
平成22年5月期 第2四半期決算短信 

平成22年1月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 Ｅ・Ｊホールディングス株式会社 上場取引所 東 
コード番号 2153 URL http://www.ej-hds.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 小谷 裕司
問合せ先責任者 （役職名） 管理本部副本部長 （氏名） 浜野 正則 TEL 086-252-7520
四半期報告書提出予定日 平成22年1月14日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年5月期第2四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年11月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

22年5月期第2四半期 3,026 △23.4 △1,876 ― △1,771 ― △2,276 ―
21年5月期第2四半期 3,952 ― △1,694 ― △1,566 ― △2,019 ―

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

22年5月期第2四半期 △8,646.03 ―
21年5月期第2四半期 △7,666.71 ―

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

22年5月期第2四半期 16,361 8,750 53.1 32,968.16
21年5月期 18,712 11,263 59.8 42,495.25

（参考） 自己資本   22年5月期第2四半期  8,681百万円 21年5月期  11,189百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年5月期 ― 0.00 ― 750.00 750.00
22年5月期 ― 0.00
22年5月期 

（予想）
― 500.00 500.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 17,000 3.8 400 ― 550 ― 30 ― 113.93
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注) 詳細は、５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) 四半期連結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（四半期連結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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に掲載されている業績見通し等に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報にもとづき作 
成したものであります。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。 

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） 22年5月期第2四半期 363,053株 21年5月期  363,053株
② 期末自己株式数 22年5月期第2四半期  99,738株 21年5月期  99,730株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第2四半期 263,318株 21年5月期第2四半期 263,358株



当第２四半期連結累計期間における経営環境は、世界的な景気低迷に加え、国内では政治の迷走や政権

交代による政策転換が進む一方で、デフレが深刻化し、個人消費の低迷に加えて失業率も高い水準が続く

など企業収益の悪化や雇用不安への影響要因が山積みし、先行き不透明な状況で推移しました。 

 建設コンサルタント業界においても、公共事業投資の縮減傾向が継続する中、景気対策による事業の増

加が期待されましたが、８月末の衆議院選挙での民主党への政権交代に伴い、巨額の財政赤字の下で人口

減少時代を迎えているとして、公共事業費の更なる削減のために補正予算の見直し・執行停止などが行わ

れ、受注競争が一層厳しいものになりました。また、来年度予算におきましても事業仕分けの結果により

大幅な削減が予定され、引き続き市場規模の縮小傾向が止まらず、厳しい経営環境が続くことが懸念され

る情勢です。 

 このような状況の下、当連結グループは、同業他社との差別化戦略の推進による受注シェアの拡大と企

業価値の極大化を実現するため、平成21年６月１日に連結子会社の株式会社エイトコンサルタントと日本

技術開発株式会社の両社の、建設コンサルタント事業の統合・再編を行い、株式会社エイト日本技術開発

ならびに株式会社ＥＪビジネス・パートナーズとして新組織体制でスタートいたしました。 

 そして、「Ｅ・Ｊグループ新中期経営計画」の目標達成を目指し、５つの重点分野(環境・エネルギー

分野、自然災害リスク軽減分野、都市・地域再生分野、インフラ・マネジメント分野、情報・通信分野)

を中心に技術提案型の営業活動及び海外事業活動を積極的に推進し、プロポーザル型業務などによる受注

拡大・受注高確保、顧客評価の向上、営業基盤の強化に努めてまいりました。  

 その結果、広島市が主催した国際コンペ方式による“広島南道路太田川放水路橋りょうデザイン提案競

技”において最優秀賞を受賞し大型案件の受注につながるとともに、一次官庁からの発注を主とするプロ

ポーザル方式などの技術提案型の契約方式による業務の受注が、前年同期と比べ金額で14億20百万円、比

率では59.4％の増加となり、企業の統合・再編による効果が現れました。 

  

