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１．平成18年9月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年9月中間期 2,356 (△21.1) △764 ( 　 －) △758 ( 　 －)
17年9月中間期 2,986 (　　－) 127 (  　－) 132 (  　－)

18年3月期 6,225 249 259

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年9月中間期 △469 (　　　－) △19,253 34 － －
17年9月中間期 66 (  　　－) 2,792 12 2,720 71

18年3月期 121 5,059 48 4,973 02

（注）①持分法投資損益 18年9月中間期 － 17年9月中間期 － 18年3月期
－　　　　
　　　　

②期中平均株式数（連結） 18年9月中間期 24,374株 17年9月中間期 23,873株 18年3月期 24,098株
③会計処理の方法の変更 無
④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年9月中間期 1,957 1,010 51.6 41,384 27
17年9月中間期 2,425 1,539 63.5 63,322 94

18年3月期 2,629 1,538 58.5 63,137 62
（注）期末発行済株式数（連結） 18年9月中間期 24,374株 17年9月中間期 24,314株 18年3月期 24,374株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年9月中間期 △703 △149 △60 472
17年9月中間期 △98 △58 △75 1,354

18年3月期 50 △118 △132 1,386

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 1社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  
連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

 
 

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 6,290 20 △17
（参考）１株当たり予想当期純損失（通期）　697 円 46 銭
※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の8ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループ（当社及び当社の子会社）は、日本ＥＲＩ株式会社（当社）および日本住宅ワランティ株式会社（子会社）

から構成されており、当社名にある通り建築物等に関する、Ｅvaluation（評価）　Ｒating（格付け）　Ｉnspection（検

査）を専門的第三者機関として実施しております。事業区分は、以下のようになります。

①確認検査事業（建築基準法に基づく建築物の確認検査※1）

②住宅性能評価事業（住宅の品質確保の促進等に関する法律（以下、「住宅品確法」という。）に基づく新築住宅及び既

存住宅の住宅性能評価※2）

③その他（住宅金融公庫融資住宅の審査・適合証明、超高層建築物の構造評定※3、共同住宅の音環境評価※4、土壌汚染調

査※5、建築物の型式認定※6、住宅型式性能認定※7、不動産取引等におけるデューディリジェンス（調査）やインスペク

ション（検査）また、子会社で行っている、瑕疵保証保険の取次ぎや建築資金支払い管理（すまいと事業）など）

 　 ※1　『指定確認検査機関（国土交通大臣第5号；平成12年3月10日指定取得）』

　　※2　『登録住宅性能評価機関（国土交通大臣第5号；平成18年3月1日登録）』

　　※3　『指定性能評価機関（国土交通大臣第10号；平成13年7月31日指定取得）』

　　※4　『登録試験機関（国土交通大臣第6号；平成18年3月1日登録）』

　　※5　『指定調査機関（環境大臣環2004-1-114；平成16年2月20日指定取得）』

　　※6　『指定認定機関（国土交通大臣第7号；平成17年3月31日指定取得）』

　　※7　『登録住宅型式性能認定等機関（国土交通大臣第7号；平成17年4月28日登録）』
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 ＜事業系統図＞

事業系統図は、以下のとおりであります。
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 (注) 1.建築基準法、住宅品確法に基づいて当社が組成する専門委員会であり、専門家や学識経験者がメンバーと

なっております。

 

＜関係会社の状況＞

名称 住所 資本金（千円） 主要な事業の内容
議決権の所有割合又

は被所有割合
関係内容

（連結子会社）

日本住宅ワランティ

株式会社

東京都港区 60,000 
瑕疵保証保険取次、

建築資金支払管理
91.7% 

当社の取締役が同社

の代表取締役を兼任

しております。また、

当社の従業員が同社

に出向しております。
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２．経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

　当社グループは、建築分野における専門的な第三者検査機関であり、第三者検査という事業の性格を強く意識した経営

の基本方針を以下の通り「７つの理念」として掲げております。

　理念1．消費者・事業者に公正かつ必要な情報を提供します。

　　　2．法令・規程を遵守し、第三者性・中立性を保ちます。

　　　3．最高水準の技術を提供して、技術の基準となります。

　　　4．ニーズをすべて引受け、迅速なサービスに努めます。

　　　5．全ての業務を自己執行する責任ある体制を築きます。

　　　6．可能な限りの情報を公開し、透明な会社となります。

　　　7．信頼され、社会的にも影響力のある会社になります。

　当社グループの中核業務の一つである建築確認検査業務は、平成11年の民間開放までは行政機関が専ら行ってきたもの

であり、もう一方の住宅性能評価業務も同12年、国の定めた性能表示基準に従い民間機関が担い手となってスタートした

法定業務であります。このような背景から当社グループは、行政と全く同様に公正さ・中立性を先ず確保するとともに、

デューディリジェンス業務など非法定業務も含めて民間らしい優れた技術力と顧客対応能力を発揮し、情報開示にも積極

的に取り組むことで幅広い信頼を獲得し、ＥＲＩブランドを確立することを目指しております。

　当社グループが手がける業務はまだスタートして日が浅く、広大な未開拓の市場がまだ残されております。当社グルー

プはこの目標を実現するため、①全国一律のサービスを可能とするサービスネットワーク体制の整備、②サービスメニュー

の多様化を推進し、さらに業績を伸ばすことを基本方針としております。

(2) 会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主への利益還元を経営の重要な課題ととらえておりますが、配当政策については企業体質の強化と将来の事

業展開のために内部留保の充実を図るとともに、業績に応じた配当を継続的に行うことを基本方針としており、業績を勘

案しながら配当性向30％～40％を目処に株主への利益還元を行っていく所存であります。

　また、内部留保資金の使途については、業務体制を強化し競争力を高めるため有効に投資していく所存であります。

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、投資単位の引下げにより、投資家層の拡大を図り株式の流動性を高めることを資本政策上の重要な課題として

