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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

（１）連結経営指標等

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期

決算年月 2017年５月 2018年５月 2019年５月 2020年５月 2021年５月

売上高 （百万円） 22,978 25,819 26,172 30,394 34,334

経常利益 （百万円） 1,260 1,639 1,709 3,203 4,054

親会社株主に帰属する当期

純利益又は親会社株主に帰

属する当期純損失（△）

（百万円） △293 966 1,261 2,029 2,784

包括利益 （百万円） △211 1,128 1,138 2,128 3,069

純資産額 （百万円） 14,772 15,751 18,149 20,324 25,497

総資産額 （百万円） 23,457 24,847 26,731 31,185 37,513

１株当たり純資産額 （円） 1,286.85 1,372.17 1,334.76 1,493.72 1,601.13

１株当たり当期純利益

又は１株当たり当期純損失

（△）

（円） △25.59 84.23 94.69 149.15 187.47

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 63.0 63.4 67.9 65.2 68.0

自己資本利益率 （％） △2.0 6.3 7.4 10.5 12.2

株価収益率 （倍） － 9.2 5.7 5.2 5.7

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 1,251 △158 1,219 5,088 3,397

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △10 △876 △1,395 △2,247 △752

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 387 △436 1,021 393 1,631

現金及び現金同等物の

期末残高
（百万円） 10,589 9,117 9,962 13,356 17,888

従業員数
（名）

1,226 1,317 1,377 1,517 1,621

［外、平均臨時雇用者数］ [206] [214] [216] [248] [256]

（注）１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３　2020年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第10期の期首に当該株式

分割が行われたと仮定して、「１株当たり純資産額」及び「１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損

失」を算定しております。

４　第12期より、「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が所有する当社株式を、「１株当

たり純資産額」の算定上、期末の普通株式の数の計算において控除する自己株式に含めており、また、「１

株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

５　第10期の「株価収益率」については、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しているため記載しておりま

せん。

６　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を第12期の期首

から適用しており、第11期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準を遡って適用した後の指標等

となっております。

 

（２）提出会社の経営指標等

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期
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決算年月 2017年５月 2018年５月 2019年５月 2020年５月 2021年５月

売上高 （百万円） 783 601 811 862 1,039

経常利益 （百万円） 550 357 517 576 673

当期純利益 （百万円） 531 341 513 559 670

資本金 （百万円） 2,000 2,000 2,000 2,000 2,803

発行済株式総数 （株） 7,261,060 7,261,060 7,261,060 7,261,060 16,078,920

純資産額 （百万円） 19,489 19,692 21,453 21,757 24,500

総資産額 （百万円） 19,581 19,734 21,487 22,709 25,278

１株当たり純資産額 （円） 1,697.71 1,715.52 1,577.80 1,599.02 1,538.91

１株当たり配当額 （円） 26 30 38 50 35

（うち、１株当たり

中間配当額）
（円） (－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益 （円） 46.28 29.74 38.53 41.12 45.13

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 99.5 99.8 99.8 95.8 96.9

自己資本利益率 （％） 2.8 1.7 2.5 2.6 2.9

株価収益率 （倍） 11.5 26.0 13.9 19.0 23.6

配当性向 （％） 28.1 50.4 49.3 60.8 77.6

従業員数 （名） 18 18 19 19 23

株主総利回り （％） 127.0 186.7 135.9 198.6 273.3

（比較指標：配当込み

TOPIX）
（％） (116.1) (132.1) (117.1) (124.3) (156.1)

最高株価 （円） 1,143 1,755 1,649 1,952
1,194

（2,718）

最低株価 （円） 800 999 920 996
980

（1,412）

（注）１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３　2020年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第10期の期首に当該株式

分割が行われたと仮定して、「１株当たり純資産額」及び「１株当たり当期純利益」を算定しております。

なお、「１株当たり配当額」については、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。

４　第11期の「１株当たり配当額」30円には記念配当４円が含まれております。第12期の「１株当たり配当額」

38円には記念配当５円が含まれております。

５　第12期より、「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が所有する当社株式を、「１株当

たり純資産額」の算定上、期末の普通株式の数の計算において控除する自己株式に含めており、また、「１

株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

６　「最高株価」及び「最低株価」は東京証券取引所市場第一部及び同市場第二部におけるものであります。

　　なお、2018年７月６日をもって、当社株式は東京証券取引所市場第二部から同市場第一部銘柄に指定されま

した。
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７　2020年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第14期の株価については

株式分割後の最高株価及び最低株価を記載しており、（　）内に株式分割前の最高株価及び最低株価を記載

しております。

８　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第12期の期

首から適用しており、第11期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指

標等となっております。
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２【沿革】

年月 概要

2007年１月 株式会社エイトコンサルタント及び日本技術開発株式会社（以下、「両社」という。）が、両社の取

締役会による決議において、株式移転により両社の完全親会社となる当社を設立し、その傘下で経営

統合を行うことを決定し、株式移転に係る基本合意書を締結。

2007年４月 両社の臨時株主総会において、両社が共同で株式移転により当社を設立し、両社がその完全子会社と

なることについて承認。

2007年５月 両社上場廃止。

2007年６月 当社設立。

2007年６月 株式会社東京証券取引所（市場第二部）に上場。

2008年１月 株式会社エイトコンサルタント（現　連結子会社）における計測事業を、吸収分割により日本インフ

ラマネジメント株式会社（現　連結子会社）に承継するとともに、株式会社エイトコンサルタントが

保有する日本インフラマネジメント株式会社の株式を吸収分割により当社に承継。

2009年６月 日本技術開発株式会社（連結子会社）の建設コンサルタント事業等を、吸収分割により株式会社エイ

トコンサルタント（現　連結子会社）に承継するとともに、株式会社エイトコンサルタントは株式会

社エイト日本技術開発に、日本技術開発株式会社は株式会社ＥＪビジネス・パートナーズに、それぞ

れ社名変更。

2010年６月 株式交換により株式会社近代設計（現　連結子会社）を子会社化。

2015年５月 株式会社エイト日本技術開発（現　連結子会社）が株式会社ＥＪビジネス・パートナーズ（連結子会

社）を吸収合併。

2017年12月

 

2018年７月

2019年３月

2019年７月

2019年８月

 

2019年11月

2019年11月

2020年８月

 

2020年９月

株式会社近代設計（現　連結子会社）が株式会社北海道近代設計（現　連結子会社）を新設分割によ

り設立。

東京証券取引所市場第一部に指定。

株式会社アークコンサルタント（現　連結子会社）を子会社化。

株式会社アイ・デベロップ・コンサルタンツ（現　連結子会社）を子会社化。

株式会社エイト日本技術開発（現　連結子会社）の保有する株式会社共立エンジニヤ（現　連結子会

社）と共立工営株式会社（現　連結子会社）の株式を現物配当により当社に承継。

株式会社二神建築事務所（現　連結子会社）を子会社化。

株式会社ダイミック（現　連結子会社）を子会社化。

株式会社エイト日本技術開発（現　連結子会社）がタイに現地法人EJEC（Thailand）Co.,Ltd.（現　

連結子会社）を設立。

株式会社エイト日本技術開発（現　連結子会社）の保有する都市開発設計株式会社（現　連結子会

社）の株式を現物配当により当社に承継。
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３【事業の内容】

当グループは、当社及び当社の関係会社21社（連結子会社12社、非連結子会社６社、関連会社２社、その他の関係

会社１社）によって構成されております。

当社は純粋持株会社であり、グループ経営管理を行っております。

連結子会社は、官公庁の公共事業等において、企画から施工監理までを一貫して提供できる総合建設コンサルタン

ト事業を行っております。総合建設コンサルタント事業には、企画・計画、設計、診断、マネジメント、発注者支

援、補償コンサルタント等の建設コンサルタント業務と測量、地質調査等の調査業務とがあり、株式会社エイト日本

技術開発は総合建設コンサルタント事業全般を行い、他の連結子会社は各社の強みとする分野を中心に事業を行って

おります。

当連結会計年度末における、事業内容と当社及び連結子会社等の位置付けは次のとおりであります。

区分及び主要事業 会社名

グループ全体を管理・統括する持株会社 Ｅ・Ｊホールディングス㈱（当社）

総合建設
コンサルタント事業

建設コンサルタント業務

建設コンサルタント
㈱エイト日本技術開発
日本インフラマネジメント㈱
㈱近代設計
㈱共立エンジニヤ
共立工営㈱
都市開発設計㈱
㈱北海道近代設計
㈱アークコンサルタント
㈱アイ・デベロップ・コンサルタンツ
㈱二神建築事務所
㈱ダイミック
EJEC(Thailand) Co.,Ltd.

㈱演算工房　他７社

補償コンサルタント

調査業務

測量

地質調査

 

 

なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第２項に規定する特定上場会社等に該当しており

ます。これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断するこ

ととなります。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業
の内容

議決権の所有又は
被所有割合

関係内容
所有割合
（％）

被所有割合
（％）

（連結子会社）       

㈱エイト日本技術開発

（注）５，６
岡山市北区 2,056

総合建設コンサル

タント事業
100.0 －

経営指導

役員の兼任　３名

日本インフラマネジメント㈱ 岡山市北区 45
総合建設コンサル

タント事業
100.0 － 経営指導

㈱近代設計

（注）６
東京都千代田区 50

総合建設コンサル

タント事業
100.0 －

経営指導

役員の兼任　２名

㈱共立エンジニヤ 島根県松江市 56
総合建設コンサル

タント事業
100.0 －

経営指導

役員の兼任　１名

共立工営㈱ 愛媛県松山市 22
総合建設コンサル

タント事業
100.0 － 経営指導

都市開発設計㈱ 群馬県前橋市 31
総合建設コンサル

タント事業
100.0 － 経営指導

㈱北海道近代設計 札幌市中央区 25
総合建設コンサル

タント事業

100.0

(100.0)
－  

㈱アークコンサルタント 岡山県津山市 50
総合建設コンサル

タント事業
100.0 － 経営指導

㈱アイ・デベロップ・コンサル

タンツ
福岡市博多区 50

総合建設コンサル

タント事業
100.0 － 経営指導

㈱二神建築事務所 兵庫県姫路市 10
総合建設コンサル

タント事業
100.0 － 経営指導

㈱ダイミック 栃木県宇都宮市 10
総合建設コンサル

タント事業
100.0 －

経営指導

役員の兼任　１名

EJEC(Thailand) Co.,Ltd.

（注）４

タイ王国

バンコク

4

（百万THB）

総合建設コンサル

タント事業

49.0

(49.0)

[51.0]

－
 
役員の兼任　１名

（持分法適用関連会社）       

㈱演算工房 京都市上京区 80
総合建設コンサル

タント事業
38.1 － 役員の兼任　１名

（その他の関係会社）       

㈱八雲 岡山市北区 100 保険代理業 － 24.1 役員の兼任　２名

（注）１　「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

２　「議決権の所有又は被所有割合」欄の（内書）は、間接所有割合であります。

３　「議決権の所有又は被所有割合」欄の［外書］は、緊密な者または同意している者の所有割合であります。

４　持分は100分の50以下ですが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。

５　特定子会社であります。

６　売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等 ㈱エイト日本技術開発 ㈱近代設計

(1）売上高 24,121百万円 4,672百万円

(2）経常利益 2,369百万円 766百万円

(3）当期純利益 1,683百万円 487百万円

(4）純資産額 15,219百万円 1,753百万円

(5）総資産額 23,085百万円 3,494百万円
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５【従業員の状況】

（１）連結会社の状況

 2021年５月31日現在

セグメントの名称 従業員数（名）

総合建設コンサルタント事業 1,621 [256]

（注）１　従業員数は就業人員であります。

２　「従業員数」欄の［外書］は、臨時従業員（パートタイマー及びアルバイト）の年間平均雇用人員でありま

す。

 

（２）提出会社の状況

   2021年５月31日現在

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

23 55.3 7.1 8,966,169

（注）１　従業員数は就業人員であります。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３　従業員は、主として連結子会社の株式会社エイト日本技術開発と兼務しており、通算した平均勤続年数は

18.1年であります。

４　当社は純粋持株会社であるため、セグメント別の従業員数は記載しておりません。

 

（３）労働組合の状況

　連結子会社の株式会社エイト日本技術開発には労働組合（エイト日本技術開発労働組合）が結成され、全国建設

関連産業労働組合連合会に所属しており、また、当社並びに他の連結子会社には労働組合は結成されておりません

が、いずれの会社においても、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当連結グループが判断したものであります。

（１）会社の経営の基本方針

私たち「Ｅ・Ｊグループ」は、現在と未来の人々にとって、真に価値ある環境を求めて「今、なにをすべきか」

を常に念頭において、建設コンサルタント事業を中核とするインフラマネジメント全般に係わる事業を拡大・発展

してまいります。「環境」「防災・保全」「行政支援」における３つの領域のマネジメント力・技術力をコア・コ

ンピタンスとして、地球レベルから地域レベルまでを対象に、時代や社会が求める新たな事業モデルの構築による

収益の向上に意欲的に取り組むことをグループ全体で共有し、社会の進化と人類の豊かさへの願いを胸に、高度

化・多様化するニーズに応えて、世界へ羽ばたくコンサルティング企業集団、すなわち「わが国第一級のインフ

ラ・ソリューション・コンサルタントグループ」を目指しております。

 

（２）目標とする経営指標

当連結グループは、持続可能な成長の実現と企業理念の実現を目指すべく、経営指標としては、顧客からの信頼

性を反映する指標として売上高、企業の収益性を反映する指標として営業利益、親会社株主に帰属する当期純利

益、投資効率性を反映する指標として自己資本利益率（ＲＯＥ）を、目標とする経営指標として掲げております。

 

（３）中長期的な会社の経営戦略

当業界をとりまく今後の経営環境としましては、新型コロナウイルス感染症の収束状況によるところが大きく、

不確実性の高い状況が継続すると想定されます。また、産業構造や生活様式、デジタル化の加速、価値観の多様化

など社会・経済の変化は、新型コロナウイルス感染症の影響により加速していくものと認識しております。一方

で、カーボンニュートラル施策やＤＸ推進施策など社会課題解決につながる需要は世界的に拡大していくものと考

えております。

当連結グループは、今後の経営・事業環境の変化を予想し、10年後の2030年度においても、「わが国第一級のイ

ンフラ・ソリューション・コンサルタントグループ」として活躍できる企業集団であるべく、2030年度を見据えた

「長期ビジョン」を作成し、併せて、直面している課題への対応とビジョン達成に向けた最初のステップとして、

2021年度をスタート年とする第５次中期経営計画（2021年度～2024年度）を新たに策定いたしました。

 

１．長期ビジョン「Ｅ・Ｊ̶Vision2030」の概要

（１）Ｅ・Ｊグループの果たすべき役割

コンセプトを「安心・夢のあるサステナブルな社会の実現に貢献する」といたしました。

国内外における今後の社会課題の変化や社会資本の方向性、Ｅ・Ｊグループのコア・コンピタンス等の特色

を踏まえて、グループの果たすべき役割を以下の３つとし、これらの主要な役割を果たしながら、建設コンサ

ルタント業に求められる新たなインフラ整備への貢献を進めてまいります。

①環境負荷軽減への貢献

②持続可能でレジリエントな社会づくりへの貢献

③地域の課題解決と活性化への貢献

（２）長期ビジョンにおける基本方針

ＥＳＧ経営の概念を根底に置き、基本方針として下記の４つを掲げ、上記の役割を果たしてまいります。

①環境負荷軽減対応の強化

再生可能エネルギー等環境負荷軽減施策の普及を支援し、レジリエントな循環型社会の形成に貢献する。

②持続可能でレジリエントな社会づくりへの貢献

国内外の良質なインフラ整備や維持管理と地域の生活環境向上や活性化施策を通して、「安全・安心な社

会づくり」に貢献する。

③ダイバーシティ経営の実践

多様な人財の開発・育成を積極的に行い、働きやすく、働きがいのある職場をつくる。

④最適な体制構築のためのガバナンスの強化

コンプライアンスやリスク管理を重視したガバナンス体制を整備し、経営の透明性を高め、ステークホル

ダーとの関係を強化する。

（３）2030年度における連結業績目標

売上高 500億円

営業利益 60億円

親会社株主に帰属する当期純利益 40億円

自己資本利益率（ＲＯＥ） 10％以上

 

２．第５次中期経営計画「Ｅ・Ｊ̶Plan2024」の概要
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第５次中期経営計画における４年間は、「Ｅ・Ｊ-Vision2030」の達成に向けた「基盤整備・強化」の期間

として位置づけており、第４次中期経営計画までの課題をもとに、既存事業の強化・深耕や新たなニーズに

取り組んでまいります。

（１）第５次中期経営計画の基本方針

①既存事業強化とサービス領域の拡充

ａ．最先端技術を取り入れ、国土強靭化、老朽化するインフラメンテナンス、環境に配慮したサステナ

ブルな社会インフラの整備、ＣＭ等の行政支援のサービスを深化させ、重点課題として取り組む。

ｂ．３つのコア・コンピタンスを基盤にした６つの新重点分野により、今後成長が想定される事業領域

の拡大、変革を図る。

ｃ．経済発展とともにインフラ整備市場が拡大する東南アジアを中心に、Ｍ＆Ａも含め海外事業基盤の

再構築を図る。

ｄ．研究開発、デジタル機材等への積極的投資によりＤＸ推進を加速し、競争優位性を確保する。

②多様化するニーズへの対応力の強化

ａ．データ、情報資産、ＩＣＴ技術を活用した新商品、新サービスを開発する。

ｂ．既存の農林事業を活かした地域課題解決ビジネスを深化させる。（ＢtoＢtoＣなど）

ｃ．グリーンインフラ、スマートシティ、物流・ロジスティックス推進等未来型社会インフラへの知

見・ノウハウ・技術を獲得し新たなインフラニーズに取り組む。

ｄ．新規事業、技術力強化に必要なアライアンス・Ｍ＆Ａを積極的に行う。

③環境変化に柔軟に対応できる経営基盤の構築

ａ．バリュ－チェーンの進化により、業務の効率化・生産性の向上・成果品質の確保を図る。

ｂ．グループ総合力を結集し、更なる企業価値向上を目指す。

ｃ．サテライトオフィスやテレワークを活用した多様な働き方を実践し、ダイバーシティを尊重した職

場づくりとグループのブランド力強化を行う。

ｄ．イノベーションやマネジメント人財育成の強化を目的とした『企業内学校』の創設と活用及び多様

な人財確保によりグループの技術力の向上・人的資源の拡充を目指す。

ｅ．リスクマネジメント・内部統制の強化はもとより、コーポレートガバナンス・コードを踏まえた強

固なガバナンス体制の構築と経営の透明性の向上により、株主・投資家との信頼関係を醸成する。

（２）連結業績目標（2024年度）

売上高 380億円

営業利益 46億円

親会社株主に帰属する当期純利益 31億円

自己資本利益率（ＲＯＥ） 10％以上

 

（４）会社の優先的に対処すべき課題

次期におきましては、引き続き新型コロナウイルス感染症拡大防止に努めながら、以下の課題に取り組み事業
拡大に努めてまいります。
 
①新たな６つの重点分野（自然災害・リスク軽減分野、インフラメンテナンス分野、デジタルインフラソ
リューション分野、環境・エネルギー分野、都市・地域再生分野、公共マネジメント分野）の技術の高度化
と融合により、既存事業の強化を図りつつ他社との差別化を図る。

②未来型社会インフラ創造領域への事業展開を見据えながら、次世代基幹技術の開発を促進する。
③ウィズコロナ・アフターコロナにおける、働き方改革とバリューチェーン改革を推進する。
④優秀な人材の確保や育成を図るための取組みを推進する。
⑤リスク管理とグループガバナンスを強化する。

 
以上の取組みにより、安定的な収益性と強固な財務体質を堅持し、全てのステークホルダーへの還元を積極的

に実施するとともに、Ｅ・Ｊグループ企業価値の更なる向上に努めてまいります。
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２【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおり

であります。当連結グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応

に努める所存であります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当連結グループが判断したものであります。

 

（１）官公庁等への売上依存について

当連結グループは、国土交通省等の中央省庁及び地方自治体を主要顧客としており、これらの官公庁等に対する

売上依存度は90％程度と高い比率になっております。このため、当連結グループの経営成績は、今後の公共投資額

の変動により影響を受ける可能性があります。このリスクに対応するため、海外や民間受注を増やすべく営業活動

を実施しております。

 

（２）経営成績の季節的な変動について

当連結グループの売上高は、主に完成基準に基づいており、主要顧客である中央省庁及び地方自治体への納期が

年度末に集中することから、第４四半期連結会計期間に偏重しております。これに伴い、当連結グループの利益も

第４四半期連結会計期間に偏重する傾向があります。

なお、前連結会計年度及び当連結会計年度の各四半期連結会計期間の売上高、営業損益は、下表のとおりであり

ます。

（単位：百万円、％）
 

 
前連結会計年度

（自　2019年６月１日
至　2020年５月31日）

当連結会計年度
（自　2020年６月１日
至　2021年５月31日）

 
第１
四半期

第２
四半期

第３
四半期

第４
四半期

通期
第１
四半期

第２
四半期

第３
四半期

第４
四半期

通期

売上高 2,560 3,812 5,207 18,813 30,394 3,458 4,284 6,464 20,126 34,334

構成比 8.4 12.6 17.1 61.9 100.0 10.1 12.5 18.8 58.6 100.0

営業利益又

は営業損失

（△）

△1,119 △427 32 4,499 2,984 △718 △316 635 4,256 3,857

 

