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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】

連結経営指標等

回次
第７期

第１四半期連結
累計期間

第８期
第１四半期連結

累計期間
第７期

会計期間
自　平成25年６月１日
至　平成25年８月31日

自　平成26年６月１日
至　平成26年８月31日

自　平成25年６月１日
至　平成26年５月31日

売上高 （百万円） 1,418 1,733 22,147

経常損失（△）又は経常利益 （百万円） △875 △818 1,986

四半期純損失（△）又は当期純

利益
（百万円） △920 △683 1,703

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △984 △661 1,769

純資産額 （百万円） 10,216 12,349 13,072

総資産額 （百万円） 17,456 19,742 21,664

１株当たり四半期純損失（△）

又は１株当たり当期純利益
（円） △164.12 △119.39 300.33

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 58.2 62.3 60.1

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　当連結グループの主要事業である総合建設コンサルタント事業においては、第４四半期連結会計期間に完成

する業務割合が大きいため、各四半期連結会計期間の業績に季節的変動があります。

４　「潜在株式調整後１株当たり四半期（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【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等はありま

せん。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

当第１四半期連結累計期間における世界経済は、米国を中心に先進国で景気の底堅さが見られたものの、中国、

インドなど新興国経済の成長鈍化に加え、ウクライナやイスラム圏での地政学的な政情不安など、海外においては

不透明要因が残る状況で推移いたしました。

わが国経済は、企業収益や雇用・生活状況などに改善傾向が見られるものの、消費税率引き上げに伴う駆け込み

需要の反動により弱含みで推移いたしました。そうした中、６月に政府が「新・成長戦略（日本再興戦略―改訂

2014）」を発表し、コーポレート・ガバナンスや立地競争力の強化、法人税率の引き下げ、女性の活躍推進などの

施策を示し、「骨太の方針」では将来の人口減少問題に取り組み、地域経済の活性化方針も明記され、日本の構造

改革の方向が示されました。

しかしながら、近年の異常気象から各地で災害が発生しており、８月には広島市において同時多発の土砂災害に

より大きな被害が発生するなど、防災・避難対策等の整備のあり方等が緊急な課題として浮上しております。

建設コンサルタント業界の経営環境は、東日本大震災に関する復興需要、迫りくる巨大地震や自然災害に対する

防災・減災対策、老朽化インフラ施設の調査・点検・対策検討などの公共事業投資が比較的堅調に推移しておりま

すが、逼迫した財政状況、人手不足や技術の継承の課題とともに、原発事故に伴う放射能汚染問題や電力問題など

もあり、経営環境は不透明さを残した状況が続いております。

このような状況の中、当連結グループは、平成26年７月11日に公表しました「Ｅ・Ｊグループ第３次中期経営計

画」にもとづき「我が国第一級のインフラ・ソリューション・コンサルタント」として、信頼されるブランド力を

備えることを基本目標として、「グループ連携の強化」「戦略的事業への取り組み及び弱点地域の強化」「新たな

価値を創造する人材強化」「安定的な経営基盤の確立」という４つの基本方針のもと、新たな取組をスタートいた

しました。

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、海外コンサルティング分野に対しては、国内外において案件創出型の営業活動を積

極的に推進し、技術の高度化並びに総合化により顧客評価の向上に努め、高付加価値型業務の受注拡大に努めて参

りました。また、連結子会社の株式会社エイト日本技術開発の新潟事務所開設による弱点地域の受注シェアの拡大

や人材の育成にも努めているところであります。

さらに、当連結グループは、「インフラ・ソリューション・コンサルタントグループ」としての責務を果たすた

め、上記の他に、地方における農業や観光事業を考慮した新たな地域活性化事業にも積極的に対応しているところ

であります。

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、受注高80億87百万円（前年同期比96.8％）、売上高17億33百万

円（同 122.2％）となりました。一方、損益面においては、営業損失８億39百万円（前年同期は営業損失８億86百

万円）、経常損失８億18百万円（同 経常損失８億75百万円）となり、四半期純損失６億83百万円（同 四半期純損

失９億20百万円）となりました。これは、受注の大半が官公需という特性により、通常の営業の形態として、納期

が年度末に集中するため売上高が第４四半期連結会計期間に偏重する傾向にあること、固定費や販売費及び一般管

理費については月々ほぼ均等に発生することに起因しています。

なお、当連結グループは、強固な経営基盤の構築と新たなビジネスモデルの構築により、次なる成長を加速させ

てまいります。

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ので、セグメン

ト別の業績は記載しておりません。
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（２）財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ19億22百万円減少し、197億42百万円となり