認識しております。そうした認識のもと平成17年1月24日開催の取締役会の決議に基づき、平成17年5月20日付で株式分割

(1:2)を実施いたしました。

　今後もより投資していただきやすい環境を整備するため、株価の状況を見極め、必要に応じ株式分割等を検討してまい

ります。

(4) 目標とする連結経営指標

　当社グループは、経営指標として「売上高」および「売上高経常利益率」を目標とする指標として重視しております。

これは、建築確認検査や評価、調査など民間機関による着実な拡大の続く市場において確実にマーケットシェアを獲得す

ると同時に、利益も重視した拡大を図るためであります。なお、売上高経常利益率については中期的に10%を目標としてお

ります。

(5) 中長期的な会社の経営戦略

　建築確認検査の民間化が進展し、また第三者機関による評価、検査ニーズが高まる中で、デューディリジェンスなどソ

リューション業務を含め、市場は拡大を続けておりますが、大都市圏を中心に競争も一層激化しております。その中で競

合に打ち勝ち安定的な成長を実現し着実に利益を確保していくため、具体的には次の３つの目標を掲げております。

　①２つの中核業務（「建築基準法」並びに「住宅品確法」に基づく指定機関業務）での全国サービスネットワーク確立

（平成18年9月末の全国24支店を1年後には28支店程度に拡充）

・全国展開している企業に対しては、一つの窓口から全国均質のサービスを提供することも可能であり、大きな利便

性を提供できます。
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・民間機関への建築確認検査の移行が遅れている地域へ拠点を設けることにより、建築確認検査の顧客基盤の拡大や

第三者検査の浸透を図ります。

②中核業務に関連する、顧客・消費者向けソリューション事業の構築・強化

・第三者検査、評価へのニーズは高まっており、当社グループの強みを活かしながら不動産の証券化関連のデューデ

リジェンス、エスクロー関連事業などの拡大を図ります。

・耐震・防災への取り組みを強化します。具体的には、防災評定業務、耐震改修促進法に基づく判定業務を開始し、

社会的要請に対応する体制を構築します。

・顧客へのサービスメニューを多様化するとともに建築確認検査、住宅性能評価に次ぐ第三の主要業務との位置づけ

で注力いたします。

③消費者や申請者から指名される会社となる…「ＥＲＩブランド」の確立による差別化

・業務遂行において業務品質の向上に努めることにより、公正、確実、迅速を徹底し、信頼を積み重ねてまいりま

す。

・確認検査機関としての強みを活かすなど、ソリューション能力を向上させます。

(6) 会社の対処すべき課題

①業務の拡大のため優秀な人材、資格者の確保が必須であり、確認検査員、評価員の確保に努めるとともに社内での教

育・養成に努めます。特に確認検査員については、214名（平成18年9月30日現在）と業界随一の陣容を擁しております

が、サービスの一層の向上、体制整備のため、社内研修等を充実させ、確認検査員として登録される建築基準適合判定

資格者検定合格者の確保に注力します。また、評価員が確認検査員の資格を取得し、逆に確認検査員が評価員の資格を

取得することにより技術者のマルチタスク化を図って、顧客への行き届いたサービス及びワンストップサービスの徹底

を図ります。

②周辺サービスの拡充については、平成17年4月より防災評定、型式適合認定、同7月より耐震改修促進法に基づく判定

業務を開始しており、新規事業の拡大により住宅の検査に関しあらゆるサービスを当社１社で総合的に提供する「ワン

ストップサービス」体制をより強固なものとし、顧客の利便性を一層高めることとします。

　防災評定とは、火災時に建物とその利用者の安全を確保することを目的とする、建築物の安全性の評価のことで、不

特定多数が利用する大規模建築物等について、建築基準法で作成を求められる避難と耐火の安全性の計画を評価いたし

ます。型式適合認定とは、標準的な仕様書で繰返し建設される住宅などの型式について、一定の建築基準に適合してい

ることを予め審査し、認定するものです。型式適合認定を受けていれば、個々の建築確認の審査が簡略化されるという

利点があります。耐震改修促進法に基づく判定業務とは、耐震改修計画の技術評定に関する専門機関として、耐震改修

計画の内容の適確性について判定するものです。この判定に基づき耐震改修計画が自治体より認定されると、補助金や

金融面での利点があります。平成17年7月に、民間企業としてはじめて「建築物の耐震改修計画の技術評定に係る専門機

関」としての協定を東京都と締結し、業務を開始しました。

③住宅性能表示制度は普及・浸透してきてはおりますが、その普及度にはなお上昇の余地が大きく、木造在来工法への

普及推進や未実施デベロッパーへの営業強化など、フロンティアの開拓を行ってまいります。

　併せて、耐震診断など社会的要請の強い業務への取り組みを強化します。

　

　これらの取り組みに加え、提供するサービスの質の向上に努め、信頼を積み重ねることにより、「ＥＲＩブランド」

を確立し、消費者や申請者から指名される会社となることを目指します。

(7) 親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

(8) その他、会社の経営上の重要な事項

　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

(1) 経営成績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の継続的な高騰がみられながらも、好調な企業業績に支えられて