（３）災害による事業活動への影響について

当連結グループの事業拠点の中には、大規模地震や水害の危険性が指摘されている地域に含まれているものがあ

ります。当連結グループでは、このような自然災害に備えてＢＣＰ（事業継続計画）を策定し、また株式会社エイ

ト日本技術開発においては、内閣府が推進する「国土強靭化貢献団体」の認証（レジリエンス認証）を受けるなど

防災管理体制を強化しておりますが、災害の規模によっては主要設備、データの損傷等により、当連結グループの

経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

（４）新型コロナウイルス等、感染症拡大について

当連結グループの従業員に新型コロナウイルス、インフルエンザ、ノロウイルス等の感染が拡大した場合、一時

的に業務を停止するなど、当連結グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。当連結グループでは、こ

れらのリスクに対応するため、予防や感染拡大防止に対して適切な管理体制を構築しております。

今般、世界的に感染が拡大した新型コロナウイルス感染症に関しては、対策本部を設置し、在宅勤務等のテレ

ワーク、時差出勤、職場における３密の排除、出張等の移動制限、毎日の検温など、従業員の安全と健康を最優先

した対応を徹底し、感染者が発生した場合の対応等も定めて影響の極小化を図っております。

 

（５）成果品に関する瑕疵について

当連結グループでは、専任者による厳格な照査等を実施することにより、常に成果品の品質の確保と向上に努め

ております。また、万が一瑕疵が発生した場合に備えて損害賠償責任保険に加入しております。しかし、成果品に

瑕疵が発生し賠償金を支払うこととなった場合や指名停止などの行政処分を受けるような事態が生じた場合には、

当連結グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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（６）法的規制について

当連結グループは、所管官庁から建設コンサルタント登録、補償コンサルタント登録、測量業者登録及び地質調

査業者登録等の登録を受けて事業活動を実施しております。将来、当該登録の取り消し又は更新が認められない場

合、もしくは今後、これらの法律等の改廃又は新たな法令規制が制定された場合には、当連結グループの経営成績

に影響を及ぼす可能性があります。登録の更新が認められるよう、有資格者や業務実績の確保に努めております。

また、当連結グループの事業活動には、会社法、金融商品取引法、独占禁止法、下請法、並びに、各登録分野に

関する法令・規則・基準等による規制があります。このため、当連結グループでは、コンプライアンス・プログラ

ム及びリスク管理規程等を作成し、行動規範、遵守項目、行動指針などを定め、すべての役職員が法令遵守の徹底

に努めております。万が一法令違反が発生した場合には、指名停止などの行政処分を受ける可能性があり、当連結

グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

なお、提出日現在における当連結グループの主要な登録状況は下表のとおりであります。

登録の名称 所管官庁 会社名 登録番号
有効期限

有効期間（５年）
登録取消事由

建設コンサル

タント登録
国土交通省

㈱エイト日本技術開発 建01第116号 2024年９月30日

建設コンサルタント

登録規程

（第６条）

登録をしない場合

（第12条）

登録の停止

（第13条）

登録の消除

日本インフラ

マネジメント㈱
建01第6550号 2024年６月27日

㈱近代設計 建01第711号 2024年９月30日

㈱共立エンジニヤ 建01第5315号 2024年９月26日

共立工営㈱ 建28第5816号 2021年11月10日

都市開発設計㈱ 建02第6727号 2025年３月31日

㈱北海道近代設計 建30第10534号 2023年１月23日

㈱アーク

コンサルタント
建29第3336号 2022年１月23日

㈱アイ・デベロップ・

コンサルタンツ
建29第5877号 2022年１月15日

㈱ダイミック 建01第4749号 2024年11月12日

補償コンサル

タント登録
国土交通省

㈱エイト日本技術開発 補31第687号 2024年１月29日
補償コンサルタント

登録規程

（第６条）

登録をしない場合

（第11条）

登録の停止

（第12条）

登録の消除

日本インフラ

マネジメント㈱
補30第2361号 2023年６月28日

㈱共立エンジニヤ 補29第2259号 2022年11月29日

共立工営㈱ 補02第2781号 2025年８月30日

都市開発設計㈱ 補30第5001号 2023年３月11日

㈱アーク

コンサルタント
補30第325号 2023年12月17日

 

EDINET提出書類

Ｅ・Ｊホールディングス株式会社(E05706)

有価証券報告書

 12/112



登録の名称 所管官庁 会社名 登録番号
有効期限

有効期間（５年）
登録取消事由

測量業者登録 国土交通省

㈱エイト日本技術開発
登録第（15）―

263号
2023年11月30日

測量法

（第55条の６）

登録の拒否

（第55条の10）

登録の消除

（第55条の14）

無登録営業の禁止

（第57条）

登録の取消し又は

営業の停止

日本インフラ

マネジメント㈱

登録第（７）―

19404号
2025年10月８日

㈱近代設計
登録第（12）―

4071号
2023年９月30日

㈱共立エンジニヤ
登録第（７）―

16514号
2021年12月25日

共立工営㈱
登録第（６）―

21757号
2023年10月17日

都市開発設計㈱
登録第（12）―

4970号
2025年３月31日

㈱北海道近代設計
登録第（１）―

35440号
2023年１月17日

㈱アーク

コンサルタント

登録第（12）―

4211号
2023年12月20日

㈱アイ・デベロップ・

コンサルタンツ

登録第（３）―

32692号
2025年６月14日

㈱ダイミック
登録第（７）―

17886号
2023年11月20日

地質調査業者

登録
国土交通省

㈱エイト日本技術開発 質29第367号 2022年12月25日 地質調査業者

登録規程

（第６条）

登録をしない場合

（第11条）

登録の停止

（第12条）

登録の消除

日本インフラ

マネジメント㈱
質28第1620号 2021年９月30日

㈱近代設計 質30第2684号 2023年６月21日

㈱共立エンジニヤ 質28第1627号 2021年10月14日

共立工営㈱ 質02第1561号 2025年10月10日

都市開発設計㈱ 質30第2148号 2023年12月21日

 

（７）情報セキュリティーについて

当連結グループの事業は、公共性が高く、個人情報を含む様々な機密情報を取り扱っております。当連結グルー

プは全社的な情報管理体制を構築し、情報管理の徹底に努めておりますが、万が一情報漏洩等が発生した場合に

は、当連結グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

（８）企業買収、他社とのアライアンスについて

当連結グループは、今後も弱点地域・弱点事業領域の解消、技術者不足への対応のため企業買収や他社とのアラ

イアンスを進める方針であります。企業買収等の際には十分な投資分析を実施しておりますが、実施後に偶発債務

の発生や未認識債務の判明等、事前調査で把握できなかった問題が生じた場合や、事業の展開等が計画どおりに進

まず、投資やのれんの減損処理を行う必要が生じた場合、当連結グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があり

ます。

 

（９）人材の確保、育成について

当連結グループの事業は人材に大きく依存しており、グループの成長は専門性を有する優秀な人材の確保と育成

に大きく影響されます。多様な人材が活躍できる企業風土、人事制度、執務環境の整備等を通じて優秀な人材の確

保に努めるとともに、各種教育・研修制度の体系化等、人材の育成に注力しておりますが、人材の確保・育成が想

定どおりに進まなかった場合や優秀な人材が多数流出した場合には、当連結グループの経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。
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３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当連結会計年度の経営成績等の状況の概要並びに経営者の視点による当連結グループの経営成績等の状況に関する

認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断

したものであります。

なお、当連結グループのセグメントは、総合建設コンサルタント事業のみの単一セグメントであります。

 

（１）財政状態の分析

当連結会計年度末の財政状態は、資産合計は前連結会計年度末から63億28百万円増加し375億13百万円となりま

した。これは業績が好調なこと、また、新株式の発行及び自己株式の処分等により現金及び預金が48億36百万円増

加したことが主な要因であります。負債合計は前連結会計年度末から11億55百万円増加し120億15百万円となりま

した。これは未払法人税等が６億80百万円、未払消費税等が２億18百万円、社員に対する賞与の未払計上額の増加

により未払費用が５億27百万円それぞれ増加となったことが主な要因であります。純資産合計は前連結会計年度末

から51億72百万円増加し254億97百万円となりました。これは親会社株主に帰属する当期純利益の計上等により利

益剰余金が25億円増加、また、新株式の発行及び自己株式の処分等により資本金、資本剰余金並びに自己株式のそ

れぞれの増加額を合計して23億79百万円増加となったことが主な要因であります。

財政状態の主な安全性分析結果としては、当連結会計年度末の自己資本比率は前連結会計年度末に比べ2.8ポイ

ント上昇の68.0％となり、流動比率は18.5ポイント上昇の247.0％となりました。

当連結グループは引き続き健全な財政状態であると認識しております。

 

（２）経営成績の分析

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症がパンデミック状態となり世界経済に多大な
影響を及ぼす中、各国における経済対策の効果やワクチン普及による感染症収束への期待等により一部に持ち直し
の兆しも見られましたが、変異型の拡大もあり雇用情勢や所得の先行きに対する不透明感も長期化し、国内外の景
気の先行きについては、依然として予断を許さない状況が続いております。
当連結グループが属する建設コンサルタント業界の経営環境は、国及び自治体の財政状況が極めて厳しい中では

ありますが、「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」の閣議決定に伴い、社会資本整備の重点施策
である国土強靭化、防災・減災対策や地域活性化施策の推進に向けて、2020年度に続き2021年度の公共事業関係費
も前年度と同水準を維持するなど、グループにとっては引続き好調な市場機会が見込まれる状況であります。
当連結グループは、建設コンサルタントの使命である社会資本整備はもとより、安全・安心の確保を担う「地域

の守り手」「地域の創り手」として、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間中においても、継続を求めら
れる事業に従事しており、その役割は益々重要になっております。
このような状況の中、当連結グループは、「Ｅ・Ｊグループ第４次中期経営計画」（2017年７月12日公表）の最

終年度として、引き続き、経営ビジョン「わが国第一級のインフラ・ソリューション・コンサルタントグループ」
の実現を目指し、「盤石な経営基盤」の構築を図るべく、「主力事業の深化とブランド化」、「新事業領域の創
出」、「グローバル展開の推進」、「環境の変化に即応する経営基盤整備の推進」という４つの基本方針のもと、
連結子会社間の連携による総合力の強化を図ると共に、新型コロナウイルス感染症防止対策を徹底し、テレワーク
環境の整備やＷｅｂ会議システムを有効活用しながら、働き方改革を積極的に推し進めてまいりました。併せて、
ＩＣＴの利活用によるＢＩＭ／ＣＩＭ（３次元設計）等を推進し、生産性の向上を図ると同時に技術力やマーケ
ティング力の強化にも取り組んでまいりました。
また、当連結グループの持続的な発展のためのＥＳＧ（環境、社会、ガバナンス）経営への対応として、グルー

プの重要な社会課題を特定し、その課題解決に努めることで、ＳＤＧs（持続的な開発目標）の達成にも貢献すべ
くグループ全体で取り組んでまいりました。
当連結グループが重点分野と定める、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・通信分野及び海外コンサルティング分野については、海外コンサルティング
分野が新型コロナウイルス感染症拡大の影響による渡航制限などもあって大きく停滞したものの、その他の分野に
おいては、前期からの繰越業務を豊富に抱えた状況を背景に、全体としては技術提案型業務の獲得を重視した付加
価値型の営業展開を積極的に進めてまいりました。
生産面においては、新型コロナウイルス感染症拡大による工期延期などの影響も多少ある中で、工程管理の徹底

による繰越業務の早期消化に最大限努力すると同時に、人的資源の適正配置等により着実・効率的な生産体制を整
え、契約工期内での業務完成・売上計上を確実に実現するよう努めてまいりました。
なお、当連結会計年度より、新たに、株式会社二神建築事務所及び株式会社ダイミックを、第２四半期連結会計

期間より、新たに設立した現地法人EJEC（Thailand）Co.,Ltd.を連結子会社としております。

これらの結果、当連結会計年度の経営成績は、発注者支援業務等の受注増加もあり、受注高は全体として順調に

推移し、369億２百万円（前連結会計年度比 104.0％）となりました。

売上高については、当連結会計年度は、新型コロナウイルス感染症拡大により、大都市圏の社員の多くが在宅勤

務等を余儀なくされる期間が長くありましたが、テレワーク環境の整備が順調に進み比較的効率的な作業環境を確

保できたこと、また、発注者とのリモート協議についても特段の支障もなく実施できたこと等により、業務完成に

大きな影響が出なかったことから、前連結会計年度に比べて39億40百万円増加の343億34百万円（同 113.0％）と

なりました。

営業利益については、販売費及び一般管理費が処遇向上による人件費の増加等により６億５百万円増加となった

ものの、総業務量が増加した中で引き続き工程管理を徹底したことによる作業効率の改善や出張等の移動の減少に

伴う時間的ロスや経費が減少したこと等も売上原価率低減効果として現れたことなどから、売上総利益が14億77百
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万円増加したことにより、前連結会計年度に比べて８億72百万円増加の38億57百万円（同 129.2％）となりまし

た。

経常利益については、持分法による投資利益の計上等により、前連結会計年度に比べて８億51百万円増加の40億

54百万円（同 126.6％）となりました。

親会社株主に帰属する当期純利益については、評価損の減少、増益に伴う税金費用の増加等により、前連結会計

年度に比べて７億55百万円増加の27億84百万円（同 137.2％）となりました。

これらの結果、全体として、新型コロナウイルス感染症の業績への影響は想定よりも軽微なものにとどまったこ

となどから、連結の各利益は当初予想を上回る結果となりました。
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なお、売上高、売上総利益及び発注機関別の売上総利益の定量分析は以下の通りです。

 

売上高の定量分析　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円、％）

 業務別

前連結会計年度

（自　2019年６月１日

至　2020年５月31日）

当連結会計年度

（自　2020年６月１日

至　2021年５月31日）

変動

期首繰越受注残高

Ａ　（注）２

建設コンサルタント業務 17,044 22,636 5,591

調査業務 2,257 2,191 △65

合計 19,301 24,827 5,525

受注高

Ｂ

建設コンサルタント業務 31,240 32,125 884

調査業務 4,251 4,777 526

合計 35,492 36,902 1,410

売上高

Ｃ

建設コンサルタント業務 26,077 30,171 4,094

調査業務 4,317 4,162 △154

合計 30,394 34,334 3,940

期末繰越受注残高

Ｄ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ

建設コンサルタント業務 22,207 24,589 2,381

調査業務 2,191 2,806 614

合計 24,399 27,396 2,996

総業務量

Ｅ＝Ａ＋Ｂ

建設コンサルタント業務 48,285 54,761 6,476

調査業務 6,508 6,969 460

合計 54,793 61,730 6,936

総業務量完成率

Ｆ＝Ｃ÷Ｅ×100

建設コンサルタント業務 54.0 55.1 1.1

調査業務 66.3 59.7 △6.6

合計 55.5 55.6 0.1

売上高変動分析
総業務量変動

による要因

総業務量完成率変動

による要因
合計

建設コンサルタント業務 3,497 596 4,094

調査業務 305 △459 △154

合計 3,802 137 3,940

総業務量変動による要因＝総業務量変動×前連結会計年度総業務量完成率

総業務量完成率変動による要因＝当連結会計年度総業務量×総業務量完成率変動

（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　当連結会計年度の期首繰越受注残高（建設コンサルタント業務）には、当連結会計年度から新たに連結

子会社となった株式会社二神建築事務所、株式会社ダイミックの連結開始時受注残高（それぞれ70百万

円、357百万円）を含めております。
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売上総利益の定量分析　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円、％）

 業務別

前連結会計年度

（自　2019年６月１日

至　2020年５月31日）

当連結会計年度

（自　2020年６月１日

至　2021年５月31日）

変動

売上高

Ａ

建設コンサルタント業務 26,077 30,171 4,094

調査業務 4,317 4,162 △154

合計 30,394 34,334 3,940

売上原価

Ｂ

建設コンサルタント業務 17,413 19,836 2,422

調査業務 3,057 3,097 39

合計 20,470 22,933 2,462

売上総利益

Ｃ＝Ａ－Ｂ

建設コンサルタント業務 8,663 10,335 1,671

調査業務 1,259 1,065 △193

合計 9,923 11,401 1,477

売上原価率

Ｄ＝Ｂ÷Ａ×100

建設コンサルタント業務 66.8 65.7 △1.0

調査業務 70.8 74.4 3.6

合計 67.4 66.8 △0.6

売上総利益率

Ｅ＝Ｃ÷Ａ×100

建設コンサルタント業務 33.2 34.3 1.0

調査業務 29.2 25.6 △3.6

合計 32.6 33.2 0.6

売上総利益変動分析
売上高変動

による要因

売上原価率変動

による要因
合計

建設コンサルタント業務 1,360 311 1,671

調査業務 △44 △148 △193

合計 1,315 162 1,477

売上高変動による要因＝売上高変動×前連結会計年度売上総利益率

売上原価率変動による要因＝当連結会計年度売上高×売上総利益率変動

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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発注機関別の売上高、売上原価、売上総利益増減分析　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円、％）

 発注機関

前連結会計年度

（自　2019年６月１日

至　2020年５月31日）

当連結会計年度

（自　2020年６月１日

至　2021年５月31日）

変動

売上高

Ａ

国土交通省 8,205 10,220 2,014

都道府県 10,102 11,374 1,272

市区町村 5,943 5,479 △464

その他 6,142 7,260 1,117

合計 30,394 34,334 3,940

売上原価

Ｂ

国土交通省 5,790 6,808 1,018

都道府県 6,393 7,354 960

市区町村 3,922 3,754 △168

その他 4,363 5,016 652

合計 20,470 22,933 2,462

売上総利益

Ｃ＝Ａ－Ｂ

国土交通省 2,414 3,411 996

都道府県 3,708 4,020 312

市区町村 2,021 1,725 △296

その他 1,778 2,244 465

合計 9,923 11,401 1,477

売上原価率

Ｄ＝Ｂ÷Ａ×100

国土交通省 70.6 66.6 △3.9

都道府県 63.3 64.7 1.4

市区町村 66.0 68.5 2.5

その他 71.0 69.1 △2.0

合計 67.4 66.8 △0.6

売上総利益率

Ｅ＝Ｃ÷Ａ×100

国土交通省 29.4 33.4 3.9

都道府県 36.7 35.3 △1.4

市区町村 34.0 31.5 △2.5

その他 29.0 30.9 2.0

合計 32.6 33.2 0.6

売上総利益変動分析
売上高変動

による要因

売上原価率変動

による要因
合計

国土交通省 592 403 996

都道府県 467 △154 312

市区町村 △157 △138 △296

その他 323 141 465

合計 1,225 252 1,477

売上高変動による要因＝売上高変動×前連結会計年度売上総利益率

売上原価率変動による要因＝当連結会計年度売上高×売上総利益率変動

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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（３）生産、受注及び販売の実績

当連結グループは「総合建設コンサルタント事業」の単一セグメントでありますが、生産、受注及び販売の実績

については、建設コンサルタント業務、調査業務の２業務に区分して記載しております。

①生産実績

業務別

当連結会計年度
（自　2020年６月１日
至　2021年５月31日）

金額（百万円） 前年同期比（％）

建設コンサルタント業務 30,343 111.2

調査業務 4,285 101.9

合計 34,628 110.0

（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受注実績

業務別

当連結会計年度
（自　2020年６月１日
至　2021年５月31日）

受注高 受注残高

金額（百万円） 前年同期比（％） 金額（百万円） 前年同期比（％）

建設コンサルタント業務 32,125 102.8 24,589 110.7

調査業務 4,777 112.4 2,806 128.0

合計 36,902 104.0 27,396 112.3

（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

業務別

当連結会計年度
（自　2020年６月１日
至　2021年５月31日）

金額（百万円） 前年同期比（％）

建設コンサルタント業務 30,171 115.7

調査業務 4,162 96.4

合計 34,334 113.0

（注）１　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は以下のとおりであります。

前連結会計年度
（自　2019年６月１日
至　2020年５月31日）

当連結会計年度
（自　2020年６月１日
至　2021年５月31日）

相手先 販売高（百万円） 割合（％） 相手先 販売高（百万円） 割合（％）

国土交通省 8,205 27.0 国土交通省 10,220 29.8

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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（４）経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当連結グループは、2017年７月12日に第４次中期経営計画「価値ある環境を未来に　～Ｅ・Ｊグローカルチャレ

ンジ２０２０」を公表しました。

目標とする経営指標は、「１　経営方針、経営環境及び対処すべき課題等　（２）目標とする経営指標」に記載

のとおりであります。

第４次中期経営計画の４年目である当連結会計年度においては、売上高343億34百万円、経常利益40億54百万

円、親会社株主に帰属する当期純利益27億84百万円、自己資本利益率（ＲＯＥ）12.2％とすべての指標で目標を達

成いたしましたが、引き続きこれら経営指標の向上に努めてまいります。

 

（５）キャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末

と比べ45億32百万円増加し、178億88百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは33億97百万円の資金増（前連結会計年度は50億88百万円

の増加）となり、前連結会計年度と比べ16億91百万円の減少となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益40億33百万円、減価償却費４億91百万円、売上債権の増加13億１百万円、