ました。

流動資産は、前連結会計年度末と比べ19億74百万円減少し、122億30百万円となりました。これは主に、現金及

び預金が37億７百万円減少した一方で、たな卸資産が15億75百万円増加したことによるものであります。なお、当

連結グループの業務の特性として、業務の完成及び顧客からの入金が第４四半期連結会計期間に偏重する傾向にあ

ります。

固定資産は、前連結会計年度末と比べ52百万円増加し、75億11百万円となりました。これは主に、償却によりの

れんが24百万円減少した一方で、時価上昇により投資有価証券が37百万円増加したことによるものであります。

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ11億98百万円減少し、73億92百万円となりまし

た。これは主に、流動負債のその他に含まれている未払金が３億70百万円、未払費用が８億66百万円それぞれ減少

したことによるものであります。

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ７億23百万円減少し、123億49百万円となり

ました。これは主に、当第１四半期連結累計期間の四半期純損益が６億83百万円の損失計上となったことによるも

のであります。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において当連結グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

 

（４）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間における研究開発費用の総額は10百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当連結グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【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 29,000,000

計 29,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成26年８月31日）

提出日現在
発行数（株）

（平成26年10月15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 7,261,060 7,261,060
東京証券取引所

（市場第二部）

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 7,261,060 7,261,060 － －

 

（２）【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。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【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）

平成26年６月１日～

平成26年８月31日
－ 7,261,060 － 2,000 － 1,500

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず記載すること

ができませんので、直前の基準日である平成26年５月31日の株主名簿により記載しております。

 

①【発行済株式】

平成26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）

（自己保有株式）

普通株式   1,520,700
－ －

（相互保有株式）

普通株式      30,900
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式   5,681,700 56,817 －

単元未満株式 普通株式      27,760 － －

発行済株式総数            7,261,060 － －

総株主の議決権 － 56,817 －

（注）　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式60株及び株式会社エイト日本技術開発所有の相互保

有株式80株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成26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

（％）

（自己保有株式）      

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
1,520,700 － 1,520,700 20.94

（相互保有株式）      

株式会社エイト日本技術開発
岡山県岡山市北区

津島京町３－１－21
30,900 － 30,900 0.43

計 － 1,551,600 － 1,551,600 21.37

（注）　株式会社エイト日本技術開発所有の相互保有株式は、当第１四半期会計期間においてすべて売却しておりま

す。

 

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間において役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64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、平成26年６月１日から平成27年５月31日までの連

結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成26年６月１日から平成26年８月31日まで）及び第１四半期連結累計期間

（平成26年６月１日から平成26年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人に

より四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年５月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年８月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,341 6,633

受取手形及び売掛金 906 635

有価証券 135 115

たな卸資産 2,254 3,829

繰延税金資産 250 450

その他 321 569

貸倒引当金 △4 △2

流動資産合計 14,205 12,230

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,141 1,128

土地 2,249 2,249

その他（純額） 138 169

有形固定資産合計 3,529 3,547

無形固定資産   

のれん 394 369

その他 146 165

無形固定資産合計 540 535

投資その他の資産   

投資有価証券 1,953 1,991

固定化営業債権 13 13

投資不動産（純額） 368 368

繰延税金資産 34 31

退職給付に係る資産 8 9

その他 1,042 1,047

貸倒引当金 △32 △32

投資その他の資産合計 3,389 3,429

固定資産合計 7,459 7,511

資産合計 21,664 19,742
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年５月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年８月31日)

負債の部   

流動負債   

業務未払金 268 173

短期借入金 1,250 1,170

1年内返済予定の長期借入金 218 100

未払法人税等 142 44

未成業務受入金 2,769 2,814

賞与引当金 － 409

受注損失引当金 20 41

その他 2,010 738

流動負債合計 6,679 5,493

固定負債   

長期借入金 4 －

繰延税金負債 100 136

退職給付に係る負債 1,644 1,624

長期未払金 118 95

その他 43 41

固定負債合計 1,912 1,898

負債合計 8,591 7,392

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,000 2,000

資本剰余金 5,267 5,241

利益剰余金 9,434 8,658

自己株式 △4,020 △3,964

株主資本合計 12,680 11,935

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 300 329

退職給付に係る調整累計額 33 31

その他の包括利益累計額合計 334 361

少数株主持分 57 52

純資産合計 13,072 12,349

負債純資産合計 21,664 19,742
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年６月１日
　至　平成25年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年６月１日
　至　平成26年８月31日)