雇用環境の改善の傾向を示し、堅調に推移いたしました。

　新設住宅の着工戸数は、当中間連結会計期間の実績が66万戸と前年度に引き続き緩やかに増加を示しました。

　このような環境下で当社グループは、第二の発展ステージに向けて、平成17年度に引き続きテーマを「社会的ニーズの

引受の推進とERIブランドの確立」及び「耐震・防災への取り組み強化」と定め、次のような施策を推し進めてまいりまし

た。

　耐震・防災への取り組み強化として、平成17年7月に東京都と契約を締結し、耐震改修促進法の判定業務に参入しまし

た。また、平成17年7月には初の民間企業として製造者認証業務(建築基準法・住宅品確法)を開始し、建築物及び住宅の型

式認定・認証に係る業務を住宅事業者に川上から川下に亘ってワンストップで提供できるようになるとともに、民間なら

ではのサービスを提供することにより、業界全体の品質の向上に努めてまいります。

　支店網の整備・拡張においては、平成18年6月につくば支店を新たに開設したました。この結果、平成18年9月末におけ

る全国の支店網は24を数えるまでになりました。また、下期においては、大分支店、新潟支店、長崎支店の開設を予定し

ております。

　これにより、当社グループの主力事業である建築基準法に基づく建築物の確認検査業務と住宅品確法に基づく住宅性能

評価業務における顧客の利便性を高めて行くとともに、建築の検査・評価に係る「ワンストップサービス」を全国で提供

できる唯一の機関として、他機関との差別化を追求してまいります。

　当社は、耐震偽装事件に関連して平成18年5月29日に建築基準法により、行政処分を通知されました。その内容は、平成

18年6月13日から平成18年9月12日までの3ヶ月間、500平方メートルを超える建築物の確認検査について、確認検査にかか

る契約を新たに締結する行為、既に締結した契約の変更により確認検査の業務を追加する行為および業務の停止期間満了

後にこれらの行為を実施する為の見積り、交渉等の行為を禁止するものです。当社は、建築基準法令に則り十分な注意を

払って建築確認業務検査を実行したもので、審査のプロセスにおいて法令違反や故意または重大な過失は無いものと認識

していますが、結果として建築基準法令に定める構造基準に適合しない建築物を現出させたことは、当社の業務に改善の

余地が有るものとして真摯に受け止めております。こうした観点から、業務の改善を図るべく、審査体制の増強、審査マ

ニュアルの改訂、審査方法の改善、審査能力向上研修の強化、業務監査の強化、監視委員会への報告といった施策を実施

しております。

　これらの結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高は前年同期比21.1％減少し2,356百万円となり、営業損失は764百

万円、経常損失は758百万円、中間純損失は469百万円となりました。

　事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。

　確認検査事業

　行政処分の影響により、売上高は前年同期比24.6％減少し1,398百万円となりました。

　なお、確認検査業務におきましては、有資格者（確認検査員）の量的確保が業務拡大の鍵となり、従業員の資格取得を

積極的に支援し、かつ、外部からの有資格者採用にも努めて参りました。これらが奏功し、確認検査員は当中間連結会計

期間中に49人増加し、214人となりました。また、構造審査要員の充実を図ることから、当中間連結会計期間中に11人増加

し、56人となりました。

　住宅性能評価事業

　行政処分の対象外の分野については堅調に推移しましたが、前年同期比4.2％減少し634百万円になりました。

　その他事業 

　行政処分の影響が、構造評定業務、デューディリジェンス業務に波及したことにより、売上高は前年同期比31.1％減少

し323百万円となりました。

(2) 財政状態

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度に比べ913百万円減少し472百万円となり

ました。

当中間連結会計期間末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）

　当中間連結会計期間の営業活動による資金は、前年同期に比べ605百万円（前年同期は98百万円の資金支出）支出が増加

し、703百万円の支出となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失758百万円の計上及び法人税等の支払110百万円、
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売掛金の減少200百万円があったこと等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間の投資活動による資金は、前年同期に比べ90百万円（前年同期は58百万円の資金支出）支出が増加

し、149百万円の支出となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出113百万円、差入保証金の支出 21百万円

によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間の財務活動による資金は、前年同期に比べ14百万円（前年同期は75百万円の資金支出）支出が減少

し、60百万円の支出となりました。これは、配当金の支払 60百万円によるものです。　

　当社グループのキャッシュ・フロー指標は下記の通りであります。

 