たな卸資産の減少３億17百万円、法人税等の支払による８億50百万円によるものであります。

また、前連結会計年度に比べての増減要因は、税金等調整前当期純利益が８億89百万円、売上債権の増加額が15

億70百万円、たな卸資産の減少額が11億67百万円、未成業務受入金の減少額が20億28百万円増加したこと等による

ものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは７億52百万円の資金減（前連結会計年度は22億47百万円

の減少）となり、前連結会計年度と比べ14億94百万円の増加となりました。

これは主に、定期預金の預入により３億８百万円、有形固定資産の取得により４億93百万円それぞれ減少したこ

とによるものであります。

また、前連結会計年度に比べての増減要因は、子会社株式の取得による支出が３億94百万円、連結範囲の変更を

伴う子会社株式の取得による支出が13億80百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは16億31百万円の資金増（前連結会計年度は３億93百万円

の増加）となり、前連結会計年度と比べ12億37百万円の増加となりました。

これは主に、長期借入金の返済による４億81百万円、配当金の支払いにより３億44百万円それぞれ減少した一方

で、自己株式の処分により７億66百万円、株式の発行により16億６百万円それぞれ増加したことによるものであり

ます。

また、前連結会計年度に比べての増減要因は、長期借入金の借入による収入が９億20百万円減少した一方で、自

己株式の処分による収入が７億66百万円、株式の発行による収入が16億６百万円それぞれ増加したこと等によるも

のであります。

 

なお、当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを

差し引いたフリー・キャッシュ・フローは、26億44百万円の資金増となり、良好な状況であったと認識しておりま

す。

 

（６）資本の財源及び資金の流動性

当連結グループの運転資金需要のうち主なものは、製造原価、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。

投資を目的等とした資金需要は、主に設備投資等によるものであります。

当連結グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。

短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等に関しては自己資金及び金

融機関からの長期借入を基本としております。

なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は９億40百万円となっております。
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（７）重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当連結グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され

ております。連結財務諸表の作成にあたっては、経営者による会計方針の選択と適用、決算日における資産、負債

及び会計期間における収益、費用のそれぞれの金額並びに開示に影響を与える事項についての見積りを必要としま

す。当該見積りについては、過去の実績や現在の状況に応じて継続して評価を行っておりますが、見積り特有の不

確実性が存在するため、実際の結果はこれらの見積りと異なる場合があります。

当連結グループの連結財務諸表において採用する重要な会計方針は、「第５　経理の状況　１連結財務諸表等

（１）連結財務諸表　注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）」に記載しておりますが、特

に以下の会計方針は当連結グループの連結財務諸表作成においては重要であると考えています。

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積りに与える影響は、「第５　経理の状況　１連

結財務諸表等（１）連結財務諸表　注記事項（追加情報）」に記載しております。

 

①繰延税金資産

繰延税金資産は将来の課税所得を合理的に見積もって、回収可能性を慎重に検討し計上しております。将来の課

税所得の見積額に変更が生じた場合、繰延税金資産が増額又は減額する可能性があり、当連結グループの業績及び

財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

②固定資産の減損

資産を用途により事業用資産、賃貸用資産及び遊休資産に分類しております。事業用資産については管理会計上

の区分に基づき、賃貸用資産及び遊休資産については個別物件単位でグルーピングを行っております。収益性が著

しく低下した資産グループが生じた場合、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額する可能性があり、当連結

グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

③受注損失引当金

受注業務に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末の未成業務の内、損失の発生が見込まれ、かつ、そ

の金額を合理的に見積もることができる業務については損失見込額を計上することとしております。損失見込額が

多額となる場合には、当連結グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

④のれんの減損

当連結グループは、のれんについて、その効果の発現する期間を見積り、その期間で均等償却しております。ま

た、その資産性について子会社の業績や事業計画等を基に検討しており、将来において当初想定していた収益が見

込めなくなった場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上する可能性があり、

当連結グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
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４【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 

５【研究開発活動】

当連結グループの研究開発は、株式会社エイト日本技術開発が主体的に実施しております。

当連結グループでは、多様化・高度化・複雑化する顧客ニーズに対し、質の高い技術サービス及び成果品を提供

するため、新技術の修得・導入及び品質・生産性の向上を目指して外部の公的機関等との共同研究も積極的に取り

入れながら、多面的な研究開発に取り組んでおります。

株式会社エイト日本技術開発の研究開発はデータサイエンス、インフラ技術、災害リスクの３分野からなり災害

リスク研究センターおよび各事業部で実施しております。

 

当連結会計年度は、主として以下の活動を実施しております。

 

①データサイエンス分野

・深層学習による音響画像のカラー化（山梨大学との共同研究）

・ＶＲ（仮想現実）・ＡＲ（拡張現実）技術の開発及び解析技術の向上

・ＩｏＴ・ＡＩの業務への適用方法の研究開発（関西大学との共同研究）

・次世代災害情報システムの開発（徳島大学との共同研究）

・自由視点による津波浸水過程の見える化システム

・ＡＩを用いた業務効率化に向けた研究開発

・携帯型三次元センシング技術の開発（関西大学との共同研究）

・ＣＧ・ＶＲ技術を用いた観光アプリ等の開発

②インフラ技術分野

・包括的公園マネジメント事業への参入に向けたビジネスモデル開発に関する研究

・既設道路橋群の維持管理計画の継続的改善に関する共同研究（国土交通省国土技術政策総合研究所との共同研

究）

・ＰＣ橋（プレストレスト・コンクリート橋）の維持管理・更新に関する研究

・Ｌｏａｄ　Ｒａｔｉｎｇによる既設橋の耐荷力性能評価に関する研究

・ＥＴＣ2.0に関する図化・分析技術の研究開発

・ＡＩを活用した道路橋メンテナンスの効率化に関する共同研究（国立研究開発法人土木研究所との共同研究）

・グリス色差測定によるグラウンドアンカー点検省力化技術研究

・橋梁点検写真管理システムの開発

③災害リスク分野

・地震動増幅特性・液状化危険度評価手法の開発

・防災計画の体系的整理と優先度評価の開発（東京大学生産技術研究所との共同研究）

・ＲＲＩモデル（氾濫解析モデル）を用いた氾濫対策技術の向上

・公の施設の指定管理者の災害時対応実態調査

・火山災害に関わる環境影響評価に関する研究開発

・火山土砂災害警戒・発災解析に関する研究開発

・火山防災計画に関する研究開発

・深層崩壊時の地盤振動特性評価

・地震時動水圧に着目した貯水池モデル化手法の開発

・地震時における崩壊危険個所抽出技術の開発

・水槽模型実験を用いたため池堤体の降雨浸透に対する研究

・ＬＣＣ（ライフサイクルコスト）を用いた防災重点ため池の豪雨対策選定手法開発に対する研究

・ＡＵＶ（自律型無人潜水機）で取得した地形・水質データの高度利用に関する研究

・道路機能に着目した構造物及び道路区間の耐災害性評価方法に関する研究（京都大学との共同研究）
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研究成果

・ＥＴＣ2.0に関する図化・分析技術の研究開発：ＥＴＣ2.0プローブデータ集計に関する基礎調査、集計・分析

手法の開発、ＤＲＭ（デジタル道路地図）データ集計・図化手法の開発等を行い、一定の成果を得ておりま

す。今後は開発した技術を社内展開するとともに、さらなる改良、分析手法のマニュアル化等を行う予定であ

ります。本技術は実際の業務（東京国道事務所 Ｒ２両国拡幅業務、常陸河川国道事務所 小美玉バイパス業務

等）で活用しております。

・グリス色差測定によるグラウンドアンカー点検省力化技術研究：グラウンドアンカーの健全度をグリスの変色

度合いにより定量的に判定する手法を開発しております。本技術を活用した業務（東京都管理斜面の保全対策

検討業務）を受注し、業務内で本技術の有効性（精度、労務の省力化程度等）の検証を行い、実装化の道筋を

得ております。今後はさらなる改良を行うとともに、本技術を適用する業務の受注を目指しております。

・橋梁点検写真管理システムの開発：橋梁点検時に大量に撮影する写真データを自動的に所定のフォルダに収納

するシステムを開発しております。この技術により、点検前後の室内作業、点検中の現場作業を大幅に省力化

することが可能となっております。今後はこの技術を社内展開するとともに、学会等で有効性を広くアピール

し業務受注に繋げてまいります。また、インフラメンテナンス大賞にも応募する予定であります。

・地震時における崩壊危険個所抽出技術の開発：既往地震の実被害データを基に、危険度と影響度を組合せた被

害想定手法を開発しております。検証の結果、地震時の斜面崩壊によって引き起こされる道路ネットワークの

機能低下を定量的に評価できる可能性が示されております。今後は学会、建設技術展等でこの技術をアピール

し、地震時斜面崩壊や道路啓開計画に関する業務の受注に繋げてまいります。

・ＬＣＣを用いた防災重点ため池の豪雨対策選定手法開発に対する研究：豪雨による防災重点ため池の被害額算

定プログラムを作成し、自治体（岡山県）が想定した被害額と概ね整合していることを確認しております。今

後はこの技術を適用したため池被害想定額算定業務やため池豪雨災害対策検討業務を受注する予定でありま

す。

 

当連結会計年度における研究開発費用の総額は63百万円であります。なお、当連結グループのセグメントは「総

合建設コンサルタント事業」のみであります。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資の総額は427百万円であり、主なものとしては株式会社エイト日本技術開発において、

事務所設備の維持・更新のため自社ビル改修工事122百万円、現場作業の効率化を図るため計測機器38百万円の購入

があります。

　なお、当連結グループのセグメントは「総合建設コンサルタント事業」のみであります。

 

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

２【主要な設備の状況】

　当連結グループの主要な設備は、次のとおりであります。

国内子会社

2021年５月31日現在
 

会社名
事業所名
（所在地）

セグメント
の名称

設備の
内容

帳簿価額（百万円）
従業
員数
（名）

建物
及び構築物

土地
その他 合計

金額
面積
（㎡）

㈱エイト日本
技術開発

本店・中国
支社
（岡山市
北区）

総合建設コ
ンサルタン
ト事業

事務所
897

[10]
433 5,159 263

1,594

[10]

196

(35)

㈱エイト日本
技術開発

東北支社
（仙台市
若林区）

総合建設コ
ンサルタン
ト事業

事務所 90 108 1,245 4 204
50

(12)

㈱エイト日本
技術開発

関西支社
（大阪市
淀川区）

総合建設コ
ンサルタン
ト事業

事務所
322

[3]
174 1,108 22

519

[3]

101

(21)

㈱エイト日本
技術開発

松江支店
（島根県
松江市）

総合建設コ
ンサルタン
ト事業

事務所
150

[57]

45

[6]

1,445

[538]

4

[0]

200

[63]

19

(4)

㈱エイト日本
技術開発

広島支店
（広島市
東区）

総合建設コ
ンサルタン
ト事業

事務所
89

[56]

134

[88]

442

[291]

3

[0]

226

[144]

25

(5)

㈱エイト日本
技術開発

山口支店
（山口県
山口市）

総合建設コ
ンサルタン
ト事業

事務所
64

[55]

35

[31]

483

[413]

2

[0]

102

[86]
11

㈱エイト日本
技術開発

四国支社
（愛媛県
松山市）

総合建設コ
ンサルタン
ト事業

事務所 303 557 3,662 6 867
62

(15)

都市開発設計
㈱

本社
（群馬県
前橋市）

総合建設コ
ンサルタン
ト事業

事務所 36 135 1,439 4 176
20

(2)

㈱ダイミック
本社
（栃木県
宇都宮市）

総合建設コ
ンサルタン
ト事業

事務所 77 51 958 9 138
14

(3)

（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　上記中の［外書］は、連結会社以外への賃貸設備であります。なお、当該賃貸設備は連結貸借対照表上、投

資不動産として表示しております。

３　帳簿価額の「その他」は、主として、工具、器具及び備品であります。

４　「従業員数」欄の（外書）は、臨時従業員（パートタイマー及びアルバイト）の年間平均雇用人員でありま

す。
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３【設備の新設、除却等の計画】

（１）重要な設備の新設

　特記すべきことはありません。

 

（２）重要な設備の改修

　当連結会計年度末現在における重要な設備の改修計画は、次のとおりであります。

 

会社名
事業所名

(所在地)

セグメン

トの名称

設備の

内容

投資予定金額
資金調達

方法

着手及び完了予定年月
完成後の

増加能力
総額

(百万円)

既支払額

(百万円)
着手 完了

㈱エイト

日本技術

開発

本店・中

国支社(岡

山市北区)

総合建設

コンサル

タント事

業

事務所 261 0 自己資金
2021年６

月

2022年５

月
（注）２

（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　２　社屋の改修工事であり、生産能力の増加はありません。

 

（３）重要な設備の除却等

特記すべきことはありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 58,000,000

計 58,000,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数（株）

（2021年５月31日）

提出日現在
発行数（株）

（2021年８月30日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 16,078,920 16,078,920
東京証券取引所

（市場第一部）

完全議決権株式であり、株主と

しての権利内容に制限のない、

当社における標準となる株式で

あり、単元株式数は100株であ

ります。

計 16,078,920 16,078,920 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2020年11月13日

（注）１
628,400 7,889,460 648 2,648 648 2,148

2020年11月26日

（注）２
150,000 8,039,460 154 2,803 154 2,303

2020年12月１日

（注）３
8,039,460 16,078,920 － 2,803 － 2,303

（注）１　有償一般募集

発行価格　　2,177円

発行価額　　2,063.60円

資本組入額　1,031.80円

払込金総額　1,296百万円

２　有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関する第三者割当）

発行価格　　2,063.60円

資本組入額　1,031.80円

割当先　　　大和証券株式会社

３　株式分割（１：２）によるものであります。
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（５）【所有者別状況】

       2021年５月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満
株式の状況
（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数

（人）
－ 24 26 85 42 16 6,657 6,850 －

所有株式数

（単元）
－ 24,295 7,180 43,827 4,705 107 80,334 160,448 34,120

所有株式数

の割合（％）
－ 15.14 4.47 27.32 2.93 0.07 50.07 100.00 －

（注）１　自己株式382株は、「個人その他」に3単元、「単元未満株式の状況」に82株含まれております。

２　「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が所有する当社株式158,120株は、「金融機

関」に1,580単元、「単元未満株式の状況」に120株含まれております。

 

（６）【大株主の状況】

  2021年５月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己株式を
除く。）の総数に対する
所有株式数の割合（％）

株式会社八雲 岡山県岡山市北区津島京町３－１－21 3,862,400 24.02

Ｅ・Ｊホールディングス社員持株会 岡山県岡山市北区津島京町３－１－21 649,940 4.04

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口）
東京都港区浜松町２－11－３ 573,200 3.57

株式会社日本カストディ銀行（信託

口）
東京都中央区晴海１－８－12 457,420 2.84

小　谷　裕　司 岡山県岡山市北区 409,600 2.55

吉　田　知　広 大阪府大阪市淀川区 284,500 1.77

小　谷　満　俊 岡山県岡山市北区 225,000 1.40

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内３－３－１ 217,900 1.36

合同会社Ｙ＆Ｋ 岡山県岡山市北区津島京町２－２－27 180,000 1.12

クレディ・スイス証券株式会社 東京都港区六本木１－６－１ 166,000 1.03

計 － 7,025,960 43.70

（注）　株式会社日本カストディ銀行（信託口）の所有株式数には、「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式

交付信託」による所有株式158,120株（発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合

0.98％）が含まれております。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2021年５月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 16,044,500 160,445 －

単元未満株式 普通株式 34,120 － －

発行済株式総数  16,078,920 － －

総株主の議決権  － 160,445 －

（注）１　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式82株が含まれております。

２　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信

託」が所有する当社株式158,000株、議決権の数1,580個が含まれております。

３　「単元未満株式」欄の普通株式には、「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が所有す

る当社株式120株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2021年５月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合

（％）

Ｅ・Ｊホールディングス株式会社
岡山県岡山市北区

津島京町３－１－21
300 － 300 0.00

計 － 300 － 300 0.00

（注）　「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が所有する当社株式158,000株は、上記の自己株

式等に含まれておりません。

 

（８）【役員・従業員株式所有制度の内容】

（役員向け株式交付信託）

　当社は、当社及び一部の連結子会社の取締役のうち受益者要件を満たす者を対象に、当社株式を用いた取締役向

け株式報酬制度を導入しております。

　詳細は、「第５　経理の状況　１連結財務諸表等（１）連結財務諸表　注記事項（追加情報）」に記載のとおり

であります。

 

（従業員向け株式交付信託）

　当社は、一部の連結子会社の執行役員その他所定の職位を有する者のうち受益者要件を満たす者を対象に、当社

株式を用いた従業員向け株式報酬制度を導入しております。

　詳細は、「第５　経理の状況　１連結財務諸表等（１）連結財務諸表　注記事項（追加情報）」に記載のとおり

であります。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号による普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（百万円）

当事業年度における取得自己株式 342 0

当期間における取得自己株式 89 0

（注）１　2020年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。当事業年度における取得

自己株式の内訳は、株式分割前に取得した株式数71株、株式分割により増加した株式数111株および株式分

割後に取得した株式数160株であります。

２　当期間における取得自己株式には、2021年８月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（百万円）

株式数（株）
処分価額の総額
（百万円）

引き受ける者の募集を行った

取得自己株式
371,600 766 － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割

に係る移転を行った取得自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 382 － 471 －

（注）１　当事業年度の引き受ける者の募集を行った取得自己株式は、2020年11月13日を払込期日とする公募による自

己株式の処分371,600株であります。

２　2020年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。当事業年度における「引

き受ける者の募集を行った取得自己株式」371,600株は当該株式分割前の株式数であります。

３　保有自己株式数には、「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が所有する当社株式の数

は含まれておりません。

４　当期間における保有自己株式数には、2021年８月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

り及び買増請求に係る売却による株式数は含めておりません。
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３【配当政策】

当社は、株主の皆様に対して長期的な安定した利益還元の継続が株主価値の増大に繋がるものと認識しておりま

す。利益配分に関する基本方針としましては、中長期的な視点にたち、利益の再投資を通じて株主価値の向上を図る

とともに、株主の皆様への直接的な利益還元には配当等で応えるなど、総合的な観点から利益配分を行ってまいりま

す。

当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当を行う場

合は取締役会、期末配当を行う場合は株主総会であります。

なお、当社は、会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定めております。

このような方針のもと、当事業年度の剰余金の配当につきましては、当事業年度のグループ業績等を勘案し、期末

配当として１株35円といたしました。

内部留保資金の使途につきましては、将来にわたる株主利益を確保するために、企業体質の強化や積極的な事業展

開を図るための投資に活用してまいります。

また、株主優待制度として、毎年11月30日現在100株以上1,000株未満保有の株主様に1,000円相当、1,000株以上

5,000株未満保有の株主様に3,000円相当、5,000株以上保有の株主様に5,000円相当のクオカードを贈呈いたしており

ます。

基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当額

（円）

2021年８月27日
562 35

定時株主総会決議
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、グループ全体の企業価値の向上並びに株主に対する経営の透明性を高めるために必要なコーポレー

ト・ガバナンスの実践を経営の最重要課題の一つとして位置づけ、経営の透明・公正かつ迅速な意思決定及び

業務執行並びにその監督を確実に実施すべく、持株会社である当社に経営の意思決定及び監督機能を持たせ、

各事業会社に業務執行機能を分離することで、経営の質的向上を図り、急激な経営環境の変化に対して迅速な

意思決定を行うこととしております。また、当社経営に対するより高い信頼と評価を確保するために、当社グ

ループ全役職員が、関係法令や企業倫理の遵守を通して社会的責任を果たすことができる体制を構築、整備

し、不祥事の発生防止に努めております。

 

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、社外取締役２名を含む取締役７名の取締役会設置会社でありましたが、透明性の高い適切・適正な

経営監視が可能なコーポレート・ガバナンス体制を確保するため、2021年８月27日開催の定時株主総会におい

て定款を一部変更することで取締役の総数を10名以内としております。併せて、社外取締役を２名から３名に

増員することで、より一層のガバナンス体制の強化を図っております。なお、取締役の総数は８名でありま

す。

また、監査役会は監査役３名のうち、社外監査役２名と過半数を占めることで、より適正な監督機能を確保

しております。各取締役及び監査役は、客観的視点や専門的知識による広い視野で、監視及び監査機能を発揮

し、また、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2019年４月１日に社

外取締役及び社外監査役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会を設置しております。

指名・報酬委員会における概要および活動状況は以下のとおりです。

 

イ．指名・報酬委員会の概要

1.　設置の目的

取締役会の委嘱により、取締役及び監査役の選定等並びに各取締役の報酬等の内容に関わる事項等につ

いて必要な審議を行い、もって経営の透明性の向上に資することを目的に設置し、原則年５回開催する計

画となっております。

 