当連結グループの事業の種類別セグメントの業種は、総合建設コンサルタント事業のみであります。 

 当事業の特徴としまして、受注の大半が官公需という特性により、通常の営業の形態として、納期が年

度末に集中するため売上高が第４四半期連結会計期間に偏重する傾向にあります。  

 当第２四半期連結累計期間の業績は、受注高103億81百万円(前年同期比124.9％)、売上高30億26百万円

(前年同期比76.6％)となりました。一方、損益面においては、固定費や販売費及び一般管理費については

月々ほぼ均等に発生することから、営業損失18億76百万円(前年同期は営業損失16億94百万円)、経常損失

17億71百万円(同 経常損失15億66百万円)となりました。また、連結子会社の退職給付制度の変更に伴い

３億42百万円を特別損失に計上したことなどから、四半期純損失22億76百万円(同 四半期純損失20億19百

万円)となりました。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報



当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ23億51百万円減少し、163億61百万

円となりました。 

 流動資産は、前連結会計年度末と比べ19億91百万円減少し、87億10百万円となりました。これは主に、

現金及び預金が40億11百万円減少した一方で、たな卸資産が20億31百万円増加したことによるものであり

ます。なお、当連結グループの業務の特性として顧客からの入金が第４四半期連結会計期間に偏る傾向に

あります。 

 固定資産は、前連結会計年度末と比べ３億59百万円減少し、76億50百万円となりました。これは主に、

長期性定期預金の自動解約や保険積立金の払戻しなどにより、投資その他の資産が２億63百万円減少した

ことによるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ１億61百万円増加し76億10百万円とな

りました。これは主に、短期借入金が５億円増加した一方で、業務未払金が１億86百万円、長期借入金が

１億66百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ25億13百万円減少し、87億50百万円

となりました。これは主に、当第２四半期連結累計期間の四半期純損益が22億76百万円の損失計上となっ

たことによるものであります。 

  

平成22年５月期の通期業績予想に関しましては、当第２四半期連結累計期間の受注高は103億81百万円

(前年同期比124.9％)と順調に推移しおりますが、期首繰越受注残高の減少による完成業務高の減少、並

びに政権交代以降の公共事業予算の執行等が不透明な状況から下期における事業量の縮減の影響を考慮し

今期業績への寄与が限定されるものと判断し、当初予想しておりました受注高192億円を171億円に見直す

とともに、平成21年７月14日に公表しました数値を、売上高170億円、営業利益４億円、経常利益５億50

百万円、当期純利益30百万円に修正いたします。 

 なお、当連結グループは、総合建設コンサルタント事業を主な事業内容としており、主要顧客である中

央省庁および地方自治体への納期が年度末に集中することから、売上高が第４四半期連結会計期間に偏重

する傾向があります。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報



（簡便な会計処理） 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。

②固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。 

③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境、一時差異の発

生状況等に著しい変化がないと認められるので、前連結会計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おります。 

  

（四半期連結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。 

  

完成業務高及び完成業務原価の計上基準の変更 

完成業務高の計上基準については、従来、原則として業務完成基準を採用し、連結子会社の日本

技術開発株式会社(現 株式会社ＥＪビジネス・パートナーズ)は、工期が１年を超える業務につい

ては、業務進行基準を採用しておりました。第１四半期連結会計期間より、すべての連結子会社に

おいて、「工事契約に関する会計基準」(平成19年12月27日 企業会計基準委員会 企業会計基準

第15号)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(平成19年12月27日 企業会計基準委員会

企業会計基準適用指針第18号)を適用し、第１四半期連結会計期間に着手した業務契約から、進捗

部分について成果の確実性が認められる業務については業務進行基準(業務の進捗率の見積りは原

価比例法)を、その他の業務については業務完成基準を採用しております。 

 この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

  

  

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期連結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



5. 四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,446 7,458

受取手形及び売掛金 1,158 1,212

有価証券 174 174

たな卸資産 3,446 1,414

繰延税金資産 2 4

その他 488 448

貸倒引当金 △6 △9

流動資産合計 8,710 10,702

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,552 1,590

土地 2,305 2,305

その他（純額） 217 236

有形固定資産合計 4,074 4,132

無形固定資産   

のれん 179 215

その他 334 337

無形固定資産合計 514 553

投資その他の資産   

投資有価証券 1,385 1,450

固定化営業債権 50 17

投資不動産（純額） 518 526

繰延税金資産 12 12

その他 1,144 1,348

貸倒引当金 △49 △31

投資その他の資産合計 3,061 3,324

固定資産合計 7,650 8,010

資産合計 16,361 18,712



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

業務未払金 211 398

短期借入金 1,500 1,000

1年内返済予定の長期借入金 333 339

未払法人税等 58 78

繰延税金負債 0 0

未成業務受入金 1,697 1,400

受注損失引当金 8 24

その他 781 1,314

流動負債合計 4,591 4,556

固定負債   

長期借入金 1,274 1,441

繰延税金負債 92 82

退職給付引当金 1,224 1,094

負ののれん 102 133

長期未払金 283 98

長期預り保証金 41 41

固定負債合計 3,018 2,892

負債合計 7,610 7,448

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,000 2,000

資本剰余金 6,100 6,100

利益剰余金 6,130 8,605

自己株式 △5,099 △5,099

株主資本合計 9,132 11,606

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △451 △416

評価・換算差額等合計 △451 △416

少数株主持分 69 74

純資産合計 8,750 11,263

負債純資産合計 16,361 18,712



(2) 四半期連結損益計算書 
第２四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 3,952 3,026