売上高 ※１ 1,418 ※１ 1,733

売上原価 1,186 1,368

売上総利益 231 364

販売費及び一般管理費 1,118 1,204

営業損失（△） △886 △839

営業外収益   

受取利息 8 8

受取配当金 3 6

不動産賃貸料 11 7

その他 5 10

営業外収益合計 28 33

営業外費用   

支払利息 5 2

不動産賃貸費用 5 4

その他 6 4

営業外費用合計 17 11

経常損失（△） △875 △818

特別損失   

投資有価証券評価損 － 3

減損損失 11 －

特別損失合計 11 3

税金等調整前四半期純損失（△） △887 △821

法人税、住民税及び事業税 42 37

法人税等調整額 △5 △170

法人税等合計 37 △132

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △925 △688

少数株主損失（△） △4 △5

四半期純損失（△） △920 △683
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年６月１日
　至　平成25年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年６月１日
　至　平成26年８月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △925 △688

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △58 28

退職給付に係る調整額 － △2

その他の包括利益合計 △58 26

四半期包括利益 △984 △661

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △979 △656

少数株主に係る四半期包括利益 △4 △5
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（平成24年５月17日　企業会計基準委員会　企業会計基準第26号。以下「退

職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（平成24年５月17日　企業会計基

準委員会　企業会計基準適用指針第25号。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項

本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職

給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基

準へ変更するとともに、割引率の決定方法についても、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数にもとづく

割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用す

る方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１

四半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金

に加減しております。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が６百万円増加し、利益剰余金が同額減

少しております。なお、当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与

える影響は軽微であります。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

１　保証債務

連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。

前連結会計年度
（平成26年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（平成26年８月31日）

－ －百万円 ㈱那賀ウッド 50百万円

計 －百万円 計 50百万円

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１　売上高の季節的変動

前第１四半期連結累計期間（自 平成25年６月１日 至 平成25年８月31日）及び当第１四半期連結累計

期間（自 平成26年６月１日 至 平成26年８月31日）

当連結グループの売上高は、通常の営業の形態として、第４四半期連結会計期間に完成する業務の割

合が大きいため、第３四半期連結会計期間までの各四半期連結会計期間の売上高と第４四半期連結会計

期間の売上高との間に著しい相違があり、業績に季節的変動があります。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費及びのれん償却額は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成25年６月１日
至 平成25年８月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成26年６月１日
至 平成26年８月31日）

減価償却費 54百万円 47百万円

のれん償却額 24百万円 24百万円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成25年６月１日　至　平成25年８月31日）

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 配当の原資

平成25年８月29日

定時株主総会
普通株式 44 8  平成25年５月31日  平成25年８月30日 利益剰余金

（注）　配当金の総額には、連結子会社が保有する当社株式に係る配当金は含んでおりません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成26年６月１日　至　平成26年８月31日）

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 配当の原資

平成26年８月28日

定時株主総会
普通株式 85 15  平成26年５月31日  平成26年８月29日 利益剰余金

（注）　配当金の総額には、連結子会社が保有する当社株式に係る配当金は含んでおりません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成25年６月１日　至　平成25年８月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自　平成26年６月１日　至　平成26年８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。

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成25年６月１日
至　平成25年８月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年６月１日
至　平成26年８月31日）

１株当たり四半期純損失（△） △164円12銭 △119円39銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失（△）（百万円） △920 △683

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純損失（△）（百万円） △920 △683

普通株式の期中平均株式数（株） 5,609,480 5,724,750

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半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【その他】

該当事項はありません。
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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。

 

EDINET提出書類

Ｅ・Ｊホールディングス株式会社(E05706)

四半期報告書

14/15



 
 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成26年10月14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

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 近　　藤　　康　　仁　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 青　　木　　靖　　英　　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「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平成26年６月１日から平成27年５月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成26年
６月１日から平成26年８月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年６月１日から平成26年８月31日まで）に係
る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記
について四半期レビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
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四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

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四半期連結財務諸表を
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。
 
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。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四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、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実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、Ｅ・Ｊホールディングス株式会社及び連結子会社の平成26年８月31日
現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項
がすべての重要な点において認められなかった。
 
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
 

(注) １　上記は四半期レビュー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(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。
２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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