2.　役員候補者の選任と指名にあたっての方針と手続き

・取締役候補者は、人格・識見・健康に優れ、当社グループ企業の企業価値の最大化に資する人材である

ことを要件としております。

・取締役候補者は、経営理念、経営ビジョンの継続性を尊重し、中期経営計画の達成に向け、経営環境の

変化を見据えた適時適確な判断が行えるよう、就任期間や年齢等においても適切であることを要件とし

ております。

・取締役候補者には、多様な視点に基づく意思決定機能の強化と当社グループ企業の業務執行に対する監

督機能の強化を目的として、社外取締役が複数人含まれることを要件としております。

・取締役候補者の選定に当たっては、メンバーの過半数を社外役員で構成する指名・報酬委員会において

十分に審議された上で、取締役会において選定しております。

・監査役候補者は、職責を全うすることが可能か、代表取締役、取締役、当社グループ企業の取締役から

の独立性確保等、監査役としての適確性を慎重に検討しております。

・社外監査役候補者は、前記要件に加えて、独立性判断に関する具体的基準に照らして問題がないことを

確認しております。

・監査役候補者の選定にあたっては、選定案を監査役会が十分に検討し、同意した上で、取締役会におい

て選定しております。
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3.　役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

　（役員報酬の基本設計）

・取締役の報酬は、企業価値の最大化に寄与する報酬設計としております。具体的には、役員規程及び役

員等報酬規程を定め明文化するとともに、金銭報酬としての基本報酬と短期インセンティブ（当期業績

報酬）並びに株式報酬としての長期インセンティブ（業績連動型株式報酬）で構成されております。

・報酬等の水準は、外部専門機関の調査による他社水準を参考に産業界の中位水準を志向し、当該決定方

針の内容を含む役員等報酬規程をメンバーの過半数を社外役員で構成する指名・報酬委員会において審

議し取締役会にて決議し決定しております。

・社外取締役及び社外監査役については、経営の監督機能を十分に機能させるため、基本報酬のみとして

おります。

　（役員報酬の決定手続）

・取締役の報酬制度や基準の設定、役位毎の報酬水準の検証と見直し、業績連動型株式報酬の割当につい

ては、メンバーの過半数を社外役員で構成する指名・報酬委員会において十分に審議し、取締役会にて

決定しております。

・役員個別の報酬は、役割、会社業績、社員給与等のバランスを考慮して定めた同規程の算定基準を用い

算定し、役員報酬サーベイ等の市場水準調査結果等を用いた水準との妥当性の検証を図り指名・報酬委

員会において審議しているため、取締役会も基本的に決定方針に沿うものであると判断しております。

 

③　企業統治に関するその他の事項

イ．内部統制システムの整備の状況

内部統制システムの整備に関しましては、2015年５月の会社法改正に伴い「業務の適正を確保するための

体制」につき、2015年６月の取締役会で「内部統制システムの基本方針」を見直し決定しました。見直しに

伴い、業務の有効性と効率性、手続の適切性について社長直轄の監査部を中心に、グループ全社を対象とし

た内部統制評価を実施する体制を強化するとともに、監査役の監査・監督の実効性を向上するための体制を

強化しております。

また、金融商品取引法第24条の４の４に定める「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保する

ための体制の評価（以下、「Ｊ－ＳＯＸ」という。）」を実施するため、グループ全体を対象としたＪ－Ｓ

ＯＸの実施要領等を定める財務報告等に係る内部統制に関する基本規程及び実施マニュアルを制定、ならび

に内部統制委員会を設置し、評価体制を整備しております。

 

ロ．リスク管理体制の整備状況

当社は、株主及び地域社会ならびにＥ・Ｊグループの顧客、社員等すべてのステークホルダーから、より

高い信頼と評価を獲得するため、「リスク管理規程」等を制定し、法令や企業倫理を遵守していくための体

制を整備しております。また、Ｅ・Ｊグループ各社においても同様のリスク管理体制を整備し、グループ全

役職員による企業の不祥事の防止に努めております。

また、グループ企業の経営ならびに日常業務に関して、必要に応じて弁護士等の専門家から助言を頂く体

制をとっております。

 

ハ．子会社の業務の適正化を確保するための体制整備の状況

当社は、Ｅ・Ｊグループ各社の役職員が職務遂行にあたり、統一的かつ横断的なコンプライアンスの実践

と監視を図るため、次の体制を整備しております。

・Ｅ・Ｊグループ各社の各種計画・方針等の実践において意思統一を図るため、情報連絡体制を充実させる

とともに、その周知徹底を図る。

・Ｅ・Ｊグループ各社に影響を及ぼす重要な事項については、グループ経営会議等の緊急招集を含め、迅速

かつ適切な情報連絡と対応体制の整備を図る。

・Ｅ・Ｊグループ各社の代表者及び取締役が参加する経営会議を定期的に開催し、経営上重要な事項の検討

や職務の執行に係る事項等で意思疎通を図り、グループ企業等の連携した迅速かつ適切な意思決定並びに

業務執行が可能な体制を整備する。

 

ニ．責任限定契約の内容と概要

当社では、責任限定契約は締結しておりません。

 

ホ．役員等との間で締結している補償契約の内容の概要

当社では、補償契約は締結しておりません。

へ．役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社では、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被

保険者である役員がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けること
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によって生ずることのある損害について、本保険契約により填補することとしております。保険料は全額当

社が負担しております。本保険契約は、2021年２月24日付当社取締役会にて承認され継続して締結しており

ます。

 

ト．取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨を、定款で定めております。

 

チ．取締役の選任及び解任の決議要件

当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有

する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。

また、選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

リ．取締役会で決議できる株主総会決議事項

(a)自己株式の取得

当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定にもとづき、取締役会

決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款で定めております。

 

(b)中間配当の決定機関

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第５項の規定にもとづき、取締役

会決議により中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。

 

ヌ．株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる

株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う

旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会

の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。
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（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数（株）

代表取締役

社長
小　谷　裕　司 1957年11月25日生

1990年８月 株式会社アイ・エヌ・エー（現 株式

会社クレアリア）退職

1990年９月 株式会社エイトコンサルタント（現

株式会社エイト日本技術開発）入社

1992年４月 同　東京事務所長

1992年７月 同　取締役東京事務所長

1994年７月 同　常務取締役社長室長

1996年８月 同　代表取締役社長（現任）

1998年１月 株式会社八雲代表取締役（現任）

2007年６月 当社代表取締役社長（現任）
　

注３ 409,600

取締役

管理本部長
浜　野　正　則 1954年12月17日生

1979年４月 株式会社八雲建設コンサルタント

（現　株式会社エイト日本技術開発）

入社

2003年６月 株式会社エイトコンサルタント（同）

経理部長

2006年６月 同　執行役員管理本部副本部長

2007年６月 当社管理本部副本部長

2011年６月 同　管理本部長

2011年８月 同　取締役管理本部長（現任）

2013年６月 株式会社エイト日本技術開発執行役員

管理本部長

2013年８月 同　取締役執行役員管理本部長

2014年６月

2020年８月

同　取締役常務執行役員管理本部長

同　顧問（現任）
　

注３ 14,100

取締役 小　谷　満　俊 1967年11月15日生

2001年６月 株式会社エイトコンサルタント（現

株式会社エイト日本技術開発）入社

2014年６月 当社企画部副部長

2018年５月 株式会社那賀ウッド代表取締役（現

任）

2019年６月 株式会社エイト日本技術開発総合企画

部長

当社企画部長

2019年８月 同　取締役企画本部長

2020年６月 株式会社エイト日本技術開発執行役員

事業推進本部長（現任）

2021年６月 当社取締役事業統括本部・企画本部担

当（現任）
　

注３ 225,000

取締役

事業統括本部長
永　井　泉　治 1955年11月21日生

1980年４月 株式会社八雲建設コンサルタント（現

株式会社エイト日本技術開発）入社

2012年８月 株式会社エンジョイファーム代表取締

役（現任）

2017年８月 株式会社エイト日本技術開発　取締役

常務執行役員　事業推進本部長

2019年６月 同　取締役常務執行役員　総合企画本

部長

2020年６月 同　常務取締役　事業統括兼総合企画

担当

2021年６月 同　常務取締役　総合企画担当

当社事業統括本部長

2021年８月 同　取締役事業統括本部長（現任）
　

注３ 39,000

取締役

企画本部長
金　　　声　漢 1963年２月21日生

1987年４月 日本技術開発株式会社（現　株式会社

エイト日本技術開発）入社

2014年６月 株式会社エイト日本技術開発　防災事

業部地盤技術部門長

2019年６月 同　執行役員　防災保全事業部副事業

部長兼地盤技術部門長

2020年６月 同　常務執行役員　防災保全事業部長

2020年８月 同　取締役常務執行役員　防災保全事

業部長

2021年６月 同　取締役常務執行役員　管理本部長

（現任）

当社企画本部長

2021年８月 同　取締役企画本部長（現任）
　

注３ 7,964
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数（株）

取締役 二　宮　幸　一 1948年５月27日生

1973年４月 大和証券株式会社（現 株式会社大和

証券グループ本社）入社

1998年５月 同　岡山支店長

2004年６月 大和証券投資信託委託株式会社常勤監

査役

2008年６月 フィンテック　グローバル株式会社経

営戦略本部担当常任顧問

2008年12月 同　常勤監査役

2015年12月 同　顧問

2016年８月 当社取締役（現任）
　

注３ －

取締役 阿　部　宏　史 1955年１月21日生

1981年４月 京都大学工学部助手

1987年８月 岡山大学工学部助手

1999年４月 同大学　環境理工学部教授

2004年４月 同大学　大学院環境学研究科教授

2007年４月 同大学　大学院環境学研究科研究科長

2012年４月 同大学　理事兼副学長兼大学院環境学

研究科教授

2017年４月 同大学　大学院環境生命科学研究科教

授

2020年４月 同大学　名誉教授授与

2021年２月 学校法人創志学園採用

環太平洋大学経営学部教授兼副学長兼

地域・社会連携センター長（現任）

2021年８月 当社取締役（現任）
　

注３ －

取締役 新　田　東　平 1958年３月26日生

1981年８月 新和監査法人（現　有限責任 あずさ

監査法人）入社

1999年５月 朝日監査法人（同）社員

2006年５月 あずさ監査法人（同）代表社員

2007年７月 同法人　岡山事務所(現　岡山オフィ

ス)所長

2020年７月 新田公認会計士事務所開所（現任）

2021年８月 当社取締役（現任）
　

注３ －

常勤監査役 藤　井　　　勉 1952年４月26日生

1975年４月 株式会社八雲建設コンサルタント

（現　株式会社エイト日本技術開発）

入社

2006年７月 株式会社エイト日本技術開発執行役員

経営企画部長

2007年６月 当社企画・統括本部長

2009年６月 株式会社エイト日本技術開発取締役常

務執行役員関西支社長

2011年８月 同　取締役常務執行役員地域統括担当

兼事業推進本部長

当社取締役

2016年８月 株式会社エイト日本技術開発取締役専

務執行役員地域統括担当兼事業推進本

部長

2017年６月 同　専務取締役地域統括

2019年８月 同　常勤監査役（現任）

当社常勤監査役（現任）
　

注４ 43,488

監査役 松　原　治　郎 1960年１月５日生

1998年10月 松原公認会計士事務所所長（現任）

2000年８月 株式会社エイトコンサルタント（現

株式会社エイト日本技術開発）監査役

2007年６月 当社監査役（現任）
　

注４ 2,000

監査役 宇佐美　英　司 1953年12月５日生

1984年４月 弁護士登録　西田法律事務所入所

1988年４月 宇佐美法律事務所開設（現任）

2019年８月 当社監査役（現任）
　

注４ －

計 741,152

（注）１　取締役の二宮幸一氏、阿部宏史氏及び新田東平氏は、社外取締役であります。

２　監査役の松原治郎氏及び宇佐美英司氏は、社外監査役であります。

３　任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までで

あります。

４　任期は、2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までで

あります。
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５　当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、

補欠監査役２名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2021年５

月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。補欠監査

役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴
所有株式数

（株）

坂　野　雅　和 1952年６月４日生

1987年６月 日本技術開発株式会社（現 株式会社エイト日本技術開

発）入社

2007年８月 同　執行役員東京支社長

2008年８月 同　常務執行役員技術本部長兼東京支社長

2009年６月 株式会社エイト日本技術開発執行役員技術企画部長

2011年８月 同　執行役員道路・交通事業部長

2014年６月

2016年８月

同　執行役員マネジメント事業部長

同　取締役常務執行役員事業統括担当兼マネジメント事

業部長兼計測・補償事業部長

2017年６月 同　常務取締役事業統括

2019年８月 同　常勤監査役（現任）

当社取締役
　

28,900

磯　﨑　淳　子 1972年２月４日生

2006年１月 岡山県公有財産審議会　委員

2007年２月 岡山県固定資産評価審議会　委員

2007年７月 ふたば司法書士法人　代表（現任）

2009年５月 岡山県司法書士会　理事（広報担当）

2013年１月 ふたば登記測量事務所　所長（現任）

2017年４月 岡山県司法書士会　理事（社会事業担当）

2021年１月 株式会社ＹＪコーポレーション　代表取締役（現任）
　

－

 
 

②　社外役員の状況

当社は、社外取締役及び社外監査役（以下、「社外役員」という。）を選任するため、当社が定める「独立社

外役員の独立性等判断基準」において独立性を有しないとする複数基準を定め、そのいずれにも該当しない社外

役員候補者を選定し独立性を確保すると共に、各候補者に対し指名・報酬委員会の諮問を受け、取締役会にて候

補者として決定し、株主総会に上程、決議しております。

当社の社外役員は、社外取締役３名、社外監査役は２名選任しており、当社の経営監視をする上で適正かつ十

分な員数と考えております。全ての社外役員と当社との間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありま

せん。資本的関係として、社外監査役松原治郎氏は当社株式2,000株を所有しており、その他４名の社外役員は

当社株式を所有しておりません。

社外取締役の二宮幸一氏は、長年にわたり証券・金融業界で活躍され、同業界の相当程度の専門知識や経験等

を有し、社外取締役の阿部宏史氏は、岡山大学名誉教授として環境工学分野に精通されるとともに、大学理事な

どを歴任され、建設コンサルタント事業において豊富な経験と知識を有し、社外取締役の新田東平氏は、公認会

計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

社外監査役の松原治郎氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、

また、社外監査役の宇佐美英司氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しておりま

す。社外取締役及び社外監査役は、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。一方、当

社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な立場での経営監視機能の強化と実効

性のある監査体制作りが重要と考え、社外監査役の監視機能の充実に努めております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、経営陣との面談のほか、当社取締役、監査役が出席して四半期ごとに開催され

る会計監査人による決算監査報告に出席し、それぞれ専門的視点から経営状況や業務執行状況について監視して

おります。また、社外監査役は、四半期決算ごとに開催される当社監査役及び連結子会社の監査役（当該社外監

査役を含む）ならびに、当社の監査部と会計監査人の３者からなる意見交換会にも出席し、当社及び連結グルー

プ全体の監査状況等について、定期的に意見交換等を行い、独立した客観的な立場から情報の交換や認識の共有

化を図っています。
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（３）【監査の状況】

①　監査役監査の状況

ａ．監査役監査の組織及び人員

監査役会は監査役１名、社外監査役（非常勤）２名の計３名で構成されております。

監査役監査につきましては、監査役は年度ごとの監査方針及び計画に基づき、取締役会等の重要な会議に出

席する他、稟議書等の重要資料を閲覧し、業務執行状況の監視、検証を行うとともに、重要な子会社等の往査

に同行し状況を確認することにより厳格・適正な監査を実施しております。

なお、社外監査役の松原治郎氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見

を有しております。

監査役会は四半期毎の開催を基本としておりますが、必要に応じて随時開催しております。当連結会計年度

における監査役会の開催回数及び各監査役の出席回数は以下のとおりであります。

氏　名 役　職 開催回数 出席回数

藤井　　勉 監査役（常勤） 10 10

松原　治郎 社外監査役（非常勤） 10 10

宇佐美英司 社外監査役（非常勤） 10 10

 

ｂ．常勤監査役の活動状況

当連結会計年度における常勤監査役の活動内容は以下のとおりであります。なお、常勤監査役が行った活動

内容につきましては、その結果を非常勤監査役とも共有しております。

　・取締役会など重要会議への出席

　・株主総会、取締役会での監査結果報告

　・取締役との意見交換

　・内部統制システム実施状況監査

　・子会社往査（実地調査）

　・会計監査人との意見交換、情報交換

　・監査部及びグループ会社監査役との意見交換、情報交換

　・重要文書類の閲覧、確認

 

ｃ．監査役会の主な検討事項

監査役会における主な検討事項は、以下のとおりであります。

　・取締役会等重要会議への出席

　・業務・職務執行の適法性及び妥当性について監視・検証

　・内部統制システムの整備・運用状況の確認・検証

　・グループ会社からの報告・聴取、実施状況調査

　・問題・不祥事事項の監視・検証

 

②　内部監査の状況

内部監査につきましては、監査部（４名）が業務活動の規律遵守及び適法性について監査役及び会計監査人と

相互に連携のうえ、当社及びグループ各社の内部統制評価ならびにコンプライアンス監査を実施しており、その

状況については適時、社長に報告しております。

また、監査役、会計監査人、監査部は定期的に意見交換会を開催し、緊密な連携を図っております。
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③　会計監査の状況

ａ．監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

 

ｂ．継続監査期間

22年間

（注）当社は2007年に株式会社エイトコンサルタント及び日本技術開発株式会社（いずれも、現　株式会社エ

イト日本技術開発）が経営統合し、株式移転により設立した持株会社であり、上記継続監査期間は会計

上の取得企業である株式会社エイトコンサルタントにおける監査期間を含めて記載しております。

 

ｃ．業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員　業務執行社員　神田正史

指定有限責任社員　業務執行社員　齊藤幸治

 

ｄ．監査業務に係る補助者の構成

監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士４名、公認会計士試験合格者２名、その他４名であります。

 

ｅ．監査法人の選定方針と理由

当社は会計監査人の独立性、専門性、監査体制、品質管理の状況等について総合的に評価し、現会計監査人

の選任が妥当であると判断しております。

なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当する場合に、監査役全員の同

意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選任した監査役は、解任後最初に

招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。

また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主

総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

 

ｆ．監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社監査役会は、会計監査人の年間監査計画に掲げる重点監査事項に留意し、会計監査人との意見交換や業

務遂行状況等を通じて独立性と専門性の有無について確認しております。また、関係者とのコミュニケーショ

ンによる品質管理の向上、不正リスクへの配慮等の業務遂行状況を検証し、その監査方法、結果は妥当なもの

と判断しております。
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④　監査報酬の内容等

ａ．監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬（百万円）

非監査業務に
基づく報酬（百万円）

監査証明業務に
基づく報酬（百万円）

非監査業務に
基づく報酬（百万円）

提出会社 16 4 18 2

連結子会社 22 4 22 6

計 38 8 40 8

 

ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワーク（ＫＰＭＧメンバーファーム）に属する組織に対する報酬（ａ．を

除く）

該当事項はありません。

 

ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

ｄ．監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

　前連結会計年度

監査公認会計士等に報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務調査業務等であります。

なお、連結子会社が監査公認会計士等に報酬を支払っている非監査業務の内容は、受注業務における労務経営

専門家業務等であります。

 

　当連結会計年度

監査公認会計士等に報酬を支払っている非監査業務の内容は、新株発行等に伴うコンフォート・レター作成業

務であります。

なお、連結子会社が監査公認会計士等に報酬を支払っている非監査業務の内容は、現状調査結果に基づくＲＰ

Ａ化の取組みに関する支援業務であります。

 

ｅ．監査報酬の決定方針

監査日数等を勘案した上で、会社法第399条及び当社定款第42条に基づき監査役会の同意を得て決定しており

ます。

 

ｆ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会が上記報酬等に同意した理由は、会計監査人が提示する監査の内容、その方法及び見積報酬額等を監

査役会にて審議し、各監査役の同意が得られたためであります。
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（４）【役員の報酬等】

①　提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社は、取締役の報酬等につきましては、本項（１）②イ.「3 役員の報酬等の額またはその算定方法の決

定に関する方針の内容及び決定方法」に示すとおり、指名・報酬委員会の諮問を受け、取締役会にて決定して

おります。また、監査役の個別の報酬等は監査役の協議により決定しております。

　なお、当社は、退職慰労金制度及びストックオプションは導入しておりません。

　当社は2018年７月13日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、信託を用いた

「業績連動型株式報酬（業績連動給与）」を導入することを決議し、2018年８月24日開催の第11回定時株主総

会において、承認されております。なお、2021年８月27日開催の第14回定時株主総会において本制度の継続並

びに内容の一部改定について決議されております。加えて、当社の子会社である、株式会社エイト日本技術開

発（以下、「エイト」という）、日本インフラマネジメント株式会社（以下、「日本インフラ」という）、株

式会社近代設計（以下、「近代設計」という）、株式会社共立エンジニヤ（以下、「共立エンジ」という）、

共立工営株式会社（以下、「共立工営」という）、都市開発設計株式会社（以下、「都市開発」という）、株

式会社北海道近代設計（以下「北海道近代」という）、株式会社アークコンサルタント（以下、「アーク」と

いう）、株式会社アイ・デベロップ・コンサルタンツ（以下「ⅠＤＣ」という）、株式会社二神建築事務所

（以下、「二神建築」という）及び株式会社ダイミック（以下「ダイミック」という）（以下、当社と総称し

て「各制度対象会社」という）においても、同様の制度の導入及び改定・継続につき各々の取締役会において

決議し、各々の株主総会にて承認されております。

 