平成18年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期

中間 期末 中間

自己資本比率(%) 63.5 58.5 51.6

時価ベースの自己資本比率(%) 520.2 307.6 344.9

債務償還年数(年) - - -

インタレスト・カバレッジ・レシオ △166.3 61.5 △1,642.1

(3) 通期の業績見通し

　地域マーケットに特化した同業機関との競争など、当社グループを取り巻く環境には厳しいものもありますが、建築物

第三者検査に対する社会的関心や必要性は高まっており、確認検査業務ならびに住宅性能評価業務ともに市場は大きな広

がりをみせようとしています。

　確認検査については、構造審査をともなう手数料の価格改定等により売上高4,095百万円を見込んでおります。

　住宅性能評価業務については、行政処分の対象外の分野について堅調に推移しており、売上高1,397百万円を見込んでお

ります。

　構造評定業務、デューディリジェンス業務については、信頼回復に努めていきます。

　　これらの結果、売上高は6,290百万円（前年同期比1.0％増）、経常利益は20百万円（同比92.2％減）、当期純損失は

17百万円（前期は121百万円の当期純利益）を見込んでおります。

(4) 事業等のリスク

　当社の事業その他に関するリスクとして投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる事項には以下の

ようなものがあります。

　なお、文中における将来に関する事項は、現時点（平成18年11月14日）において当社が判断したものであります。

　①法的規制について

　当社の主力業務は確認検査業務、住宅性能評価業務であり、それぞれ「建築基準法」「住宅品確法」に基づく国土交通

大臣の指定機関として事業展開を行っております。指定機関は、高い技術力、専門性、公正中立性に加え、建築主・設計

者・施工者等と利害のない第三者性が必要であることから、様々な法的規制を受けております。これらの法的規制に当社

が抵触した場合には、指定が取消され、あるいは更新されず、若しくは業務停止処分を受ける可能性があり、当社の事業

活動に支障をきたすとともに業績に重大な影響を及ぼすこととなります。

　②競合状況について

　指定確認検査機関は125機関（平成18年9月30日現在）ありますが、その多くは所在都道府県及び隣接県を業務区域とす

る地域密着型機関か、業務区域が全国でも地方支店網を持たない機関となっております。当社は、平成14年4月に日本全域

（一部島嶼部を除く）を業務区域として対応可能な支店網を整備した唯一の指定確認検査機関となっております。なお、

確認検査員数（214名 平成18年9月30日現在）や確認検査の実績件数においても当社が最大手となっております。しかしな

がら、地域密着型機関との競争が激しいこと、建築基準適合判定資格者検定に合格した確認検査員を確保・育成する必要

があることなどから、将来にわたって当社が指定確認検査機関における最大手の地位を維持できるとは限りません。

　また、登録住宅性能評価機関は105機関（平成18年3月1日現在）ありますが、指定確認検査機関と同様に地域密着型機関

が大半を占めております。その中で当社は日本全域を業務区域として対応可能な支店網を整備した唯一の指定住宅性能評
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価機関となっております。住宅性能評価機関等連絡協議会の調査によると、平成17年度の業界シェア（設計評価戸数）は、

当社を含めた上位5機関で57%、上位10機関で74%など寡占状態となっております。当社は、平成17年度の実績戸数で戸建住

宅が3位、共同住宅が2位となっておりますが、戸建住宅、共同住宅それぞれの分野で大手住宅供給会社との取引拡大を巡

る競争が激化していることもあり、将来とも当社が住宅性能評価機関における高い地位を維持できるとは限りません。

　③人材の確保について

　当社の業務は、それを遂行する社員が高度な技術力を保持していることはもちろん、「確認検査員」「評価員」等　法

律によって必要とされる資格を持つことが必須であります。こういった優秀な人材を確保することが、当社における最も

重要な課題のひとつと認識しております。

　確認検査員の確保につきまして、限定された地域において確認検査業務を行う場合は多数の確認検査員の確保を要しま

せんが、当社のように全国展開等広域にわたって同業務を行う場合においては、確認検査員の確保が必須となります。万

が一、その確保が十分でない場合は、確認検査業務の遂行に支障を来すこととなります。

　住宅性能評価業務におきましては、原則として設計住宅性能評価を正社員である評価員が行い、建設住宅性能評価につ

いては委託評価員をも併用することとしております。これは技術水準を保つための自社執行体制を維持しつつ、効率的な

人員体制による運用を図るためであります。確認検査業務と同様、全国展開を図る当社にとりましては評価員の確保が必

須であり、万が一、その確保が十分でない場合は、住宅性能評価業務の遂行に支障を来すこととなります。　 

　④業績の季節変動について　

　当社の業績が上期と下期で大きく変動するのは、建築物の竣工案件の季節的な偏在によることが大きな要因の一つとなっ

ております。当社では、竣工時の現場検査収入（確認検査業務のうち完了検査、住宅性能評価業務のうち建設住宅性能評

価）が売上の約半分を占めることから、建築物の竣工が多い2月、3月、9月及び12月に売上が集中する傾向があり、かつ、

例年上半期に多くの従業員を採用しており、経費が嵩む傾向があります。したがって、売上及び利益ともに下半期に片寄

る収益構造となっております。

　

　⑤行政不服審査法に基づく審査請求について

　審査請求とは、行政不服審査法に規定されている権利の一形態で、行政処分に対して不服がある場合、一定期間内にそ

の取消を求めることができる制度です。当社業務の内、確認検査業務については従来行政が行っていた業務であり、その

処分としての建築確認は同法に基づく審査請求の対象となるものであります。民間開放により当社のような民間確認検査

機関が行う建築確認に対しても同法が適用されることとなります。

　従いまして、当社が行った建築確認について、その処分を不服とする近隣住民から審査請求を受け、事案が問題化し訴

訟に発展した場合など、当社が行った建築確認が適正であるか否かを問わず、また、全く根拠のない誤認による審査請求

であった場合でも、公正中立な専門的第三者機関としての当社の信用に影響を及ぼす可能性があります。

　なお、当社では、業務遂行により発生する損害に備え、「建築確認検査機関・住宅性能評価機関賠償責任保険」に加入

することにより担保しております。

　⑥みなし公務員規定について

　確認検査業務及び住宅性能評価業務が極めて公共的な性格を持つ業務であるため、建築基準法及び住宅品確法において、

指定機関、登録機関の役職員は業務で知り得た秘密を漏らしてはならない秘密保持義務を負っています。建築基準法の指

定期間として確認検査業務を行っておりますが、刑法等の適用においては公務員とみなす旨の規定があります。具体的に

は、万が一、当社役職員が確認検査業務及で知り得た秘密を外部へ漏らした場合、公務員と同様に罰せられることとなり、

刑法及びその他の罰則の適用についても公務員として罰せられることとなります。同様に、住宅品確法の登録機関として

住宅性能評価業務を行っておりますが、公共性の強い業務であることから、守秘義務等に反する場合の処罰について、別

途定められています。

　なお、当社の業務においては申請者が個人である場合、当然に個人情報を取り扱うこととなることから、個人情報保護

法に準じて情報管理並びに秘密保持を徹底いたしております。　

 ⑦制限業種（注）について

　当社の株主のうち制限業種に従事する者又は制限業種を営む法人（当該法人の役職員を含む）による保有割合（以下、

「制限業種による株式保有割合」という。）は以下の通りです（平成18年3月31日現在。集計に際しては、個人の株主で保

有株式数が11株以下(0.1%未満)は、非制限業種と見なしております。）。なお、制限業種に従事する者及び制限業種を営

む法人による株式保有割合が2/3を超える場合、並びに、制限業種に従事する一人の者又は制限業種を営む一つの法人に従

事する者の株式保有割合が1/2を超える場合は、確認検査業務及び住宅性能評価業務における国土交通大臣の機関指定が取

り消されることとなる可能性があります。当社では、株主名簿に記載された株主の属性を可能な範囲で確認・調査を行い、
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制限業種、非制限業種及び業種不明に区分した株式保有割合を今後とも継続的に開示してまいります。