売上原価 3,423 2,601

売上総利益 529 425

販売費及び一般管理費 2,223 2,301

営業損失（△） △1,694 △1,876

営業外収益   

受取利息 60 32

受取配当金 8 9

負ののれん償却額 31 31

不動産賃貸料 26 19

匿名組合投資利益 31 34

その他 10 13

営業外収益合計 169 140

営業外費用   

支払利息 21 18

不動産賃貸費用 13 11

その他 5 5

営業外費用合計 40 35

経常損失（△） △1,566 △1,771

特別損失   

固定資産除却損 － 2

投資有価証券売却損 9 －

投資有価証券評価損 94 35

関係会社出資金評価損 － 10

経営統合関連費用 － 46

退職給付制度改定損 － 342

厚生年金基金脱退損失 289 －

特別損失合計 393 438

税金等調整前四半期純損失（△） △1,960 △2,210

法人税、住民税及び事業税 45 55

法人税等調整額 23 14

法人税等合計 69 69

少数株主損失（△） △10 △3

四半期純損失（△） △2,019 △2,276



第２四半期連結会計期間 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 2,344 1,949

売上原価 2,026 1,554

売上総利益 317 395

販売費及び一般管理費 1,100 1,086

営業損失（△） △783 △691

営業外収益   

受取利息 28 15

受取配当金 3 3

負ののれん償却額 15 15

不動産賃貸料 13 9

匿名組合投資利益 31 34

その他 7 5

営業外収益合計 100 84

営業外費用   

支払利息 12 9

不動産賃貸費用 6 5

その他 2 3

営業外費用合計 21 18

経常損失（△） △704 △625

特別損失   

投資有価証券売却損 9 －

投資有価証券評価損 36 34

特別損失合計 45 34

税金等調整前四半期純損失（△） △750 △660

法人税、住民税及び事業税 25 28

法人税等調整額 11 5

法人税等合計 36 34

少数株主損失（△） △5 △3

四半期純損失（△） △781 △690



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △1,960 △2,210

減価償却費 132 145

退職給付制度改定損 － 342

のれん償却額 35 35

負ののれん償却額 △31 △31

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 14

受注損失引当金の増減額（△は減少） △31 △15

退職給付引当金の増減額（△は減少） 57 56

受取利息及び受取配当金 △68 △41

支払利息 21 18

投資有価証券評価損益（△は益） 94 35

関係会社出資金評価損益（△は益） － 10

投資有価証券売却損益（△は益） 9 －

匿名組合投資損益（△は益） △31 △34

売上債権の増減額（△は増加） △245 20

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,778 △2,031

保険積立金の増減額（△は増加） － 85

未成業務受入金の増減額（△は減少） △756 296

仕入債務の増減額（△は減少） △139 △402

未払消費税等の増減額（△は減少） △374 △123

その他 △119 △223

小計 △5,181 △4,051

利息及び配当金の受取額 69 41

利息の支払額 △24 △20

法人税等の支払額 △73 △69

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,209 △4,099

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △400 △120

定期預金の払戻による収入 － 100

有形固定資産の取得による支出 △29 △51

無形固定資産の取得による支出 △74 △81

その他 △18 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △523 △159

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） 1,500 500

長期借入金の返済による支出 △51 △173

配当金の支払額 △197 △197

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,250 128

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,482 △4,131

現金及び現金同等物の期首残高 8,677 6,532

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,195 2,401



該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日)及び当第２四半期連結累

計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日)において、当連結グループは、総合建設コンサ

ルタント事業のみ行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日)及び当第２四半期連結累

計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日)において、本邦以外の国又は地域に所在する連

結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(事業の種類別セグメント情報)

(所在地別セグメント情報)

(海外売上高)

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



(1) 生産実績 

            (単位：百万円)

 
(注) 上記の金額は販売価格に生産進捗率を乗じて算出しており、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注状況 

            (単位：百万円)

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 販売実績 

            (単位：百万円)

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

6. その他の情報

   生産、受注及び販売の状況

業務別
前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年６月１日
至 平成20年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成21年11月30日)

(参考) 前連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

建設コンサルタント業務 4,887 5,114 13,026

調査業務 1,088 1,058 2,337

合計 5,975 6,173 15,364

業務別

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年６月１日
至 平成20年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成21年11月30日)

(参考) 前連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

建設コンサルタント業務 6,987 9,988 8,802 11,981 13,198 5,428

調査業務 1,324 1,507 1,579 1,931 2,452 989

合計 8,312 11,496 10,381 13,912 15,651 6,418

業務別
前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年６月１日
至 平成20年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成21年11月30日)

(参考) 前連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

建設コンサルタント業務 3,108 2,421 13,879

調査業務 844 605 2,490

合計 3,952 3,026 16,369