②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる
役員の員数
（名）金銭報酬 株式報酬 退職慰労金

左記のうち、
非金銭報酬等

取締役

（社外取締役を除く。）
75 70 4 － － 5

監査役

（社外監査役を除く。）
18 18 － － － 1

社外役員 19 19 － － － 4

(注)１　当社の社外取締役を除く取締役の報酬は、金銭報酬と株式報酬で構成され、社外取締役の報酬は金銭報酬として

おります。

２　金銭報酬の報酬限度額は、2009年８月26日の第２回定時株主総会により総額200百万円以内であります（当該定

時株主総会終結後の取締役の員数は５名）。また、業績連動型株式報酬制度（信託期間３年、上限金額24百万

円、取引市場による取得、事業年度毎のポイント付与による株式算定、取締役退任時に交付）を、2018年８月24

日の第11回定時株主総会決議に基づき導入しております（当該定時株主総会終結後の対象取締役の員数は５

名）。

３　監査役の報酬は、2011年８月26日の第４回定時株主総会にて50百万円以内と定めております（当該定時株主総会

終結後の監査役の員数は３名）。

４　上記の株式報酬は、当事業年度に計上した役員株式給付引当金繰入額４百万円です。

 

③　提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

　連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

（業績連動型株式報酬について）

　業績連動型株式報酬につきましては、各制度対象会社の取締役（以下、総称して「制度対象者」といいま

す）の報酬と当社グループの業績及び当社株式価値との連動性をより明確にし、制度対象者が株価の変動によ

る利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるこ

とを目的としたものです。各制度対象会社が金銭を拠出し当社が設定する信託が当社株式を取得し、下記算定

式に基づき算出し各制度対象者に付与するポイントの数に相当する数の当社株式（１ポイントは当社株式１株

とします。但し、当社株式について、株式分割、株式併合、株式無償割当て等、１ポイント当たりの交付株式

数の調整を行うことが公正であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じた

合理的な調整を行うものとします。）が当該信託を通じて各制度対象者に対して交付される、という株式報酬

制度です。
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１．ポイントの算出

（１）一の評価対象期間（事業年度　６月１日から翌年５月末日）に対して付与するポイントは、次の算式の

とおり算出された数のポイントとします。

付与ポイント＝非業績連動ポイント＋業績連動ポイント

（２）非業績連動ポイント

非業績連動ポイントは、次の算式により算出された数（小数点以下切り捨て）とします。

非業績連動ポイント＝役位ランク別定額基礎金額（（別表）１．参照）

　　　　　÷本信託内の１株当たりの会社株式簿価 549.89円

（３）業績連動ポイント

業績連動ポイントは、次の算式により算出した数（小数点以下切り捨て）とします。

業績連動ポイント＝（役位ランク別変動基礎金額（（別表）２．参照）

　　　　　×業績連動係数（※１）÷本信託内の１株当たりの会社株式簿価 549.89円

 

（※１）「役位ランク別変動基礎金額×業績連動係数」は次のとおり算出します。なお、業績連動係数

は、各業績評価指標毎に、（別表）３．に定めます。

役位ランク別変動基礎金額×（30％×「（連結）売上高」に係る業績連動係数＋30％×「（連

結）営業利益」に係る業績連動係数＋40％×「（連結）ＲＯＥ」に係る業績連動係数）

 

２．「評価対象期間の期間内に実質的に職務を遂行できなかった期間があった者」の取り扱い

評価対象期間の期間内に、制度対象者としての地位にはあるものの取締役として実質的に職務を遂行でき

なかった（但し、業務上の傷病による場合を除く。）と当該制度対象者の属する会社の取締役会がみなした

期間が１ヶ月以上ある場合には、１．の定めにかかわらず、その者に対し付与されるポイントは、次の算式

のとおり算出される数（小数点以下切り捨て）とします。但し、３．又は４．に該当する場合には、それぞ

れ、３．又は４．の定めに従います。

１．（２）の算式により算出される非業績連動ポイント÷12×在任期間月数（※２）

（※２）本項において在任期間月数とは、評価対象期間の月数（12）から、当該評価対象期間内に取締

役として実質的に職務を遂行できなかったと当該制度対象者の属する会社の取締役会がみなし

た期間（但し、業務上の傷病による場合を除く。）の月数（１ヶ月に満たない場合は切り上

げ。）を控除した数をいいます。

 

３．評価対象期間の途中で新たに制度対象者となった者の取り扱い

評価対象期間の途中で新たに制度対象者となった者については、当該評価対象期間に対して付与するポイ

ントは、１．の定めにかかわらず、次の算式のとおり算出される数（小数点以下切り捨て）ポイントとしま

す。但し、４．に該当する場合には、４．の定めに従います。

（１．（２）の算式により算出される非業績連動ポイント＋１．（３）の算式により算出される業績連動

ポイント）÷12×在任期間月数（※３）

（※３）在任していたものの取締役として実質的に職務を遂行できなかったと当該制度対象者の属する

会社の取締役会がみなした期間（但し、業務上の傷病による場合を除く。）がある場合にはそ

の月数（１ヶ月に満たない場合は切り上げ。）は控除します。

 

４．評価対象期間内に制度対象者が退任又は死亡した場合の取り扱い

評価対象期間の途中で退任又は死亡した制度対象者については、当該評価対象期間に対して付与するポイ

ントは、１．の定めにかかわらず、次の算式のとおり算出される数（小数点以下切り捨て）のポイントとし

ます。

１．（２）の算式により算出される非業績連動ポイント÷12×在任期間月数（※３）
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（別表）１．役位ランク別定額基礎金額

各評価対象期間の末日時点における役位（但し、評価対象期間の途中で退任又は死亡した場合にはその退任日又は死

亡日時点における役位）に従うものとする。

役　　位
基礎金額（円）

当社 エイト 近代設計 日本インフラ 共立エンジ 共立工営

代表取締役社長 代表取締役社長     1,600,000

 代表取締役副社長     1,320,000

役付取締役 取締役社長     1,120,000

 
取締役副社長

専務取締役
    800,000

取締役
常務取締役

取締役Ａ
    720,000

 取締役Ｂ     640,000

 取締役Ｃ     600,000

      480,000

      400,000

  
代表取締役社長

副社長、専務
   320,000

  
役付取締役

代表取締役会長
代表取締役社長   240,000

  取締役Ａ 役付取締役 代表取締役社長 代表取締役社長 200,000

  取締役Ｂ 取締役Ａ 役付取締役 役付取締役 160,000

   取締役Ｂ 取締役Ａ 取締役Ａ 140,000

    取締役Ｂ 取締役Ｂ 120,000

 

役　　位
基礎金額（円）

ⅠＤＣ 北海道近代 都市開発 ダイミック アーク 二神建築

      1,600,000

      1,320,000

      1,120,000

      800,000

      720,000

      640,000

      600,000

      480,000

      400,000

      320,000

      240,000

      200,000

代表取締役社長

役付取締役
代表取締役社長 代表取締役社長 代表取締役社長 代表取締役社長 代表取締役社長 160,000

取締役Ａ 役付取締役 役付取締役 役付取締役 役付取締役 役付取締役 140,000

取締役Ｂ 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 120,000

※ただし、当社とエイトを兼務している取締役については、エイトにおける役位に従った上記表記載の金額に①60％を

乗じた金額を「役位ランク別定額基礎金額」として計算した非業績連動ポイント（これを当社に対する職務執行の報酬

とする）と、②40％を乗じた金額を「役位ランク別定額基礎金額」として計算した非業績連動ポイント（これをエイト

に対する職務執行の報酬とする）をそれぞれ算出し、①と②を合算した数のポイントを、その者の非業績連動ポイント

とする。
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（別表）２．役位ランク別変動基礎金額

各評価対象期間の末日時点における役位に従うものとします。

役　　位
基礎金額（円）

当社 エイト 近代設計 日本インフラ 共立エンジ 共立工営

代表取締役社長 代表取締役社長     2,400,000

 代表取締役副社長     1,980,000

役付取締役 取締役社長     1,680,000

 
取締役副社長

専務取締役
    1,200,000

取締役
常務取締役

取締役Ａ
    1,080,000

 取締役Ｂ     960,000

 取締役Ｃ     900,000

      720,000

      600,000

  
代表取締役社長

副社長、専務
   480,000

  
役付取締役

代表取締役会長
代表取締役社長   360,000

  取締役Ａ 役付取締役 代表取締役社長 代表取締役社長 300,000

  取締役Ｂ 取締役Ａ 役付取締役 役付取締役 240,000

   取締役Ｂ 取締役Ａ 取締役Ａ 210,000

    取締役Ｂ 取締役Ｂ 180,000

 

役　　位
基礎金額（円）

ⅠＤＣ 北海道近代 都市開発 ダイミック アーク 二神建築

      2,400,000

      1,980,000

      1,680,000

      1,200,000

      1,080,000

      960,000

      900,000

      720,000

      600,000

      480,000

      360,000

      300,000

代表取締役社長

役付取締役
代表取締役社長 代表取締役社長 代表取締役社長 代表取締役社長 代表取締役社長 240,000

取締役Ａ 役付取締役 役付取締役 役付取締役 役付取締役 役付取締役 210,000

取締役Ｂ 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 180,000

※ただし、当社とエイトを兼務している取締役については、エイトにおける役位に従った上記表記載の金額に①60％を

乗じた金額を「役位ランク別変動基礎金額」として計算した業績連動ポイント（これを当社に対する職務執行の報酬と

する）と、②40％を乗じた金額を「役位ランク別変動基礎金額」として計算した業績連動ポイント（これをエイトに対

する職務執行の報酬とする）をそれぞれ算出し、①と②を合算した数のポイントを、その者の業績連動ポイントとしま

す。
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（別表）３．業績連動係数

業績指標１：（連結）売上高に係る業績連動係数

　以下の「達成度」は、各評価対象期間の（連結）売上高として確定した数値（有価証券報告書に記載される実績

値）を、当該評価対象期間の前連結会計年度に係る決算短信に記載された当該評価対象期間の（連結）売上高の予

想値（2022年５月期は35,000百万円とする。）で除した割合をいう。

　なお、当連結会計年度の実績は、計画に対し達成率は104.0％となり、業績連動係数は1.00となった。

達成度 業績連動係数

150.0％以上 1.80

140.0％以上150.0％未満 1.70

130.0％以上140.0％未満 1.60

125.0％以上130.0％未満 1.50

120.0％以上125.0％未満 1.40

115.0％以上120.0％未満 1.30

110.0％以上115.0％未満 1.20

105.0％以上110.0％未満 1.10

100.0％以上105.0％未満 1.00

95.0％以上100.0％未満 0.90

90.0％以上95.0％未満 0.80

85.0％以上90.0％未満 0.70

80.0％以上85.0％未満 0.50

80.0％未満 0.00
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業績指標２：（連結）営業利益に係る業績連動係数

　以下の「達成度」は、各評価対象期間の（連結）営業利益として確定した数値（有価証券報告書に記載される実

績値）を、当該評価対象期間の前連結会計年度に係る決算短信に記載された当該評価対象期間の（連結）営業利益

の予想値（2022年５月期は3,900百万円とする。）で除した割合をいう。

　なお、当連結会計年度の実績は各評価対象期間の（連結）経常利益として確定した数値を、当該評価対象期間の

（連結）経常利益の予想値で除した割合としており、計画に対し達成率は130.8％となり、業績連動係数は1.60と

なった。

達成度 業績連動係数

150.0％以上 1.80

140.0％以上150.0％未満 1.70

130.0％以上140.0％未満 1.60

125.0％以上130.0％未満 1.50

120.0％以上125.0％未満 1.40

115.0％以上120.0％未満 1.30

110.0％以上115.0％未満 1.20

105.0％以上110.0％未満 1.10

100.0％以上105.0％未満 1.00

95.0％以上100.0％未満 0.90

90.0％以上95.0％未満 0.80

85.0％以上90.0％未満 0.70

80.0％以上85.0％未満 0.50

80.0％未満 0.00
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業績指標３：（連結）ＲＯＥに係る業績連動係数

　以下の「実績値」は、各評価対象期間の連結自己資本利益率として確定した数値（有価証券報告書に記載される

実績値）をいう。

　なお、当連結会計年度の実績は12.2％となり、業績連動係数は1.40となった。

実数値 業績連動係数

12.0％以上 1.40

11.5％以上　12.0％未満 1.30

11.0％以上　11.5％未満 1.20

10.5％以上　11.0％未満 1.10

10.0％以上　10.5％未満 1.00

9.5％以上　10.0％未満 0.90

9.0％以上　 9.5％未満 0.80

8.5％以上　 9.0％未満 0.70

8.0％以上　 8.5％未満 0.60

7.5％以上　 8.0％未満 0.50

7.0％以上　 7.5％未満 0.40

7.0％未満 0.00

（注）

・制度対象者は、法人税法第34条第１項第３号に定める業務執行役員です。

・法人税法第34条第１項第３号イに定める「利益の状況を示す指標」は、「（連結）売上高」、「（連結）営業利

益」及び「（連結）ＲＯＥ」とします。
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・法人税法第34条第１項第３号イ(１)に定める１事業年度あたりの上限となる「確定数（ポイント）」は、下表のと
おりとします。

役　　位
確定数

当社 エイト 近代設計 日本インフラ 共立エンジ 共立工営 都市開発

代表取締役

社長

代表取締役

社長
     3,943

 
代表取締役

副社長
     2,795

 役付取締役      2,516

取締役 取締役      1,929

  
代表取締役

社長
    1,341

  
代表取締役

副社長
    1,257

  役付取締役
代表取締役

社長
   1,089

  取締役     1,005

   役付取締役
代表取締役

社長

代表取締役

社長

代表取締役

社長
837

   取締役    754

    取締役 取締役 取締役 671

なお、制度対象会社毎の、制度対象者に対して付与するポイントの総数は、当社：9,966ポイント、エイト：19,268

ポイント、近代設計：6,604ポイント、日本インフラ：4,062ポイント、共立エンジ：2,179ポイント、共立工営：2,179

ポイント、都市開発：1,508ポイントを上限とし（以下、上限ポイントという）、上記に従って算出したポイントの総

数が上限ポイントを超える場合は、当該上限ポイントを、上記に従って算出したポイント数で按分した数（小数点以下

切り捨て）をもって付与ポイントとすることにより、調整するものとします。

 

・各制度対象者に交付される株式数のうち、交付する当社株式の数に30％を乗じた数（１株未満切り捨て）の株式につ

いては、源泉所得税等の納税資金を源泉徴収する目的で、当該信託内で売却換金したうえで、当社株式の交付に代えて

当該株式の時価相当額の金銭の交付を行います。また、制度対象者が死亡した場合、当社株式の交付に代えて、当該制

度対象者に付与されるべき数の株式の時価相当額の金銭を当該制度対象者の遺族に対して交付します。加えて、当社株

式に対して公開買付け（当社が実施する場合を除きます。以下「当社株式公開買付け」といいます。）が実施された場

合で、当該信託の信託財産に属する当社株式について受託者が当社株式公開買付けに応募の上、当社株式の売却代金の

決済がなされた場合には、各制度対象者に交付されるべき数の株式の全部又は一部につき、当社株式の交付に代えて、

当該売却代金相当の金銭を交付します。さらに、制度対象者が合理的な理由により当社が指定する証券会社に株式の振

替口座を開設することが困難な場合には、当社株式の交付に代えて、当該制度対象者に付与されるべき数の株式の時価

相当額の金銭を交付します。

 

・自己都合により任期途中で取締役を辞任する者（但し、業務上の傷病等により当該制度対象者が属する制度対象会社

の取締役会がやむを得ないと判断した場合を除く）、当社グループの各社に損害を与えたことに起因して取締役を解任

され又は辞任する者、その他、違法行為等、当社グループの各社に対して不利益、不都合の所為があった者について

は、当該制度対象者が属する制度対象会社の取締役会の決議により、それまでに付与されていたポイントの全部が失効

し、以降ポイント付与は行わないものとし、当該制度対象者は失効したポイントに係る当該信託の受益権を取得しない

ものとします。
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（５）【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするものを「純投

資目的である投資株式」に区分し、それ以外の株式を「純投資目的以外の目的である投資株式（政策保有株

式）」に区分しております。

 

②　当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社である株式会社エイト日本技術

開発の株式の保有状況

イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

1．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検

証の内容

株式会社エイト日本技術開発は、当社が定める「政策保有株式保有基準」に基づき、直前事業年度の投

資効率等が当該事業年度末日現在の資本コストを下回る場合には、政策保有株式を縮減する方針としてお

ります。

各事業年度最初の定例取締役会では、個別の政策保有株式について、「政策保有株式保有基準」を適用

するほか、業務提携、取引の維持・強化及び株式の安定等の保有目的の合理性その他の事情を勘案の上、

具体的に保有の適否を精査することにより、継続保有と売却の要否を検証します。

同社が、政策保有株式に係る議決権を行使する場合には、同社の保有方針に適合するか否かを含め総合

的に判断します。その場合、剰余金処分議案については配当性向を含む配当方針、その他の議案について

は同社の企業価値向上に資するか否かを判断基準とします。

 

2．銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(百万円)

非上場株式 3 18

非上場株式以外の株式 12 822

 

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 
銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得

価額の合計額(百万円)
株式数の増加の理由

非上場株式 1 17 既存事業の強化等を目的として取得

非上場株式以外の株式 － － －

 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却

価額の合計額(百万円)

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 － －
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3．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

　特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由（注１）

当社の株

式の保有

の有無

(注２)

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額

（百万円）

貸借対照表計上額

（百万円）

ショーボンドホール

ディングス㈱

135,400 135,400 取引関係の維持・強化を図るため、継続

して保有しております。
無(注３)

619 674

㈱みずほフィナン

シャルグループ

（注４）

37,548 375,481 当社グループの事業維持・拡大を支える

安定的な資金の確保のため、継続して保

有しております。

無(注３)
62 50

㈱大和証券グループ

本社

70,000 70,000 当社グループの事業維持・拡大を支える

安定的な金融取引をおこなうため、継続

して保有しております。

無(注３)
44 31

㈱三菱ＵＦＪフィナ

ンシャル・グループ

46,570 46,570 当社グループの事業維持・拡大を支える

安定的な資金の確保のため、継続して保

有しております。

無(注３)
28 20

㈱りそなホールディ

ングス

29,487 29,487 当社グループの事業維持・拡大を支える

安定的な資金の確保のため、継続して保

有しております。

無
13 11

㈱三井住友フィナン

シャルグループ

3,100 3,100 当社グループの事業維持・拡大を支える

安定的な資金の確保のため、継続して保

有しております。

無(注３)
12 9

㈱トマト銀行
10,000 10,000 当社グループの事業維持・拡大を支える

安定的な資金の確保のため、継続して保

有しております。

有
10 10

㈱中国銀行
12,000 12,000 当社グループの事業維持・拡大を支える

安定的な資金の確保のため、継続して保

有しております。

有
10 11

ＭＳ＆ＡＤインシュ

アランスグループ

ホールディングス㈱

1,900 1,900 リスクコントロール等におけるパート

ナー関係を通じ、双方の企業価値向上を

図るため、継続して保有しております。

無(注３)
6 6

三井住友トラスト・

ホールディングス㈱

1,490 1,490 当社グループの事業維持・拡大を支える

安定的な資金の確保のため、継続して保

有しております。

無(注３)
5 4

㈱山陰合同銀行
10,000 10,000 当社グループの事業維持・拡大を支える

安定的な資金の確保のため、継続して保

有しております。

有
5 5

㈱東京きらぼしフィ

ナンシャルグループ

2,590 2,590 当社グループの事業維持・拡大を支える

安定的な資金の確保のため、継続して保

有しております。

無
3 2

（注）１　定量的な保有効果については記載が困難であるため記載しておりませんが、上記１．に記載の方法により保

有の合理性を検証しております。

２　「当社の株式の保有の有無」は、提出会社であるＥ・Ｊホールディングス株式会社の株式に対する保有の有

無を記載しております。

３　保有先企業は当社の株式を保有していませんが、同社子会社が当社の株式を保有しております。

４　㈱みずほフィナンシャルグループは、2020年10月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を行っており

ます。

 

　みなし保有株式

　　該当事項はありません。
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ロ．保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度 前事業年度

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計
上額の合計額
（百万円）

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計
上額の合計額
（百万円）

非上場株式 － － － －

非上場株式以外の株式 5 12 5 10

 

区分

当事業年度

受取配当金の

合計額（百万円）

売却損益の

合計額（百万円）

評価損益の

合計額（百万円）

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 0 － 8

 

③　当社の株式の保有状況

イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

1．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検

証の内容

当社は、当社が定める「政策保有株式保有基準」に基づき、直前事業年度の投資効率等が当該事業年度

末日現在の資本コストを下回る場合には、政策保有株式を縮減する方針としております。

各事業年度最初の定例取締役会では、個別の政策保有株式について、「政策保有株式保有基準」を適用

するほか、業務提携、取引の維持・強化及び株式の安定等の保有目的の合理性その他の事情を勘案の上、

具体的に保有の適否を精査することにより、継続保有と売却の要否を検証します。

当社が、政策保有株式に係る議決権を行使する場合には、当社の保有方針に適合するか否かを含め総合

的に判断します。その場合、剰余金処分議案については配当性向を含む配当方針、その他の議案について

は当社の企業価値向上に資するか否かを判断基準とします。

 