 株主  株数（株）  シェア（%）

 制限業種 6,779 27.8

 非制限業種 17,595 72.2

合計 24,374 100.0

 （注）「制限業種」とは、次に掲げる業種（建築主事が建築確認・検査を行うこととなる国、都道府県又は建築主事を置

く市町村の建築物に係るもの及び建築主事を置かない市町村の建築物に係る工事監理業を除く。）をいいます。

・設計・工事監理業（工事請負契約事務、工事の指導監督、手続の代理等の業務及びコンサルタント業務を含　

む。ただし、建築物に関する調査、鑑定業務は除く。） 

・建設業（しゅんせつ工事業、造園工事業、さく井工事業等建築物又はその敷地に係るものではない業務を除

く。） 

・不動産業（土地・建物売買業、不動産代理・仲介業、不動産賃貸業及び不動産管理業を含む。） 

・建築材料・設備の製造、供給及び流通業

　なお、当社の役員において制限業種となる者は1名、監査役（非常勤）藤川明彦であります。

　役員のうち制限業種に従事する者又は制限業種を営む法人に所属する者の割合が原則として2/3以上となる場合は、確認

検査業務及び住宅性能評価業務における国土交通大臣の機関指定が取り消されることとなる可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  1,354,996   472,899   1,386,763   

２．売掛金  399,524   277,385   477,999   

３．たな卸資産  47,633   75,333   65,144   

４．繰延税金資産  －   422,415   －   

５．その他  143,331   67,422   175,394   

流動資産合計   1,945,487 80.2  1,315,456 67.2  2,105,302 80.1

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※1 39,091   42,315   35,242   

２．無形固定資産  68,769      82,926   

(1）ソフトウェア  －   161,794   －   

(2）その他  －   3,867   －   

計  －   165,661   －   

３．投資その他の資産           

(1）差入保証金  308,548   350,819   330,429   

(2）その他  63,825   83,093   75,442   

計  372,373   433,912   405,871   

固定資産合計   480,234 19.8  641,890 32.8  524,040 19.9

資産合計   2,425,722 100.0  1,957,346 100.0  2,629,342 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．未払金  102,345   96,196   129,106   

２．未払費用  247,268   314,517   345,754   

３．未払法人税等  54,761   23,276   123,776   

４．前受金  334,935   314,731   332,910   

５．その他  33,219   72,872   37,360   

流動負債合計   772,530 31.8  821,594 42.0  968,908 36.9

Ⅱ　固定負債           

１．退職給付引当金  48,575   50,048   44,955   

２．役員退職慰労引当金  63,279   75,198   74,024   

固定負債合計   111,854 4.6  125,246 6.4  118,979 4.5

負債合計   884,385 36.4  946,840 48.4  1,087,888 41.4

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   1,702 0.1  - -  2,538 0.1

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   834,700 34.4  - -  837,100 31.8

Ⅱ　資本剰余金   580,600 24.0  - -  583,000 22.2

Ⅲ　利益剰余金   124,334 5.1  -   118,816 4.5

資本合計   1,539,634 63.5  - -  1,538,916 58.5

負債、少数株主持分及
び資本合計

  2,425,722 100.0  - -  2,629,342 100.0

           

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 837,100 42.8 － －

２　資本剰余金  － － 583,000 29.8 － －

３　利益剰余金  － － △411,399 △21.0 － －

株主資本合計  － － 1,008,700 51.6 － －

Ⅱ　少数株主持分  － － 1,805 0.0 － －

純資産合計  － － 1,010,506 51.6 － －

負債純資産合計  － － 1,957,346 100.0 － －
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(2）中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 ※2  2,986,983 100.0  2,356,433 100.0  6,225,571 100.0

Ⅱ　売上原価   2,167,928 72.6  2,350,980 99.8  4,529,314 72.8

売上総利益   819,054 27.4  5,452 0.2  1,696,256 27.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  691,923 23.2  770,026 32.7  1,446,855 23.2

営業利益又は営業損
失（△）

  127,131 4.2  △764,573 △32.5  249,401 4.0

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  123   108   235   

２．補助金収入  1,405   666   4,373   

３．受取保険配当金  2,519   3,578   2,519   

４．保険解約返戻金  1,585   2,030   1,585   

５．受取手数料  －   －   1,720   

６．雑収入  234 5,867 0.2 158 6,542 0.3 317 10,750 0.2

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  593 593 0.0 428 428 0.0 815 815 0.0

経常利益又は経常損
失（△）

  132,405 4.4  △758,459 △32.2  259,336 4.2

税金等調整前中間
（当期）純利益又は
税金等調整前中間純
損失（△）

  132,405 4.4  △758,459 △32.2  259,336 4.2

法人税、住民税及び
事業税

 45,045   14,090   165,180   

法人税等調整額  21,989 67,034 2.2 △302,536 △288,446 △12.3 △24,825 140,354 2.2

少数株主損失   1,285 0.0  732 0.0  2,941 0.0

中間（当期）純利益
又は中間純損失
（△)

  66,656 2.2  △469,280 △19.9  121,923 2.0
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(3）中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）        

Ⅰ　資本剰余金期首残高   559,400  -  559,400

Ⅱ　資本剰余金増加高        

１．増資による新株の発行  21,200 21,200 - - 23,600 23,600

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期末）残
高

  580,600  -  583,000

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ　利益剰余金期首残高   202,847  -  202,847

