
 
 

 
平成 29年 1月 10日 

各 位 

株式会社 ＦＣホールディングス 

代表取締役社長 福 島 宏 治 

（ＪＡＳＤＡＱ 証券コード：６５４２） 

問合せ先  事業管理室長 立石 亮祐 

（事務取扱責任者  石井  康彦  TEL．092-412-8300） 

 

子会社の現物配当による孫会社の異動（組織再編）に関するお知らせ 

 
当社の完全子会社である株式会社福山コンサルタントは、平成 29 年１月 10 日開催の取締役会およ

び臨時株主総会におきまして、同社保有の子会社株式を当社へ現物配当することを決議しました。こ

れにより、当社は孫会社の株式を取得することとなり、孫会社の異動が生じますので、下記のとおり

お知らせいたします。 

 

記 
 

１．現物配当の理由 

 当社グループは、一体的かつ機動的な経営による企業価値の継続的向上を目指して、平成 29 年１月

４日に持株会社体制に移行しました。その取り組みの一環として、ガバナンス体制の強化並びに経営

の効率化等を目的として、株式会社福山コンサルタントが保有する子会社株式を当社へ現物配当する

ことを決議しました。これにより、当社は孫会社株式を取得することとなり、孫会社の異動が生じま

す。 

 

２．株式会社福山コンサルタントの剰余金の処分について 

株式会社福山コンサルタントは、その他利益剰余金を原資として、剰余金の配当（現物配当）を実

施します。 

（１）当社に対する配当財産の種類 

  会社名 株数 持株比率 帳簿価額 

株式会社環境防災 2,000 株 100.00% 131,850,000 円 

株式会社ＨＭＢ 200株 100.00% 1 円 

福山ビジネスネットワーク株式会社 600株 100.00% 30,000,000円 

（２）当社に対する配当財産の割当てに関する事項 

現物配当の効力発生時点においてすべての株式会社福山コンサルタント株式の発行済株式を有す

る当社に対して、配当財産の全てを割り当てます。 

（３）当該剰余金の配当が効力を生ずる日 

  平成 29 年１月 10 日 

 

３．現物配当する会社の概要 

名称 株式会社福山コンサルタント 

所在地 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番 18号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 福島宏治 

事業内容 建設コンサルタント事業 

資本金 589,125,000 円 

設立年月日 昭和 38年 11月６日 



純資産 3,114,342,586円 

総資産 4,421,218,313円 

大株主および持株比率 株式会社ＦＣホールディングス  100.00% 

上場会社と当該会社の関係 資本関係 当社は同社株式を 100.00%保有する親

会社に該当します。 

人的関係 当社代表取締役社長福島宏治が同社代

表取締役社長を、当社取締役中村宏が

同社取締役専務執行役員を、当社取締

役山根公八が同社取締役常務執行役員

を、当社取締役（監査等委員）池辺孝

博が同社監査役を兼務しております。 

 また同社取締役立石亮祐が当社事業

管理室長を兼務しております。 

取引関係 当社は同社に対し経営指導等の業務を

行っております。 

関連当事者への該当状況 当社は同社の親会社として関連当事者

に該当します。 

 

４．異動する孫会社の概要 

（１）株式会社環境防災 

名称 株式会社環境防災 

所在地 徳島県徳島市鮎喰町一丁目 57 番地 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 丸山 泉 

事業内容 建設コンサルタント事業 

資本金 50,000,000円 

設立年月日 昭和 39年８月１日 

大株主および持株比率 株式会社福山コンサルタント  100.00% 

上場会社と当該会社の関係 資本関係 当社は同社株式を間接的に 100.00%保有

する親会社に該当します。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 当社は同社に対し経営指導等の業務を