2．銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(百万円)

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 3 160

 

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 
銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得

価額の合計額(百万円)
株式数の増加の理由

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 － － －

 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却

価額の合計額(百万円)

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 － －
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3．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

　特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由（注１）

当社の株

式の保有

の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額

（百万円）

貸借対照表計上額

（百万円）

㈱建設技術研究所
50,900 50,900 取引関係の維持・強化を図るため、継続

して保有しております。
有

127 89

㈱大和証券グループ

本社

30,000 30,000 当社グループの事業維持・拡大を支える

安定的な金融取引をおこなうため、継続

して保有しております。

無(注２)
18 13

野村ホールディング

ス㈱

24,000 24,000 当社グループの事業維持・拡大を支える

安定的な金融取引をおこなうため、継続

して保有しております。

無(注２)
14 11

（注）１　定量的な保有効果については記載が困難であるため記載しておりませんが、上記１．に記載の方法により保

有の合理性を検証しております。

２　保有先企業は当社の株式を保有していませんが、同社子会社が当社の株式を保有しております。

 

　みなし保有株式

　　該当事項はありません。

 

ロ．保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度 前事業年度

銘柄数

（銘柄）

貸借対照表計
上額の合計額
（百万円）

銘柄数

（銘柄）

貸借対照表計
上額の合計額
（百万円）

非上場株式 － － － －

非上場株式以外の株式 4 85 4 80

 

区分

当事業年度

受取配当金の

合計額（百万円）

売却損益の

合計額（百万円）

評価損益の

合計額（百万円）

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 4 － △18
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第５【経理の状況】
 

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

にもとづいて作成しております。

 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）にもと

づいて作成しております。

 

２　監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定にもとづき、2020年６月１日から2021年５月31日までの連結会

計年度の連結財務諸表及び2020年６月１日から2021年５月31日までの第14期事業年度の財務諸表について、有限責任

あずさ監査法人の監査を受けております。

 

３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、会計基準等の内容を適切に把握するとともに会計基準等の変更等について的確に対応することができる体

制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。また、監査法人等が主催する研修会への参

加ならびに会計専門書の定期購読等を行っております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度
(2020年５月31日)

当連結会計年度
(2021年５月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,138 18,975

受取手形及び売掛金 2,428 3,748

有価証券 49 －

たな卸資産 ※３,※４ 3,463 ※３,※４ 3,219

前渡金 55 69

前払費用 257 267

その他 190 204

貸倒引当金 △2 △4

流動資産合計 20,580 26,480

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,083 5,387

減価償却累計額 △2,858 △2,971

建物及び構築物（純額） ※２ 2,224 ※２ 2,416

機械装置及び運搬具 235 269

減価償却累計額 △178 △216

機械装置及び運搬具（純額） 56 53

工具、器具及び備品 1,737 1,897

減価償却累計額 △1,274 △1,441

工具、器具及び備品（純額） 463 456

リース資産 11 20

減価償却累計額 △6 △9

リース資産（純額） 4 11

土地 ※２ 2,271 ※２ 2,315

建設仮勘定 10 1

有形固定資産合計 5,031 5,254

無形固定資産   

のれん 1,023 987

その他 296 260

無形固定資産合計 1,319 1,248

投資その他の資産   

投資有価証券 ※１ 2,748 ※１ 2,693

固定化営業債権 － 0

投資不動産 808 778

減価償却累計額 △402 △337

投資不動産（純額） 406 441

繰延税金資産 316 357

退職給付に係る資産 49 80

その他 ※１ 860 ※１ 1,082

貸倒引当金 △128 △125

投資その他の資産合計 4,253 4,529

固定資産合計 10,604 11,032

資産合計 31,185 37,513
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度
(2020年５月31日)

当連結会計年度
(2021年５月31日)

負債の部   

流動負債   

業務未払金 924 834

１年内償還予定の社債 － 50

１年内返済予定の長期借入金 ※２ 430 ※２ 305

未払金 905 1,067

未払費用 1,600 2,127

未払法人税等 439 1,120

未払消費税等 551 769

未成業務受入金 4,016 4,034

役員賞与引当金 － 33

受注損失引当金 ※４ 6 ※４ 232

その他 132 146

流動負債合計 9,007 10,721

固定負債   

社債 50 －

長期借入金 ※２ 844 ※２ 572

リース債務 3 8

繰延税金負債 51 53

退職給付に係る負債 741 357

役員株式給付引当金 31 52

従業員株式給付引当金 17 21

長期未払金 79 197

債務保証損失引当金 ※５ 17 ※５ 13

預り保証金 15 18

固定負債合計 1,852 1,294

負債合計 10,860 12,015

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,000 2,803

資本剰余金 3,785 4,387

利益剰余金 15,093 17,593

自己株式 △1,058 △84

株主資本合計 19,819 24,700

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 410 510

為替換算調整勘定 － △0

退職給付に係る調整累計額 94 280

その他の包括利益累計額合計 505 790

非支配株主持分 － 7

純資産合計 20,324 25,497

負債純資産合計 31,185 37,513
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　2019年６月１日
　至　2020年５月31日)

当連結会計年度
(自　2020年６月１日
　至　2021年５月31日)

売上高   

完成業務高 30,394 34,334

売上原価   

完成業務原価 ※１,※２ 20,470 ※１,※２ 22,933

売上総利益 9,923 11,401

販売費及び一般管理費   

役員報酬 624 749

給料及び手当 2,320 2,451

賞与 925 1,130

退職給付費用 107 81

役員株式給付引当金繰入額 18 22

従業員株式給付引当金繰入額 10 9

法定福利費 611 667

旅費及び交通費 207 131

賃借料 362 393

貸倒引当金繰入額 － 0

減価償却費 169 179

のれん償却額 97 125

その他 ※３ 1,483 ※３ 1,602

販売費及び一般管理費合計 6,938 7,543

営業利益 2,984 3,857

営業外収益   

受取利息 6 9

受取配当金 31 33

持分法による投資利益 145 160

不動産賃貸料 28 31

経営指導料 9 9

受取保険金 43 －

その他 22 44

営業外収益合計 286 289

営業外費用   

支払利息 15 11

不動産賃貸費用 17 23

支払保証料 12 12

貸倒引当金繰入額 9 －

為替差損 － 14

株式交付費 － 17

その他 12 12

営業外費用合計 67 91

経常利益 3,203 4,054
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　2019年６月１日
　至　2020年５月31日)

当連結会計年度
(自　2020年６月１日
　至　2021年５月31日)

特別利益   

投資有価証券売却益 30 －

固定資産売却益 ※４ 3 －

特別利益合計 34 －

特別損失   

固定資産除却損 ※５ 25 ※５ 16

投資有価証券売却損 － 4

投資有価証券評価損 65 －

固定資産売却損 ※６ 3 －

特別損失合計 94 21

税金等調整前当期純利益 3,143 4,033

法人税、住民税及び事業税 690 1,394

法人税等調整額 424 △145

法人税等合計 1,114 1,249

当期純利益 2,029 2,784

親会社株主に帰属する当期純利益 2,029 2,784
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【連結包括利益計算書】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　2019年６月１日
　至　2020年５月31日)

当連結会計年度
(自　2020年６月１日
　至　2021年５月31日)

当期純利益 2,029 2,784

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 117 99

為替換算調整勘定 － 0

退職給付に係る調整額 △17 185

その他の包括利益合計 ※１ 99 ※１ 285

包括利益 2,128 3,069

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 2,128 3,069

非支配株主に係る包括利益 － 0
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　2019年６月１日　至　2020年５月31日）

    (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,000 3,785 13,022 △1,063 17,743

当期変動額      

新株の発行     －

剰余金の配当   △261  △261

連結範囲の変動   23  23

持分法の適用範囲の変動   280  280

親会社株主に帰属する当期純利益   2,029  2,029

自己株式の取得     －

自己株式の処分    5 5

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

     

当期変動額合計 － － 2,071 5 2,076

当期末残高 2,000 3,785 15,093 △1,058 19,819

 

       

 その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計
 

その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘
定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利
益累計額合計

当期首残高 292 － 112 405 － 18,149

当期変動額       

新株の発行      －

剰余金の配当      △261

連結範囲の変動      23

持分法の適用範囲の変動      280

親会社株主に帰属する当期純利益      2,029

自己株式の取得      －

自己株式の処分      5

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

117  △17 99  99

当期変動額合計 117 － △17 99 － 2,175

当期末残高 410 － 94 505 － 20,324
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当連結会計年度（自　2020年６月１日　至　2021年５月31日）

    (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,000 3,785 15,093 △1,058 19,819

当期変動額      

新株の発行 803 803   1,606

剰余金の配当   △344  △344

連結範囲の変動   60  60

持分法の適用範囲の変動     －

親会社株主に帰属する当期純利益   2,784  2,784

自己株式の取得    △0 △0

自己株式の処分  △201  975 773

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

     

当期変動額合計 803 601 2,500 974 4,880

当期末残高 2,803 4,387 17,593 △84 24,700

 

       

 その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計
 

その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘
定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利
益累計額合計

当期首残高 410 － 94 505 － 20,324

当期変動額       

新株の発行      1,606

剰余金の配当      △344

連結範囲の変動      60

持分法の適用範囲の変動      －

親会社株主に帰属する当期純利益      2,784

自己株式の取得      △0

自己株式の処分      773

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

99 △0 185 285 7 292

当期変動額合計 99 △0 185 285 7 5,172

当期末残高 510 △0 280 790 7 25,497
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　2019年６月１日
　至　2020年５月31日)

当連結会計年度
(自　2020年６月１日
　至　2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 3,143 4,033

減価償却費 464 491

減損損失 0 －

のれん償却額 97 125

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 33

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9 △1

受注損失引当金の増減額（△は減少） △16 225

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） △1,498 －

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △3 △3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △135 △162

役員株式給付引当金の増減額（△は減少） 18 22

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） 10 9

受取利息及び受取配当金 △37 △42

支払利息 15 11

投資有価証券評価損 65 －

固定資産除却損 31 19

持分法による投資損益（△は益） △145 △160

売上債権の増減額（△は増加） 269 △1,301

たな卸資産の増減額（△は増加） △849 317

長期仮払金の増減額（△は増加） 1,498 －

保険積立金の増減額（△は増加） 29 11

未成業務受入金の増減額（△は減少） 1,926 △101

仕入債務の増減額（△は減少） 32 △6

未払消費税等の増減額（△は減少） 250 202

その他 699 483

小計 5,876 4,206

利息及び配当金の受取額 39 53

利息の支払額 △15 △12

法人税等の支払額 △810 △850

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,088 3,397

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 △50 △308

定期預金の払戻による収入 202 157

有形固定資産の取得による支出 △588 △493

有形固定資産の売却による収入 14 0

無形固定資産の取得による支出 △75 △88

投資有価証券の取得による支出 △50 △118

投資有価証券の売却による収入 47 12

投資有価証券の償還による収入 62 108

関係会社貸付けによる支出 △6 △10

子会社株式の取得による支出 △394 －
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1,380 －

その他 △26 △11

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,247 △752
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　2019年６月１日
　至　2020年５月31日)

当連結会計年度
(自　2020年６月１日
　至　2021年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 1,000 80

長期借入金の返済による支出 △342 △481

自己株式の処分による収入 0 766

自己株式の取得による支出 － △0

株式の発行による収入 － 1,606

配当金の支払額 △261 △344

非支配株主からの払込みによる収入 － 7

その他 △2 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー 393 1,631

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,234 4,275

現金及び現金同等物の期首残高 9,962 13,356

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 158 256

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 13,356 ※１ 17,888
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　　12社

連結子会社の名称

株式会社エイト日本技術開発

日本インフラマネジメント株式会社

株式会社近代設計

株式会社共立エンジニヤ

共立工営株式会社

都市開発設計株式会社

株式会社北海道近代設計

株式会社アークコンサルタント

株式会社アイ・デベロップ・コンサルタンツ

株式会社二神建築事務所

株式会社ダイミック

EJEC(Thailand) Co.,Ltd.

(連結の範囲に関する事項の変更)

当連結会計年度より、株式会社二神建築事務所及び株式会社ダイミックについては重要性の観点から、

EJEC(Thailand) Co.,Ltd.については当連結会計年度中に新規設立したことに伴い、新たに連結の範囲に

含めております。

 

(2) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社の名称

株式会社エンジョイファーム他５社

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社（６社）は、いずれも小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、

いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしておらず、かつ全体として重要性がないため、連結の範囲か

ら除外しております。

 

２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の名称等

持分法を適用した関連会社の数　　　　1社

持分法を適用した関連会社の名称　　　株式会社演算工房

 

(2) 持分法を適用しない主要な非連結子会社及び関連会社の名称等

主要な会社等の名称

株式会社エンジョイファーム他６社

（持分法を適用しない理由）

持分法を適用しない非連結子会社（６社）及び関連会社（１社）は、当期純損益及び利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ全体として重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

 

(3) 持分法の適用の手続について特に記載すべき事項

持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、当該会社の直近の事業年度に係

る財務諸表を使用しております。

 

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日と連結決算日は一致しております。
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４　会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等にもとづく時価法（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）

時価のないもの

移動平均法による原価法

 

②たな卸資産

未成業務支出金

　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）

貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法

 

②投資不動産

　定率法

 

　ただし、有形固定資産（リース資産を除く）及び投資不動産について、1998年４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）、並びに、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物は、定額法を採用して

おります。

　主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　８年～60年

投資不動産　　　８年～50年

 

③無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法

　自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）にもとづく定額法によって

おります。

 

④リース資産

　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

 

(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　債権の貸倒れ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検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

②役員賞与引当金

　役員に支給する賞与の支払いに備えるため、当連結会計年度末における支給見込額にもとづき計上して

おります。

 

③受注損失引当金

　受注業務に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における未成業務の損失見込額を計上して

おります。
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④役員株式給付引当金

　株式交付規程に基づく取締役のうち受益者要件を満たす者への株式の給付に備えるため、株式給付債務

の見込額を計上しております。

 

⑤従業員株式給付引当金

　株式交付規程に基づく執行役員その他所定の地位を有する者のうち受益者要件を満たす者への株式の給

付に備えるため、株式給付債務の見込額を計上しております。

 

⑥債務保証損失引当金

　関係会社への債務保証に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案して損失負担見込額を計

上しております。

 

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定式基準によっております。

 

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年～11年）による定額法によりそれぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理しております。

また、過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）によ

る定額法により損益処理することとしております。

 

なお、一部の連結子会社については、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期

末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

 

(5) のれんの償却方法及び償却期間

のれんは、発生原因に応じて20年以内での均等償却を行っております。ただし、金額が僅少なものについ

ては発生年度に全額償却することとしております。

 

(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・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

預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 

(7) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

①完成業務高の計上基準

　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。

 

②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、税抜方式によっております。
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（未適用の会計基準等）

（収益認識に関する会計基準等）

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2021年３月26日　企業会計基準

委員会）

・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企業会計

基準委員会）

 

(1）概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な

会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBに

おいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は

2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益

認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整

合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れるこ

とを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項

目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

 

(2）適用予定日

2022年５月期の期首から適用します。

 

(3）当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、軽微となる見込み

です。

 

（時価の算定に関する会計基準等）

・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）

・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）

・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）

・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業会計基

準委員会）

・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企業会計

基準委員会）

 

(1）概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ同じ内容

の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準にお

いてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業

会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会

計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。

企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定

方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号

の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務

諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされてお

ります。

 

(2）適用予定日

2022年５月期の期首から適用します。

 

(3）当該会計基準等の適用による影響

「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中

であります。

 

（表示方法の変更）

（連結貸借対照表）
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前連結会計年度において、固定負債に掲記しておりました「長期預り保証金」は、より実態に即した明瞭な

表示とするため、当連結会計年度より「預り保証金」に科目名称を変更しております。

 

（追加情報）

（株式報酬制度）

１．役員向け株式交付信託

当社は、2018年８月24日開催の第11回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会決議に基づき、当社

及び一部の連結子会社の取締役のうち受益者要件を満たす者を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式

報酬制度（以下、「本制度」といいます。）を導入し、2021年８月27日開催の第14回定時株主総会及び連

結子会社の定時株主総会において、本制度の新規導入、継続並びに内容の一部改定について決議しており

ます。

なお、本制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関

する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　平成27年３月26日）に準じております。

 

（１）取引の概要

本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下、「本信託」といいます。）が当

社株式を取得し、当社及び連結子会社が定める株式交付規程に基づいて、各取締役に対するポイント

の数に相当する数の当社株式が本信託を通じて交付される株式報酬制度であります。

なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時であります。

（２）信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の

部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末60

百万円、109,750株、当連結会計年度末58百万円、106,564株であります。

なお、2020年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、前連結会計年

度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、株式数を算定しております。

 

２．従業員向け株式交付信託

当社は、2018年７月13日の取締役会決議に基づき一部の連結子会社の執行役員その他所定の職位を有す

る者のうち受益者要件を満たす者を対象に、当社株式を用いた従業員向け株式報酬制度（以下、「本制

度」といいます。）を導入し、2021年８月27日開催の当社の取締役会及び連結子会社の取締役会におい

て、本制度の継続並びに内容の一部改定について決議しております。

なお、本制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関

する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　平成27年３月26日）に準じております。

 

（１）取引の概要

本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下、「本信託」といいます。）が当

社株式を取得し、連結子会社が定める株式交付規程に基づいて、各従業員に対するポイントの数に相

当する数の当社株式が本信託を通じて交付される株式報酬制度であります。

なお、従業員が当社株式の交付を受ける時期は、原則として退職時であります。

（２）信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の

部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末30

百万円、62,094株、当連結会計年度末24百万円、51,556株であります。

なお、2020年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、前連結会計年

度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、株式数を算定しております。

 

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積りに与える影響）

当連結会計年度における新型コロナウイルス感染症による当連結グループの経営成績等に与える影響は限

定的でありました。

新型コロナウイルス感染症の今後の拡がり方や収束時期等を合理的に予測することは困難でありますが、

ワクチン接種の普及等により徐々に収束し、回復していくものと仮定して会計上の見積りを行っておりま

す。

 

 

（連結貸借対照表関係）

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
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前連結会計年度

（2020年５月31日）
当連結会計年度

（2021年５月31日）

投資有価証券（株式） 956百万円 720百万円

投資その他の資産「その他」

（出資金）
209百万円 220百万円

 

※２　担保資産及び担保付債務

　　　担保に供している資産は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2020年５月31日）
当連結会計年度

（2021年５月31日）

建物及び構築物 14百万円 12百万円

土地 14百万円 14百万円

計 29百万円 26百万円

 

　　　担保付債務は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2020年５月31日）
当連結会計年度

（2021年５月31日）

１年内返済予定の長期借入金 6百万円 8百万円

長期借入金 41百万円 45百万円

計 48百万円 53百万円

 

※３　たな卸資産の内訳

 
前連結会計年度

（2020年５月31日）
当連結会計年度

（2021年５月31日）

未成業務支出金 3,455百万円 3,214百万円

貯蔵品 7百万円 5百万円

計 3,463百万円 3,219百万円

 

※４　損失の発生が見込まれる業務契約に係るたな卸資産と受注損失引当金は、相殺表示しております。相殺

表示したたな卸資産に対応する受注損失引当金の額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2020年５月31日）
当連結会計年度

（2021年５月31日）

たな卸資産（未成業務支出

金）に係るもの
29百万円 32百万円

 

※５　保証債務

　連結会社以外の会社の金融機関からの借入金に対し、債務保証を行っております。

前連結会計年度
（2020年５月31日）

当連結会計年度
（2021年５月31日）

㈱那賀ウッド

債務保証損失引当金

17百万円

17百万円

㈱那賀ウッド

債務保証損失引当金

13百万円

13百万円

差引 －百万円 差引 －百万円
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（連結損益計算書関係）

※１　期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。

 
前連結会計年度

（自　2019年６月１日
　　至　2020年５月31日）

当連結会計年度
（自　2020年６月１日

　　至　2021年５月31日）

完成業務原価 △3百万円 2百万円

 

※２　完成業務原価に含まれている受注損失引当金繰入額

前連結会計年度
（自　2019年６月１日
至　2020年５月31日）

当連結会計年度
（自　2020年６月１日
至　2021年５月31日）

2百万円 227百万円

 

※３　一般管理費に含まれている研究開発費の総額

前連結会計年度
（自　2019年６月１日

　　至　2020年５月31日）

当連結会計年度
（自　2020年６月１日

　　至　2021年５月31日）

61百万円 63百万円

 

※４　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2019年６月１日
　　至　2020年５月31日）

当連結会計年度
（自　2020年６月１日

　　至　2021年５月31日）

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

工具器具及び備品

土地

0百万円

0百万円

0百万円

1百万円

－百万円

－百万円

－百万円

－百万円

計 3百万円 －百万円

 

※５　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2019年６月１日
　　至　2020年５月31日）

当連結会計年度
（自　2020年６月１日

　　至　2021年５月31日）

建物及び構築物 3百万円 3百万円

工具器具及び備品 0百万円 0百万円

無形固定資産「その

他」（電話加入権）
－百万円 0百万円

撤去費用 22百万円 12百万円

計 25百万円 16百万円

 

※６　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2019年６月１日
　　至　2020年５月31日）