Ⅱ　利益剰余金増加高        

１．中間（当期）純利益  66,656 66,656 - - 121,923 121,923

Ⅲ　利益剰余金減少高        

１．配当金  118,920  -  179,705  

２．役員賞与  26,250 145,170 - - 26,250 205,955

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）残
高

  124,334  -  118,816

        

－ 14 －



(4）中間連結株主資本等変動計算書

 　当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日　至 平成18年９月30日）

株主資本
少数株主持分 純資産合計 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
837,100 583,000 118,816 1,538,916 2,538 1,541,454

中間連結会計期間中の変動額

利益処分による利益配当　　　

（千円）
  △60,935 △60,935  △60,935

中間純損失（千円）   △469,280 △469,280  △469,280

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（千円）

    △732 △732

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
  △530,215 △530,215 △732 △530,948

平成18年９月30日　残高

（千円）
837,100 583,000 △411,399 1,008,700 1,805 1,010,506
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(5）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

１．税金等調整前中間（当期）純利益又は
税金等調整前中間純損失（△）　

 132,405 △758,459 259,336

２．減価償却費  27,073 36,986 53,810

３．退職給付引当金の増減額  △5,239 5,093 △8,860

４．役員退職慰労引当金の増減額  1,434 1,173 12,179

５．受取利息  △123 △108 △235

６．支払利息  593 428 815

７．売上債権の増減額  △13,665 200,613 △92,139

８．たな卸資産の増減額  △17,714 △10,188 △35,225

９．未払金の増減額  △67,081 △34,843 △40,540

10．未払費用の増減額  5,667 △31,237 104,153

11．前受金の増減額  79,843 △18,178 77,818

12．その他  △11,989 15,557 △1,425

小計  131,203 △593,162 329,687

14．利息及び配当金の受取額  123 108 235

15．利息の支払額  △593 △428 △815

16．役員賞与の支払額  △26,250 - △26,250

17．法人税等の支払額  △203,096 △110,274 △252,669

営業活動によるキャッシュ・フロー  △98,613 △703,757 50,187

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

１．有形固定資産の取得による支出  △7,036 △11,587 △9,117

２．無形固定資産の取得による支出  △30,178 △113,524 △62,430

３．差入保証金の支出  △23,059 △21,381 △48,256

４．差入保証金の回収による収入  3,949 991 7,265

５．その他  △2,340 △3,669 △6,009

投資活動によるキャッシュ・フロー  △58,665 △149,171 △118,550
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

１．短期借入れによる収入  305,000 190,000 425,000

２．短期借入金の返済による支出  △305,000 △190,000 △425,000

３．配当金の支払額  △117,755 △60,935 △179,705

４．株式発行による収入  42,400 － 47,200

　　財務活動によるキャッシュ・フロー  △75,355 △60,935 △132,505

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額  △232,633 △913,863 △200,867

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,587,630 1,386,763 1,587,630

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高

※ 1,354,996 472,899 1,386,763
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　１社

連結子会社の名称

日本住宅ワランティ株式会社

 

同左

 

 

 

同左

 

 

 

２．持分法の適用に関する事

項

該当事項はありません。 同左 同左

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

すべての連結子会社の中間期の末日

は、中間連結決算日と一致しており

ます。

同左 すべての連結子会社の事業年度の末

日は、連結決算日と一致しておりま

す。

４．会計処理基準に関する事

項

   

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

たな卸資産 

仕掛品 

個別法による原価法を採用してお

ります。 

たな卸資産 

仕掛品 

同左

たな卸資産

仕掛品

同左

 （追加情報）

確認検査業務については、金額的重

要性が増したことにより、当連結会

計年度末より仕掛品を計上しており

ます。これにより営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益はそ

れぞれ28,443千円増加しておりま

す。 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物　　　　　　10～15年 

工具器具備品　　５～20年 

イ　有形固定資産

同左

イ　有形固定資産

同左

ロ　無形固定資産

 定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づ

く定額法によっております。

ロ　無形固定資産

同左

ロ　無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基

準

イ　貸倒引当金

債権等の貸倒損失に備えるため、

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

性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。なお、当中

間連結会計期間においては該当

がないため計上しておりません。

イ　貸倒引当金

同左

イ　貸倒引当金

債権等の貸倒損失に備えるため、

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

性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。なお、当連

結会計年度においては該当がな

いため計上しておりません。

ロ　退職給付引当金

当社は従業員の退職給付に備え

るため、当中間連結会計期間末

における退職給付債務（簡便

法）に基づき計上しております。

ロ　退職給付引当金

同左

ロ　退職給付引当金

当社は従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務（簡便法）に

基づき計上しております。

ハ　役員退職慰労引当金

当社は役員の退職慰労金の支給

に備えるため、役員退職慰労金

規程に基づく中間期末要支給額

を計上しております。

ハ　役員退職慰労引当金

同左

ハ　役員退職慰労引当金

当社は役員の退職慰労金の支給

に備えるため、役員退職慰労金

規程に基づく期末要支給額を計

上しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(4）重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

同左 同左

(5）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項

消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

なお、当社は資産にかかる控除対

象外消費税等は当中間連結会計期

間の負担すべき期間費用として処

理しております。

消費税等の処理方法

同左

消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

なお、当社は資産にかかる控除対

象外消費税等は当連結会計年度の

負担すべき期間費用として処理し

ております。 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

手許現金、随時引出し可能な預金及

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ケ月以内に償

還期限の到来する短期投資からなっ

ております。

同左 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 （固定資産の減損に係る会計基準）

 当中間連結会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会、平成14年8

月9日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第6号、平成15年10月31

日）を適用しております。これによる

損益に与える影響はありません。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等）　　

 　当中間連結会計期間より「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準委員会　平成17

年12月9日　企業会計基準第5号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会　平成17年12月9日　企