行っております。 

関連当事者への該当状況 当社は同社の親会社として関連当事者

に該当します。 

当該会社の最近３年間の経営成績および財政状態 

決算期 平成 26年５月 平成 27年５月 平成 28年５月 

純資産 269,030 326,955 346,479 

総資産 586,033 626,090 608,697 

1 株当たり純資産（円） 134,515 163,477 173,239 

売上高 643,653 714,426 727,684 

営業利益 42,278 63,927 55,737 

経常利益 42,133 63,965 55,304 

当期純利益 32,428 67,925 33,523 

１株当たり純利益（円） 16,214 33,962 16,761 

１株当たり配当金（円） 5,000 7,000 5,500 

（単位：千円。特記しているものを除く。） 

 

 

 



（２）株式会社ＨＭＢ 

名称 株式会社ＨＭＢ 

所在地 東京都文京区後楽二丁目 3番 21 号 

代表者の役職・氏名 代表取締役 丸山 泉 

事業内容 建設コンサルタント事業 

資本金 10,000,000円 

設立年月日 平成 23年１月 21日 

大株主および持株比率 株式会社福山コンサルタント  100.00% 

上場会社と当該会社の関係 資本関係 当社は同社株式を間接的に 100.00%保有

する親会社に該当します。 

人的関係 当社取締役山根公八が同社取締役を兼

務しております。 

取引関係 当社は同社に対し経営指導等の業務を

行っております。 

関連当事者への該当状況 当社は同社の親会社として関連当事者

に該当します。 

当該会社の最近３年間の経営成績および財政状態 

決算期 平成 26年３月 平成 27年３月 平成 28年３月 

純資産 1,948 △2,180 △1,393 

総資産 11,434 17,390 17,975 

1 株当たり純資産（円） 9,742 △10,902 △6,965 

売上高 ― ― 6,188 

営業利益 △1,660 △2,131 693 

経常利益 △1,710 △2,278 968 

当期純利益 △6,628 △4,129 787 

１株当たり純利益（円） △33,140 △20,645 30,940 

１株当たり配当金（円） ― ― ― 

（単位：千円。特記しているものを除く。） 

 

（３）福山ビジネスネットワーク株式会社 

名称 福山ビジネスネットワーク株式会社 

所在地 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番 18号 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 立石 亮祐 

事業内容 管理業務代行 

資本金 30,000,000円 

設立年月日 平成 28年３月１日 

大株主および持株比率 株式会社福山コンサルタント  100.00% 

上場会社と当該会社の関係 資本関係 当社は同社株式を間接的に 100.00%保有

する親会社に該当します。 

人的関係 当社取締役（監査等委員）池辺孝博が同

社監査役を兼務しております。 

 また同社代表取締役社長立石亮祐が

当社事業管理室長を兼務しております。 

取引関係 当社は同社に対し経営指導等の業務を

行っております。また当社は同社に管理

業務委託等を行っております。 

関連当事者への該当状況 当社は同社の親会社として関連当事者

に該当します。 

当該会社の最近３年間の経営成績および財政状態 



決算期 平成 28年 6 月 

純資産 29,530 

総資産 30,985 

1 株当たり純資産（円） 49,218 

売上高 ― 

営業利益 △391 

経常利益 △391 

当期純利益 △469 

１株当たり純利益（円） △781 

１株当たり配当金（円） ― 

（単位：千円。特記しているものを除く。） 

（注）福山ビジネスネットワーク㈱は平成 28年３月 1日付けで設立した㈱福山コンサルタントの 100%子会社です。 

 

５.スケジュール 

株式会社福山コンサルタント取締役会決議 平成 29年１月 10日（火） 

株式会社福山コンサルタント臨時株主総会 平成 29年１月 10日（火） 

効力発生日（現物配当） 平成 29年１月 10日（火） 

 

６．今後の見通し 

本件は、当社グループ内の取引であり、当社および連結の純資産に変更を生じさせるものではなく、

業績に与える影響はありません。 

以 上 


	（ＪＡＳＤＡＱ　証券コード：６５４２）