当連結会計年度
（自　2020年６月１日

　　至　2021年５月31日）

建物及び構築物

土地

0百万円

2百万円

－百万円

－百万円

計 3百万円 －百万円
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（連結包括利益計算書関係）

※１　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

（自　2019年６月１日
至　2020年５月31日）

当連結会計年度
（自　2020年６月１日
至　2021年５月31日）

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 122百万円 127百万円

組替調整額 35百万円 5百万円

税効果調整前 157百万円 133百万円

税効果額 △39百万円 △33百万円

その他有価証券評価差額金 117百万円 99百万円

為替換算調整勘定：   

当期発生額 －百万円 0百万円

退職給付に係る調整額：   

当期発生額 △28百万円 294百万円

組替調整額 2百万円 △27百万円

税効果調整前 △25百万円 267百万円

税効果額 7百万円 △81百万円

退職給付に係る調整額 △17百万円 185百万円

その他の包括利益合計 99百万円 285百万円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　2019年６月１日　至　2020年５月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 7,261,060 － － 7,261,060

（注）　2020年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、上記は当該株式分割前の株

式数を記載しております。

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 462,440 － 4,878 457,562

（注）１　普通株式の自己株式の減少は、信託による株式報酬制度で当該信託からの交付による減少（「役員向け株式交

付信託」2,325株、「従業員向け株式交付信託」2,553株）であります。

２　当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の普通株式の自己株式数には、「役員向け株式交付信託」及び「従

業員向け株式交付信託」が所有する当社株式が含まれております（当連結会計年度期首「役員向け株式交付信

託」57,200株、「従業員向け株式交付信託」33,600株、当連結会計年度末「役員向け株式交付信託」54,875

株、「従業員向け株式交付信託」31,047株）。

３　2020年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、上記は当該株式分割前の

株式数を記載しております。

 

３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

2019年８月29日

定時株主総会
普通株式 261 38 2019年５月31日 2019年８月30日

（注）１　配当金の総額には、「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が所有する当社株式に対する

配当金３百万円が含まれております。

２　2020年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、「１株当たり配当額」に

ついては、当該株式分割前の金額を記載しております。

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

2020年８月28日

定時株主総会
普通株式 344 利益剰余金 50 2020年５月31日 2020年８月31日

（注）１　配当金の総額には、「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が所有する当社株式に対する

配当金４百万円が含まれております。

２　2020年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、「１株当たり配当額」に

ついては、当該株式分割前の金額を記載しております。
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当連結会計年度（自　2020年６月１日　至　2021年５月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 7,261,060 8,817,860 － 16,078,920

（注）１　普通株式の発行済株式総数の増加は、公募による新株式の発行628,400株、第三者割当による新株式の発行

150,000株、株式分割による増加8,039,460株によるものであります。

２　2020年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 457,562 79,402 378,462 158,502

（注）１　普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式買取り231株、株式分割による増加79,171株によるものでありま

す。

２　普通株式の自己株式の減少は、自己株式の処分による減少371,600株、信託による株式報酬制度で当該信託か

らの交付による減少6,862株（「役員向け株式交付信託」1,593株、「従業員向け株式交付信託」5,269株）に

よるものであります。

３　当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の普通株式の自己株式数には、「役員向け株式交付信託」及び「従

業員向け株式交付信託」が所有する当社株式が含まれております（当連結会計年度期首「役員向け株式交付信

託」54,875株、「従業員向け株式交付信託」31,047株、当連結会計年度末「役員向け株式交付信託」106,564

株、「従業員向け株式交付信託」51,556株）。

４　2020年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

 

３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

2020年８月28日

定時株主総会
普通株式 344 50 2020年５月31日 2020年８月31日

（注）１　配当金の総額には、「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が所有する当社株式に対する

配当金４百万円が含まれております。

２　2020年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、「１株当たり配当額」に

ついては、当該株式分割前の金額を記載しております。

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

2021年８月27日

定時株主総会
普通株式 562 利益剰余金 35 2021年５月31日 2021年８月30日

（注）　配当金の総額には、「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が所有する当社株式に対する配

当金５百万円が含まれております。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前連結会計年度

（自　2019年６月１日
至　2020年５月31日）

当連結会計年度
（自　2020年６月１日
至　2021年５月31日）

現金及び預金勘定 14,138百万円 18,975百万円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金
△781百万円 △1,086百万円

現金及び現金同等物 13,356百万円 17,888百万円

 

（リース取引関係）

１　ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

有形固定資産

主として、事務用機器（工具、器具及び備品）であります。

②リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４　会計方針に関する事項　（2）重要な減価償却

資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

 

２　オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

 
前連結会計年度

（2020年５月31日）
当連結会計年度

（2021年５月31日）

１年内 －百万円 1百万円

１年超 －百万円 4百万円

合計 －百万円 6百万円
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（金融商品関係）

１　金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

当連結グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、主に銀行借入により資金を調達して

おります。

なお、デリバティブ等の投機的な取引は行わない方針であります。

 

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており、与信管理に関する規程に

沿ってリスク低減を図っております。また、有価証券及び投資有価証券は主として株式及び投資信託であ

り、市場価格の変動リスクに晒されております。これらのうち、時価のあるものについては定期的に時価

の把握を行っております。

営業債務である業務未払金及び未払金は、ほぼすべてが１ヶ月以内の支払期日であります。また、長期

借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。このうちの一部は変動金利であり、金利の変動リスク

に晒されております。これら金銭債務は流動性リスクに晒されておりますが、資金繰計画を作成する等の

方法により管理しております。

 

２　金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す

ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）４参照）。

 

前連結会計年度（2020年５月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金 14,138 14,138 －

(2）受取手形及び売掛金 2,428   

貸倒引当金（注）１ △0   

 2,427 2,427 －

（3）有価証券及び投資有価証券    

その他有価証券 1,841 1,841 －

資産　計 18,406 18,406 －

(1）業務未払金 924 924 －

(2）未払金 905 905 －

(3）未払法人税等 439 439 －

(4）未払消費税等 551 551 －

(5）長期借入金（注）２ 1,275 1,275 0

負債　計 4,095 4,095 0
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当連結会計年度（2021年５月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金 18,975 18,975 －

(2）受取手形及び売掛金 3,748   

貸倒引当金（注）１ △0   

 3,747 3,747 －

（3）有価証券及び投資有価証券    

その他有価証券 1,955 1,955 －

資産　計 24,677 24,677 －

(1）業務未払金 834 834 －

(2）未払金 1,067 1,067 －

(3）未払法人税等 1,120 1,120 －

(4）未払消費税等 769 769 －

(5）長期借入金（注）２ 877 877 △0

負債　計 4,669 4,669 △0

 

（表示方法の変更）

「未払法人税等」及び「未払消費税等」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より新たに注記しておりま

す。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度についても記載しております。

 

（注）１　受取手形及び売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。

２　１年内返済予定の長期借入金も含めております。

３　金融商品の時価の算定方法に関する事項

資　産

(1）現金及び預金、(2）受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

(3）有価証券及び投資有価証券

これらの時価については、取引所の価格及び基準価格によっております。また、保有目的ごとの有価証

券に関する事項については、「注記事項（有価証券関係）」をご参照ください。

負　債

(1）業務未払金、(2）未払金、（3）未払法人税等、（4）未払消費税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

(5）長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り

引いて算定する方法によっております。

なお、変動金利によるものは、市場金利に基づいて利率を見直しており、時価は帳簿価額にほぼ等しい

ことから、当該帳簿価額によっております。
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４　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

（単位：百万円）

 
前連結会計年度

（2020年５月31日）
当連結会計年度

（2021年５月31日）

投資有価証券   

　非上場株式 956 738

　市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（3）有価証券及び投資有価

証券」には含めておりません。

 

５　金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2020年５月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 14,138 － － －

受取手形及び売掛金（注） 2,427 － － －

有価証券及び投資有価証券     

その他有価証券のうち

満期があるもの
    

債券（その他） 50 54 － －

合計 16,616 54 － －

 

当連結会計年度（2021年５月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 18,975 － － －

受取手形及び売掛金（注） 3,747 － － －

有価証券及び投資有価証券     

その他有価証券のうち

満期があるもの
    

債券（その他） － 98 － －

合計 22,722 98 － －

（注）　受取手形及び売掛金については、貸倒引当金を控除しております。
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６　有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（2020年５月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

長期借入金 430 302 212 206 106 17

合計 430 302 212 206 106 17

 

当連結会計年度（2021年５月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

長期借入金 305 213 229 111 4 13

合計 305 213 229 111 4 13
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（有価証券関係）

１　その他有価証券

前連結会計年度（2020年５月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの
   

　株式 869 192 676

　その他 0 0 0

小計 869 193 676

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの
   

　株式 186 292 △105

　債券    

　その他 99 105 △6

　その他 685 771 △86

小計 971 1,169 △197

合計 1,841 1,362 478

 

当連結会計年度（2021年５月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの
   

　株式 884 192 692

　その他 683 670 13

小計 1,568 863 705

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの
   

　株式 201 281 △80

　債券    

　その他 98 100 △1

　その他 87 101 △14

小計 386 483 △96

合計 1,955 1,346 608

（注）　市場価格がないことなどにより時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券については、含

めておりません。
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２　売却したその他有価証券

前連結会計年度（自　2019年６月１日　至　2020年５月31日）

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額

（百万円）

売却損の合計額

（百万円）

株式 47 30 －

 

当連結会計年度（自　2020年６月１日　至　2021年５月31日）

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額

（百万円）

売却損の合計額

（百万円）

株式 12 － ４

 

３　減損処理を行った有価証券

前連結会計年度（自　2019年６月１日　至　2020年５月31日）

有価証券について65百万円（その他有価証券の上場株式56百万円、その他有価証券の債券9百万円）の

減損処理を行っております。

なお、その他有価証券の減損処理にあたっては、連結会計年度末に50％以上時価が下落した銘柄につい

てはすべて実施し、30％以上50％未満下落した銘柄については、時価の動向、業績推移等により、回復可

能性が乏しいと判定した銘柄について実施しております。

 

当連結会計年度（自　2020年６月１日　至　2021年５月31日）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（2020年５月31日）及び当連結会計年度（2021年５月31日）

当連結グループは、デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１　採用している退職給付制度の概要

連結子会社は主として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を採用しております。

一部の連結子会社では確定拠出年金制度、特定退職金共済制度及び中小企業退職金制度を設けておりま

す。

この他、連結子会社６社はそくりょう＆デザイン企業年金基金（総合設立）に、同２社は建設コンサルタ

ンツ企業年金基金（同）にそれぞれ加入しておりますが、複数事業主制度であり、自社の拠出に対する年金

資産の額が合理的に計算できないため、確定拠出制度と同様に会計処理しております。

当該制度は厚生年金基金の代行部分の過去分返上の認可を受け、厚生年金基金制度から移行したものであ

ります。

また、すべての連結子会社は、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

なお、株式会社エイト日本技術開発以外の連結子会社が有する確定給付企業年金及び退職一時金制度は、

簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。

 

２　確定給付制度

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）

 
前連結会計年度

（自　2019年６月１日
至　2020年５月31日）

当連結会計年度
（自　2020年６月１日
至　2021年５月31日）

退職給付債務の期首残高 4,011百万円 4,022百万円

勤務費用 255百万円 243百万円

利息費用 30百万円 30百万円

数理計算上の差異の発生額 61百万円 △3百万円

退職給付の支払額 △336百万円 △210百万円

退職給付債務の期末残高 4,022百万円 4,082百万円

 

(2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）

 
前連結会計年度

（自　2019年６月１日
至　2020年５月31日）

当連結会計年度
（自　2020年６月１日
至　2021年５月31日）

年金資産の期首残高 3,389百万円 3,455百万円

期待運用収益 50百万円 51百万円

数理計算上の差異の発生額 33百万円 291百万円

事業主からの拠出額 318百万円 327百万円

退職給付の支払額 △336百万円 △210百万円

年金資産の期末残高 3,455百万円 3,915百万円

 

(3）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

 
前連結会計年度

（自　2019年６月１日
至　2020年５月31日）

当連結会計年度
（自　2020年６月１日
至　2021年５月31日）

退職給付に係る負債の期首残高 161百万円 124百万円

退職給付費用 65百万円 22百万円

退職給付の支払額 △9百万円 △9百万円

制度への拠出額 △101百万円 △73百万円

新規連結による増加額 9百万円 45百万円

退職給付に係る負債の期末残高 124百万円 109百万円
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(4）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付

に係る資産の調整表

 
前連結会計年度

（2020年５月31日）
当連結会計年度

（2021年５月31日）

積立型制度の退職給付債務 4,916百万円 5,017百万円

年金資産 △4,251百万円 △4,817百万円

 665百万円 200百万円

非積立型制度の退職給付債務 26百万円 75百万円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 691百万円 276百万円

   

退職給付に係る負債 741百万円 357百万円

退職給付に係る資産 △49百万円 △80百万円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 691百万円 276百万円

（注）　簡便法を適用した制度を含んでおります。

 

(5）退職給付費用及びその内訳項目の金額

 
前連結会計年度

（自　2019年６月１日
至　2020年５月31日）

当連結会計年度
（自　2020年６月１日
至　2021年５月31日）

勤務費用 255百万円 243百万円

利息費用 30百万円 30百万円

期待運用収益 △50百万円 △51百万円

数理計算上の差異の費用処理額 2百万円 △27百万円

簡便法で計算した退職給付費用 65百万円 22百万円

確定給付制度に係る退職給付費用 303百万円 217百万円

 

(6）退職給付に係る調整額

　退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2019年６月１日
至　2020年５月31日）

当連結会計年度
（自　2020年６月１日
至　2021年５月31日）

数理計算上の差異 △25百万円 267百万円

合　計 △25百万円 267百万円
 

 

(7）退職給付に係る調整累計額

　退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2020年５月31日）
当連結会計年度

（2021年５月31日）

未認識数理計算上の差異 136百万円 403百万円

合　計 136百万円 403百万円
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(8）年金資産に関する事項

① 年金資産の主な内訳

　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2020年５月31日）
当連結会計年度

（2021年５月31日）

債券 44％ 38％

株式 29％ 33％

生命保険一般勘定 17％ 17％

オルタナティブ 9％ 8％

現金及び預金 1％ 4％

合　計 100％ 100％

（注）　オルタナティブ投資は、主にヘッジファンドへの投資であり、複数の銘柄に分散して投資して

おります。

② 長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構

成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(9）数理計算上の計算基礎に関する事項

　主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）

 
前連結会計年度

（2020年５月31日）
当連結会計年度

（2021年５月31日）

割引率 0.8％ 0.8％

長期期待運用収益率 1.5％ 1.5％

予想昇給率 2.3％ 2.3％

 

３　複数事業主制度

(1）そくりょう＆デザイン企業年金基金

確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の企業年金基金制度への要拠出額は、前連結会計

年度82百万円、当連結会計年度82百万円であります。

① 制度全体の積立状況に関する事項

 （2019年３月31日） （2020年３月31日）

　年金資産の額 61,294百万円 58,255百万円

　年金財政計算上の数理債務の額と

　最低責任準備金の額との合計額
46,752百万円 46,764百万円

　差引額 14,542百万円 11,490百万円

② 制度全体に占める当連結グループの給与総額割合

　前連結会計年度　　　　4.7％（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

　当連結会計年度　　　　4.7％（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

③ 補足説明

上記①の差引額の要因は、年金財政計算上の剰余金等（前連結会計年度14,542百万円、当連結会計年度

11,490百万円）であります。

なお、上記②の割合は、当連結グループの実際の負担割合とは一致しておりません。

 

EDINET提出書類

Ｅ・Ｊホールディングス株式会社(E05706)

有価証券報告書

 83/112



(2）建設コンサルタンツ企業年金基金

確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の企業年金基金制度への要拠出額は、前連結会計

年度31百万円、当連結会計年度30百万円であります。

① 制度全体の積立状況に関する事項

 （2019年３月31日） （2020年３月31日）

　年金資産の額 81,513百万円 82,462百万円

　年金財政計算上の数理債務の額と

　最低責任準備金の額との合計額
63,462百万円 63,733百万円

　差引額 18,050百万円 18,729百万円

② 制度全体に占める当連結グループの給与総額割合

　前連結会計年度　　　　0.7％（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

　当連結会計年度　　　　0.8％（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

③ 補足説明

上記①の差引額の要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高（前連結会計年度5,432百万円、当連結

会計年度2,818百万円）および剰余金、不足金等（前連結会計年度23,482百万円、当連結会計年度21,547

百万円）であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間15年元利均等償却であり、当連結グ

ループは、連結財務諸表上、当該償却に充てられる特別掛金（前連結会計年度21百万円、当連結会計年度

19百万円）を費用処理しております。

なお、上記②の割合は、当連結グループの実際の負担割合とは一致しておりません。

 

４　確定拠出制度

連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度44百万円、当連結会計年度45百万円であり

ます。

 

 

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

（2020年５月31日）
 

当連結会計年度
（2021年５月31日）

繰延税金資産    

減損損失 394百万円 394百万円

時価評価による簿価修正額 139百万円 139百万円

退職給付に係る負債 242百万円 133百万円

未払賞与社会保険料 75百万円 97百万円

未払賞与 57百万円 96百万円

未払事業税 47百万円 82百万円

その他 387百万円 500百万円

　繰延税金資産小計 1,344百万円 1,443百万円

評価性引当額 △815百万円 △854百万円

繰延税金資産合計 528百万円 589百万円

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 △192百万円 △214百万円

時価評価による簿価修正額 △19百万円 △33百万円

退職給付に係る資産 △13百万円 △20百万円

企業結合により識別された無形資産 △36百万円 △13百万円

その他 △2百万円 △1百万円

繰延税金負債合計 △264百万円 △285百万円

差引：繰延税金資産純額 264百万円 304百万円

 

（表示方法の変更）

　前連結会計年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「未払事業税」は、金額的重要性が

増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。また、前連結会計年度において、独

立掲記しておりました繰延税金資産の「匿名組合出資金評価損」は、金額的重要性が乏しくなったため、

当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連

結会計年度の注記の組み替えを行っております。

　この結果、前連結会計年度の繰延税金資産の「匿名組合出資金評価損」50百万円、「その他」384百万

円は、「未払事業税」47百万円、「その他」387百万円として組み替えております。
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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差異の原因となった主な項目別の内訳

 
前連結会計年度

（2020年５月31日）
 
 

当連結会計年度
（2021年５月31日）

法定実効税率 30.5％

 

  

（調整）   　法定実効税率と税効果会計

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5％ 適用後の法人税等の負担率と

住民税均等割額 3.1％ の間の差異が法定実効税率の

のれん償却費 0.9％ 100分の５以下であるため、

評価性引当額 0.4％ 注記を省略しております。

持分法投資損益 △1.4％  

その他 1.5％  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.5％  

 

 

（企業結合等関係）

　該当事項はありません。
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（資産除去債務関係）

前連結会計年度（自　2019年６月１日　至　2020年５月31日）及び当連結会計年度（自　2020年６月１日　

至　2021年５月31日）

該当事項はありません。

 

（賃貸等不動産関係）

１　賃貸等不動産の概要

連結子会社の株式会社エイト日本技術開発は、岡山県その他の地域において、賃貸用のオフィスビル（土

地を含む。）を有しております。また、保有する土地の一部に遊休資産があります。

 

２　賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び時価

 
前連結会計年度

（自　2019年６月１日
至　2020年５月31日）

当連結会計年度
（自　2020年６月１日
至　2021年５月31日）

連結貸借対照表計上額   

 期首残高（百万円） 428 427

 期中増減額（百万円） △0 35

 期末残高（百万円） 427 462

期末時価（百万円） 460 459

（注）１　連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２　前連結会計年度の期中増減額の内容は、改修による増加７百万円、減価償却８百万円であり、当連結会計年

度の期中増減額の内容は、改修による増加54百万円、自社使用からの振替による増加37百万円、賃貸割合の

見直しによる減少47百万円、減価償却８百万円であります。

３　時価は、主として固定資産税評価額にもとづいて自社で算定した金額であります。

 

３　賃貸等不動産に関する損益

 
前連結会計年度

（自　2019年６月１日
至　2020年５月31日）

当連結会計年度
（自　2020年６月１日
至　2021年５月31日）

賃貸収益（百万円） 28 31

賃貸費用（百万円） 17 23

差額（百万円） 10 7
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前連結会計年度（自　2019年６月１日　至　2020年５月31日）及び当連結会計年度（自　2020年６月１日　

至　2021年５月31日）

経営資源の配分の決定及び業績評価の観点から、当連結グループは総合建設コンサルタント事業のみを営

んでおり、単一セグメントであるため、開示すべき事項はありません。

 

【関連情報】

前連結会計年度（自　2019年６月１日　至　2020年５月31日）

１　製品及びサービスごとの情報

当連結グループは、総合建設コンサルタント事業を営んでおり、性質、生産方法及び販売市場の類似し

た単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記

載を省略しております。

 

２　地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

 

(2) 有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

３　主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）
 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

国土交通省 8,205 総合建設コンサルタント事業

 

当連結会計年度（自　2020年６月１日　至　2021年５月31日）

１　製品及びサービスごとの情報

当連結グループは、総合建設コンサルタント事業を営んでおり、性質、生産方法及び販売市場の類似し

た単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記

載を省略しております。

 

２　地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

 

(2) 有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

３　主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）
 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