業会計基準適用指針第8号）を適用し

ております。

　これによる損益に与える影響はあり

ません。

　なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は1,008,700千円であり

ます。

　中間連結財務諸表規則の改正により、

当中間連結会計期間における中間連結

貸借対照表の純資産の部については、

改正後の中間連結財務諸表規則により

作成しております。　

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

 当事業年度より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会、平成14年8月9

日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第6号、平成15年10月31日）を

適用しております。これによる損益に

与える影響はありません。

 （役員賞与に関する会計基準）

　当中間連結会計期間より「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準委

員会　平成17年11月29日　企業会計基

準第4号）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はあり

ません。

 

 

 （企業結合に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間から「企業結合に

係る会計基準」（企業会計審議会 平成

15年10月31日）及び「事業分離等に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月27日 企業会計基準第7号）並

びに「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」（企業会計

基準委員会 平成17年12月27日 企業会計

基準適用指針第10号）を適用しておりま

す。

　これによる損益に与える影響はありま

せん。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

  ──────

 

 （中間連結貸借対照表）

 前中間連結会計期間において流動資産の「その他」に表

示しておりました繰延税金資産及び無形固定資産に表示し

ておりましたソフトウェアは、総資産の100分の5を超えた

ため、当中間連結会計期間より区分掲記しております。な

お、前中間連結会計期間における流動資産の繰延税金資産

及びソフトウェアの金額は、それぞれ84,992千円及び

51,730千円であります。 
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

※1　有形固定資産の減価償却累計額 ※1　有形固定資産の減価償却累計額 ※1　有形固定資産の減価償却累計額

 13,507千円 25,885千円 19,438千円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※1　販売費及び一般管理費のうち、

主要な費目及び金額は次のとお

りであります。 

※1　販売費及び一般管理費のうち、

主要な費目及び金額は次のとお

りであります。 

※1　販売費及び一般管理費のうち、

主要な費目及び金額は次のとお

りであります。 

役員報酬  63,112千円

給与手当  219,086

退職給付費用 12,222

役員退職慰労引

当金繰入額

9,134

 

役員報酬 76,312千円

給与手当 263,254

退職給付費用  13,225

役員退職慰労引

当金繰入額 

10,599

役員報酬 135,037千円

給与手当  452,619

退職給付費用  6,253

役員退職慰労引

当金繰入額 

19,879

※2　当社グループの売上高（又は営

業費用）は、通常の営業の形態

として、上半期に比べ下半期に

建築物の竣工が多いため、連結

会計年度の上半期の売上高（又

は営業費用）と下半期の売上高

（又は営業費用）との間に著し

い相違があり、上半期と下半期

の業績に季節的変動がありま

す。 

※2　　　　　　同左 ※2　　　　　　―――

（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

（1）発行済株式に関する事項

前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株） 24,374 － － 24,374

合計 24,374 － － 24,374

（2）配当に関する事項

配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（円）

１株当たり配当額

 （円）
基準日 効力発生日

平成18年6月29日

定時株主総会
普通株式 60,935,000 2,500 平成18年3月31日 平成18年6月30日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に記載さ

れている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に記載さ

れている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に記載されている

科目の金額との関係

現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている現金及び預金勘定は一致

しております。 　　

同左 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

現金及び預金勘定は一致しており

ます。 　　
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

 

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額相

当額

（千円）

中間期末

残高相当

額

（千円）

建物 23,639 2,279 21,360

工具器具備

品
209,952 81,991 127,961

ソフトウェ

ア
13,645 1,023 12,622

合計 247,238 85,294 161,943

 

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額相

当額

（千円）

中間期末

残高相当

額

（千円）

建物 23,639 6,219 17,420

工具器具備

品
223,486 105,780 117,706

ソフトウェ

ア
13,645 3,753 9,892

合計 260,772 115,752 145,019

 

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額相

当額

（千円）

期末残高

相当額

（千円）

建物 23,639 4,249 19,390

工具器具備

品
210,713 94,212 116,500

ソフトウェ

ア
13,645 2,388 11,257

合計 247,999 100,850 147,148

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 44,278千円

１年超 120,873千円

合計 165,151千円

１年内 45,777千円

１年超 103,441千円

合計 149,218千円

１年内 44,459千円

１年超 106,480千円

合計 150,940千円

(3）支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 24,682千円

減価償却費相当額 22,380千円

支払利息相当額 3,015千円

支払リース料 26,844千円

減価償却費相当額 24,396千円

支払利息相当額 2,856千円

支払リース料 50,506千円

減価償却費相当額 45,750千円

支払利息相当額 6,010千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　　リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。　 　　

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左 

(5）利息相当額の算定方法

　　リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。　　

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料  未経過リース料

１年内 6,304千円

１年超 6,544千円

合計 12,849千円

１年内 6,754千円

１年超 6,618千円

合計 13,373千円

１年内 7,367千円

１年超 9,570千円

合計 16,937千円
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

　該当事項はありません。

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

　該当事項はありません。

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

　該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

　デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

　デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

　デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

EDINETにより開示を行なうため記載を省略しております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

 
確認検査事
業（千円）

住宅性能評
価事業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 1,855,477 661,705 469,800 2,986,983 － 2,986,983

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
- - 1,328 1,328 (1,328) -

計 1,855,477 661,705 471,128 2,988,311 (1,328) 2,986,983

営業費用 1,736,675 676,982 447,522 2,861,179 (1,328) 2,859,851

営業利益又は営業損失(△) 118,801 △15,277 23,606 127,131 - 127,131

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．その他事業には、住宅金融公庫融資住宅の審査・適合証明、超高層建築物の構造評定、共同住宅の音環境評

