少） 147,550

その他 △24,888

小計 △2,131,345

利息及び配当金の受取額 1,968

利息の支払額 △6,355

法人税等の支払額 △179,151

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,314,884

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 200,000

投資有価証券の取得による支出 △50,000

有形固定資産の取得による支出 △282,332

その他 △14,585

投資活動によるキャッシュ・フロー △146,918

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,400,000

配当金の支払額 △55,102

リース債務の返済による支出 △15,744

自己株式の取得による支出 △483

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,328,669

現金及び現金同等物に係る換算差額 △176

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,133,309

現金及び現金同等物の期首残高 1,547,652

現金及び現金同等物の四半期末残高 414,343
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。 

また、当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等規則」に準拠して作成しております。 

 
（４）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

（５）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。 
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「参考資料」 
前年同四半期に係る財務諸表等 
（１）（要約）四半期損益計算書 

区分

Ⅰ　売上高 1,524,120

Ⅱ　売上原価 1,214,194

　　売上総利益 309,926

Ⅲ　販売費及び一般管理費 689,558

　　営業損失（△） △ 379,632

Ⅳ　営業外収益 6,307

Ⅴ　営業外費用 5,184

　　経常損失（△） △ 378,509

Ⅵ　特別利益 28,381

Ⅶ　特別損失 －

　　税引前四半期純損失（△） △ 350,127

　　税金費用 △ 113,137

　　四半期純損失（△） △ 236,990

前第3四半期累計期間
(自 平成19年7月1日
 至 平成20年3月31日)

金額(千円)
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第3四半期累計期間
(自 平成19年7月1日

 至 平成20年3月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　　税引前四半期純損失（△） △ 350,127

　　減価償却費 73,376

　　賞与引当金の増減額（△は減少） 202,398

　　たな卸資産の増減額（△は増加） △ 1,873,021

　　仕入債務の増減額（△は減少） 206,289

　　その他 △ 281,871

　　小計 △ 2,022,955

　　法人税等の支払額 △ 109,838

　　その他 △ 3,332

　　営業活動によるキャッシュ・フロー △ 2,136,126

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　有形固定資産の取得による支出 △ 191,004

　　子会社株式の取得による支出 △ 3,000

　　その他 △ 12,884

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 206,888

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　短期借入金の純増額 1,200,000

　　自己株式の増減額 △ 282

　　配当金の支払額 △ 50,507

　　財務活動によるキャッシュ・フロー 1,149,209

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 165

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 1,193,970

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,665,710

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 471,739
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