国土交通省 10,220 総合建設コンサルタント事業
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自　2019年６月１日　至　2020年５月31日）及び当連結会計年度（自　2020年６月１日　

至　2021年５月31日）

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自　2019年６月１日　至　2020年５月31日）及び当連結会計年度（自　2020年６月１日　

至　2021年５月31日）

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自　2019年６月１日　至　2020年５月31日）及び当連結会計年度（自　2020年６月１日　

至　2021年５月31日）

　該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

１　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　2019年６月１日　至　2020年５月31日）及び当連結会計年度（自　2020年６月１

日　至　2021年５月31日）

関連当事者との間における重要な取引がないため、記載を省略しております。

 

２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

 
前連結会計年度

（自　2019年６月１日
至　2020年５月31日）

当連結会計年度
（自　2020年６月１日
至　2021年５月31日）

１株当たり純資産額 1,493.72円 1,601.13円

１株当たり当期純利益 149.15円 187.47円

（注）１　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

２　2020年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に

当該株式分割が行われたと仮定して、算定しております。

３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2020年５月31日）
当連結会計年度

（2021年５月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 20,324 25,497

純資産の部の合計額から控除する

金額（百万円）
－ 7

（うち非支配株主持分（百万円）） （－） （7）

普通株式に係る期末の純資産額

（百万円）
20,324 25,490

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた期末の普通株式の数（株）
13,606,996 15,920,418

４　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2019年６月１日
至　2020年５月31日）

当連結会計年度
（自　2020年６月１日
至　2021年５月31日）

親会社株主に帰属する当期純利益

（百万円）
2,029 2,784

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ －

普通株式に係る親会社株主に帰属す

る当期純利益（百万円）
2,029 2,784

普通株式の期中平均株式数（株） 13,603,474 14,854,106

５　「１株当たり純資産額」の算定上、株主資本において自己株式として計上されている「役員向け株式交付信

託」及び「従業員向け株式交付信託」が所有する当社株式を期末の普通株式の数の計算において控除する自

己株式に含めております（前連結会計年度「役員向け株式交付信託」109,750株、「従業員向け株式交付信

託」62,094株、当連結会計年度「役員向け株式交付信託」106,564株、「従業員向け株式交付信託」51,556

株）。

６　「１株当たり当期純利益」の算定上、株主資本において自己株式として計上されている「役員向け株式交付

信託」及び「従業員向け株式交付信託」が所有する当社株式を期中平均株式数の計算において控除する自己

株式に含めております（前連結会計年度「役員向け株式交付信託」111,431株、「従業員向け株式交付信

託」63,935株、当連結会計年度「役員向け株式交付信託」107,712株、「従業員向け株式交付信託」55,363

株）。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

利率（％） 担保 償還期限

㈱アークコンサルタント
第２回無担保社債
（注）１

2016年12月26日 50
50
(50)

0.69 なし 2021年12月24日

合計 － － 50
50
(50)

－ － －

（注）１　（　）内書は、１年以内の償還予定額であります。

２　連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内
（百万円）

１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

50 － － － －

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 － － － －

１年以内に返済予定の長期借入金 430 305 0.5 －

１年以内に返済予定のリース債務 1 3 － －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを

除く。）
844 572 0.5

2022年６月～

2031年２月

リース債務（１年以内に返済予定のものを

除く。）
3 8 －

2022年６月～

2026年４月

その他有利子負債 － － － －

合計 1,280 890 － －

（注）１　「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債

務を連結貸借対照表に計上しておりますので、記載しておりません。

３　長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定

額は以下のとおりであります。

区分
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 213 229 111 4

リース債務 2 2 2 0

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。
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（２）【その他】

　当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高（百万円） 3,458 7,742 14,207 34,334

税金等調整前四半期純損失

（△）又は税金等調整前当期

純利益（百万円）

△653 △901 △233 4,033

親会社株主に帰属する四半期

純損失（△）又は親会社株主

に帰属する当期純利益（百万

円）

△482 △670 △248 2,784

１株当たり四半期純損失

（△）又は１株当たり当期純

利益（円）

△35.44 △48.12 △17.12 187.47

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益又は

１株当たり四半期純損失

（△）（円）

△35.44 △13.28 26.50 190.54

（注）2020年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株

式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期純損失又は１株当たり当期純利益を算定しております。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(2020年５月31日)
当事業年度

(2021年５月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 953 3,426

前払費用 7 11

未収還付法人税等 96 138

その他 3 4

流動資産合計 1,061 3,580

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品 0 0

減価償却累計額 △0 △0

工具、器具及び備品（純額） 0 0

有形固定資産合計 0 0

無形固定資産   

ソフトウエア仮勘定 － 3

無形固定資産合計 － 3

投資その他の資産   

投資有価証券 194 246

関係会社株式 21,447 21,447

長期前払費用 5 0

投資その他の資産合計 21,648 21,694

固定資産合計 21,648 21,698

資産合計 22,709 25,278

負債の部   

流動負債   

１年内返済予定の長期借入金 216 199

未払金 1 3

未払費用 9 17

未払法人税等 6 3

未払消費税等 － 16

預り金 1 2

流動負債合計 235 242

固定負債   

長期借入金 700 500

繰延税金負債 9 24

役員株式給付引当金 6 11

固定負債合計 716 535

負債合計 951 778
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  (単位：百万円)

 
前事業年度

(2020年５月31日)
当事業年度

(2021年５月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,000 2,803

資本剰余金   

資本準備金 1,500 2,303

その他資本剰余金 14,926 15,321

資本剰余金合計 16,426 17,624

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 3,759 4,085

その他利益剰余金合計 3,759 4,085

利益剰余金合計 3,759 4,085

自己株式 △462 △83

株主資本合計 21,723 24,429

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 33 70

評価・換算差額等合計 33 70

純資産合計 21,757 24,500

負債純資産合計 22,709 25,278
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②【損益計算書】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自　2019年６月１日
　至　2020年５月31日)

当事業年度
(自　2020年６月１日
　至　2021年５月31日)

売上高   

経営管理料 ※１ 332 ※１ 360

関係会社受取配当金 529 679

売上高合計 862 1,039

販売費及び一般管理費 ※３ 294 ※３ 354

営業利益 567 684

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 7 7

関係会社貸付金利息 1 0

システム使用料 ※２ 6 ※２ 6

その他 0 0

営業外収益合計 16 14

営業外費用   

支払利息 2 3

株式交付費 － 17

支払手数料 5 －

その他 0 5

営業外費用合計 7 26

経常利益 576 673

税引前当期純利益 576 673

法人税、住民税及び事業税 19 3

法人税等調整額 △1 △0

法人税等合計 17 2

当期純利益 559 670
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2019年６月１日　至　2020年５月31日）

       (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益剰
余金

当期首残高 2,000 1,500 14,926 16,426 3,461 3,461 △467 21,421

当期変動額         

新株の発行        －

剰余金の配当     △261 △261  △261

当期純利益     559 559  559

自己株式の取得        －

自己株式の処分       5 5

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

        

当期変動額合計 － － － － 297 297 5 302

当期末残高 2,000 1,500 14,926 16,426 3,759 3,759 △462 21,723

 

    

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 32 32 21,453

当期変動額    

新株の発行   －

剰余金の配当   △261

当期純利益   559

自己株式の取得   －

自己株式の処分   5

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

1 1 1

当期変動額合計 1 1 304

当期末残高 33 33 21,757
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当事業年度（自　2020年６月１日　至　2021年５月31日）

       (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益剰
余金

当期首残高 2,000 1,500 14,926 16,426 3,759 3,759 △462 21,723

当期変動額         

新株の発行 803 803  803    1,606

剰余金の配当     △344 △344  △344

当期純利益     670 670  670

自己株式の取得       △0 △0

自己株式の処分   394 394   378 773

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

        

当期変動額合計 803 803 394 1,197 325 325 378 2,705

当期末残高 2,803 2,303 15,321 17,624 4,085 4,085 △83 24,429

 

    

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 33 33 21,757

当期変動額    

新株の発行   1,606

剰余金の配当   △344

当期純利益   670

自己株式の取得   △0

自己株式の処分   773

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

36 36 36

当期変動額合計 36 36 2,742

当期末残高 70 70 24,500
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

 

(2）その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等にもとづく時価法（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）

時価のないもの

移動平均法による原価法

 

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　定率法

　なお、耐用年数は次のとおりであります。

工具、器具及び備品　　４年

 

(2）無形固定資産

　定額法

　自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間（５年）にもとづく定額法によっており

ます。

 

３　引当金の計上基準

 役員株式給付引当金

株式交付規程に基づく取締役のうち受益者要件を満たす者への株式の給付に備えるため、株式給付債務の

見込額を計上しております。

 

４　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

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

 

（追加情報）

（株式報酬制度）

「第５　経理の状況　１連結財務諸表等（１）連結財務諸表　注記事項（追加情報）」に記載のとおりであり

ます。

 

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積りに与える影響）

「第５　経理の状況　１連結財務諸表等（１）連結財務諸表　注記事項（追加情報）」に記載のとおりであり

ます。
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（貸借対照表関係）

　１　保証債務

　他の会社の金融機関からの借入金等に対し、債務保証を行っております。

前事業年度
（2020年５月31日）

当事業年度
（2021年５月31日）

㈱アークコンサルタント 118百万円 ㈱アークコンサルタント 62百万円

㈱那賀ウッド 17百万円 ㈱那賀ウッド 13百万円

計 135百万円 計 76百万円

 

（損益計算書関係）

※１　売上高のうち関係会社との取引にかかわるものは次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2019年６月１日
至　2020年５月31日）

当事業年度
（自　2020年６月１日
至　2021年５月31日）

経営管理料 332百万円 360百万円

 

※２　営業外収益のうち関係会社との取引にかかわるものは次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2019年６月１日
至　2020年５月31日）

当事業年度
（自　2020年６月１日
至　2021年５月31日）

システム使用料 6百万円 6百万円

 

※３　販売費及び一般管理費の主なもの

 
前事業年度

（自　2019年６月１日
　　至　2020年５月31日）

当事業年度
（自　2020年６月１日

　　至　2021年５月31日）

役員報酬 90百万円 89百万円

給与 74百万円 86百万円

役員株式給付引当金繰入額 4百万円 4百万円

法定福利費 19百万円 22百万円

支払手数料 18百万円 48百万円

支払報酬 22百万円 21百万円
 

割合   

販売費 －％ －％

一般管理費 100％ 100％

 

（有価証券関係）

子会社株式及び関連会社株式（前事業年度及び当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式21,319百万円、

関連会社株式127百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を

記載しておりません。
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（税効果会計関係）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（2020年５月31日）
 

当事業年度
（2021年５月31日）

繰延税金資産    

投資有価証券評価損 2百万円 2百万円

役員株式給付引当金 1百万円 1百万円

その他 1百万円 1百万円

繰延税金資産小計 5百万円 5百万円

評価性引当額 △2百万円 △2百万円

繰延税金資産合計 2百万円 2百万円

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 △12百万円 △27百万円

繰延税金負債合計 △12百万円 △27百万円

差引：繰延税金負債純額 △9百万円 △24百万円

 

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差異の原因となった主な項目別の内訳

 
前事業年度

（2020年５月31日）
 

当事業年度
（2021年５月31日）

法定実効税率 30.5％ 30.5％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4％ 0.5％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △28.0％ △30.8％

住民税均等割額 0.2％ 0.2％

その他 0.0％ 0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 3.1％ 0.4％

 

 

（企業結合等関係）

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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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額

（百万円）

当期償却額
（百万円）

差引当期末
残高

（百万円）

有形固定資産        

工具、器具及び備品 0 － － 0 0 － 0

有形固定資産計 0 － － 0 0 － 0

無形固定資産        

ソフトウエア仮勘定 － 3 － 3 － － 3

無形固定資産計 － 3 － 3 － － 3

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

役員株式給付引当金 6 4 － － 11

 

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

Ｅ・Ｊホールディングス株式会社(E05706)

有価証券報告書

101/112



第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ６月１日から５月31日まで

定時株主総会 ８月中

基準日 ５月31日

剰余金の配当の基準日
11月30日

５月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り・売渡し

（注）２
 

取扱場所

（特別口座）

大阪市中央区北浜四丁目５番33号

三井住友信託銀行株式会社証券代行部

株主名簿管理人

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社

取次所 －

買取・売渡手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告を行うことができない事

故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告する。

なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとお

りです。

http://www.ej-hds.co.jp/koukoku.html

株主に対する特典

株主優待制度として、毎年11月30日現在の株主名簿に記載または記録された当社株

式100株（１単元）以上を保有する株主を対象に、保有株式数に応じてクオカード

を贈呈いたします。

 保有株数   100株以上 1,000株未満 クオカード 1,000円分

 保有株数 1,000株以上 5,000株未満 クオカード 3,000円分

 保有株数 5,000株以上              クオカード 5,000円分

（注）１　当社の株主は、定款の定めにより、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有して

おりません。

(1）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

(4）株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利

２　単元未満株式の買取り・売渡しの取り扱いは、原則として証券会社等の口座管理機関を経由して行うことと

なっておりますが、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関が直接取り扱いま

す。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1）有価証券報告書

及びその添付書類

並びに確認書

事業年度

（第13期）

自　2019年６月１日

至　2020年５月31日

 

 

2020年８月31日

中国財務局長に提出。

      

(2）内部統制報告書 事業年度

（第13期）

自　2019年６月１日

至　2020年５月31日

 

 

2020年８月31日

中国財務局長に提出。

      

(3）四半期報告書

及び確認書

（第14期第１四半期） 自　2020年６月１日

至　2020年８月31日

 

 

2020年10月15日

中国財務局長に提出。

  （第14期第２四半期） 自　2020年９月１日

至　2020年11月30日

 

 

2021年１月14日

中国財務局長に提出。

  （第14期第３四半期） 自　2020年12月１日

至　2021年２月28日

 

 

2021年４月14日

中国財務局長に提出。

      

(4) 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19号第２項第９号の

２（株主総会における議決権行使の結果）

 2020年８月31日

中国財務局長に提出。

     

(5) 有価証券届出書

（組込方式）及び

その添付書類

 

公募による新株式の発行及び自己株式の処分に係る有価証

券届出書

 

第三者割当による新株式の発行に係る有価証券届出書

 

 2020年10月29日

中国財務局長に提出。

 

2020年10月29日

中国財務局長に提出。

     

(6) 訂正有価証券届出書

（組込方式）

2020年10月29日提出の有価証券届出書（組込方式）（公募

による新株式の発行及び自己株式の処分に係る有価証券届

出書）に係る訂正届出書

2020年10月29日提出の有価証券届出書（組込方式）（第三

者割当による新株式の発行に係る有価証券届出書）に係る

訂正届出書

 2020年11月９日

中国財務局長に提出。

 

2020年11月９日

中国財務局長に提出。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 

 

2021年８月27日

Ｅ・Ｊホールディングス株式会社

取締役会　御中
 

有限責任 あずさ監査法人

大阪事務所

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 神　　田　　正　　史　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 齊　　藤　　幸　　治　　㊞

 

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられているＥ・Ｊホールディングス株式会社の2020年６月１日から2021年５月31日までの連

結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結

株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、Ｅ・Ｊホールディングス株式会社及び連結子会社の2021年５月31日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。
 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい

る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立して

おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎と

なる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門

家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対す

る監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して

個別に意見を表明するものではない。
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個別法による未成業務支出金の計上額の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
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　Ｅ・Ｊホールディングス株式会社の連結貸借対

照表において、未成業務支出金は3,214百万円計

上されており、総資産の8.5％を占めている。こ

のうち、主要な連結子会社である株式会社エイト

日本技術開発及び株式会社近代設計（以下、「主

要子会社」という。）の未成業務支出金の合計金

額は2,592百万円と連結貸借対照表に計上されて

いる未成業務支出金の80.6％を占めている。

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項） 4.(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法②たな卸資産に記載のとおり、未成業務支出金

は連結貸借対照表価額の算定のための方法として

個別法を採用しており、主要子会社では、個々の

契約案件ごとに発生した原価を集計し、決算日時

点で業務履行が完了した契約案件の発生原価の合

計額が完成業務原価として計上され、業務履行が

完了していない契約案件の発生原価の合計額が未

成業務支出金として計上されている。

未成業務支出金の計上にあたっては、以下の理

由から契約案件ごとの経費の集計を誤る可能性が

相対的に高いと判断している。

●　主要子会社が行う総合建設コンサルタント事

業は、主として国土交通省等の中央省庁及び

地方自治体向けに業務を提供しており、発生

する原価は直接労務費と外注費が大半を占め

ている。このような国土交通省等の中央省庁

及び地方自治体向けの契約については納期が

年度末に集中するため下半期に作業が偏重

し、複数の契約に係る作業が並行して進行す

ることで、契約案件ごとの作業時間の登録誤

りや外注費の計上誤りが生じる可能性があ

る。

●　個々の契約で履行する業務は個別性が強く、

業務の仕様や複雑性、当初想定していなかっ

た事象の発生及び従業員の業務経験等を要因

として契約案件ごとの実行予算書の策定やそ

の見直しの時期・要否の判断にばらつきが出

やすいため、実行予算の分析による未成業務

支出金の発生状況のモニタリングが機能しに

くいという性質がある。

以上から、当監査法人は、主要子会社の個別法

による未成業務支出金の計上額の妥当性が、当連

結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要

であり、「監査上の主要な検討事項」に該当する

と判断した。

 

　当監査法人は、主要子会社における未成業務支

出金の計上額の妥当性を検証するため、主に以下

の監査手続を実施した。

 

(1) 内部統制の評価

外注費の計上及び原価計算プロセスに関連する

内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。

評価にあたっては、特に以下に焦点を当てた。

●　従業員の契約案件ごとの作業時間登録状況を

所属部門の技術責任者がモニタリングする統

制

●　適切な契約案件の業務に係る外注業者に発注

が行われていることを所属部門の技術責任者

及び所属支社の経理責任者が確認する統制

●　外注業務の成果物が適切に検収・納品されて

いることを所属部門の技術責任者が確認し、

適切な契約案件に計上されていることを所属

支社の経理責任者が確認する統制

 

(2) 未成業務支出金計上額の妥当性の検討

主な発生原価である直接労務費及び外注費が契

約案件ごとに正しく集計されているか否かを検討

するため、工期の進捗状況と原価の発生状況の比

較等を踏まえて不適切な原価集計の可能性がある

として抽出した取引について、以下を含む監査手

続を実施した。

●　契約案件ごとに策定している実行予算書の従

業員ごとの作業予定時間数と実績時間数を比

較し、乖離が大きい契約案件について各プロ

ジェクト責任者への質問及び関連資料の閲覧

を実施した。

●　契約案件ごとに策定している実行予算書の外

注業務ごとの見積額と実績額を比較し、乖離

が大きい契約案件について各プロジェクト責

任者への質問及び関連資料の閲覧を実施し

た。

●　外注業者からの請書及び納品書を入手し、該

当する契約案件の業務に関連する内容である

ことを確認した。

●　未払計上されている外注費のうち、一定の基

準に基づき抽出した外注業者に対して残高の

照会を行い、帳簿残高と一致しているか否か

を照合した。

●　当初に策定した実行予算書と直近の実行予算

書を比較し、直接労務費及び外注費に変動が

ある場合には各プロジェクト責任者への質問

及び関連資料の閲覧を実施した。
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●　直接労務費や外注費が計上されている契約案

件から他の契約案件に発生した直接労務費や

外注費が振り替えされている場合、実行予算

書等にてらし適切な理由で振り替えがなされ

ているのかどうか確認した。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸

表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務

諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ

る。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい

て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視

することにある。
 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連

結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ

り、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場

合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応

した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表

明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内

部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積

りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不

確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合

は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す

る連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明するこ

とが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将

来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並

びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切

な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任が

ある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識

別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他

の事項について報告を行う。
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監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を

遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去

又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に

重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただ

し、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書にお

いて報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告

すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、Ｅ・Ｊホール

ディングス株式会社の2021年５月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、Ｅ・Ｊホールディングス株式会社が2021年５月31日現在の財務報告に係る内部統制は

有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な

点において適正に表示しているものと認める。
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監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に

準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、

「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に

関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の

責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断

している。
 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認め

られる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することに

ある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することに

ある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができ

ない可能性がある。
 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書

に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す

る。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査

手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響

の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全

体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手

する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人

は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監

査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準

で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を

遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去

又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。
 

以　上

※１　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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 独立監査人の監査報告書 

 

 

2021年８月27日

Ｅ・Ｊホールディングス株式会社

取締役会　御中
 

有限責任 あずさ監査法人

大阪事務所

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 神　　田　　正　　史　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 齊　　藤　　幸　　治　　㊞

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられているＥ・Ｊホールディングス株式会社の2020年６月１日から2021年５月31日までの第

14期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方

針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、Ｅ・Ｊホールディングス株式会社の2021年５月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する

事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当

監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と

してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として

特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施

過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を

表明するものではない。

　当監査法人は、監査報告書において報告すべき監査上の主要な検討事項はないと判断している。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企

業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視

することにある。

財務諸表監査における監査人の責任
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監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸

表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別

に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性

があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応

した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表

明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、

リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統

制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積

りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査

証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実

性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、

監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸

表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に

より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務

諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識

別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他

の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を

遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去

又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であ

ると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等

により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告す

ることにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでな

いと判断した場合は、当該事項を記載しない。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
※１　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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