価、土壌汚染調査、不動産取引等におけるデューディリジェンス（調査）やインスペクション（検査）、瑕

疵保証保険の取次ぎや建築資金支払管理などが含まれております。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 
確認検査事
業（千円）

住宅性能評
価事業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 1,398,491 634,049 323,892 2,356,433 - 2,356,433

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
- - 2,022 2,022 (2,022) -

計 1,398,491 634,049 325,914 2,358,456 (2,022) 2,356,433

営業費用 1,944,919 719,214 458,895 3,123,030 (2,022) 3,121,007

営業利益又は営業損失(△) △546,427 △85,165 △132,980 △764,573 - △764,573

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．その他事業には、住宅金融公庫融資住宅の審査・適合証明、超高層建築物の構造評定、共同住宅の音環境評

価、土壌汚染調査、不動産取引等におけるデューディリジェンス（調査）やインスペクション（検査）、瑕

疵保証保険の取次ぎや建築資金支払管理などが含まれております。
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前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 
確認検査事
業（千円）

住宅性能評
価事業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 3,825,465 1,429,689 970,416 6,225,571 - 6,225,571

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
- - 2,973 2,973 (2,973) -

計 3,825,465 1,429,689 973,389 6,228,544 (2,973) 6,225,571

営業費用 3,532,803 1,471,861 974,477 5,979,143 (2,973) 5,976,170

営業利益 292,661 △42,172 △1,088 249,401 - 249,401

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．その他事業には、住宅金融公庫融資住宅の審査・適合証明、超高層建築物の構造評定、共同住宅の音環境評

価、土壌汚染調査、不動産取引等におけるデューディリジェンス（調査）やインスペクション（検査）、瑕

疵保証保険の取次ぎや建築資金支払管理などが含まれております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 63,322円94銭

１株当たり中間純利益 2,792円12銭

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額  2,720円71銭

１株当たり純資産額 41,384円27銭

１株当たり中間純

損失金額
　19,253円34銭

 なお、潜在株式調整後1株当たり中間

純利益金額については、潜在株式は存

在するものの1株当たり中間純損失で

あるため記載しておりません。

 

１株当たり純資産額 63,137円62銭

１株当たり当期純利益
金額 5,059円48銭
潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額 4,973円02銭

当社は、平成17年５月20日付で株式１

株につき２株の株式分割を行っており

ます。

なお、当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前連結会計年度に

おける１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。

 

 

　当社は、平成17年5月20日付けで普

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。

　前期首に当該株式分割が行われたと

仮定した場合における前連結会計年度

の1株当たり情報は、以下のとおりと

なります。

前連結会計年度

１株当たり純資産額

65,148円75銭

１株当たり当期純利益金額

10,977円43銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額

10,633円14銭

　1株当たり純資産額　

　　　　　　　　　　65,148円75銭

　1株当たり当期純利益金額

　　　　　　　　　　10,977円43銭

　潜在株式調整後

　1株当たり当期純利益金額

　　　　　　　　　　10,633円14銭

　（注）１株当たり中間（当期）純利益金額又は中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額又

は中間純損失金額
   

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）（千円）
66,656 △469,280 121,923

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） （－）

普通株式に係る中間（当期）純利益

又は中間純損失（△）（千円）
66,656 △469,280 121,923

普通株式の期中平均株式数（株） 23,873 24,374 24,098

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額    

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 627 － 419

（うち新株予約権） (627) （－） (419)
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前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要

－ 　平成15年6月18日

　定時株主総会決議

　ストックオプション　

 210個

－
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度　
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 構造計算書の偽装事件について

平成17年11月17日の国土交通省の発

表による構造計算書の偽装事件に関

連して、当社は平成17年12月8日に

国土交通省による建築基準法に基づ

く立入検査を受けております。

当社は建築基準法に定める業務規程

および社内規程にしたがって審査し

ていることを確認しておりますが、

国土交通省の調査の結果、業務停止

等の行政処分が下される場合があり、

その内容等によっては、当社グルー

プの業績に重要な影響を与える可能

性があります。 

―――

 

 平成18年5月29日付で、当社は建築基

準法に基づき国土交通省から行政処分

を通知されました。

１．処分を受けた日

　平成18年5月29日

２．処分の期間および内容

　平成18年6月13日から同年9月12日

　までの間、下記の項目にあたる行

　為の禁止。

（1）500㎡を超える建築物の確認検

　査に係る契約を新たに締結する行

　為

（2）既に締結した500㎡を超える建

　築物の確認検査に係る契約を変更

　し、確認検査の業務を追加する行

　為

（3）業務の停止の期間満了後に、

　500㎡を超える建築物の確認検査を

　実施するための見積り、交渉等の

　行為 

３．処分の対象となった理由

　当社の確認検査員が確認検査業の

　業務に関し、構造上大きな問題の

　ある建築物を現出させたこと。

４．処分の及ぼす影響

　当該処分により、処分対象となっ

　た種別の建築物に対する確認検査

　事業を中心として受注高等への影

　響が見込まれますが、今後の連結

　損益への影響額を客観的に算出す

　ることは困難であります。 
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５．生産、受注及び販売の状況
 (1)生産実績

　当社グループの業務は、確認検査業務、住宅性能評価業務等であり、生産実績を定義することが困難であるため、生産

実績の記載はしておりません。

 (2)受注実績

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

 確認検査業務 1,464,591 78.7 161,276 92.8

 住宅性能評価業務 681,156 92.3 376,097 91.8

 その他業務(注) 118,736 45.7 28,052 55.8

合計 2,264,484 83.2 565,425 92.7

　（注）１．その他業務については、評定業務及びソリューション業務のみ記載しております。

２．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

 

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％）

確認検査業務 1,398,491 75.4

住宅性能評価業務 634,049 95.8

その他業務 323,892 68.9

合計 2,356,433 78.9

　（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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