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１．平成18年9月中間期の業績（平成18年4月1日～平成18年9月30日）

(1）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 2,346 (△21.1) △755 (　　 －) △749 (　　 －)
17年9月中間期 2,974 (　26.1) 134 ( △10.9) 140 (  △9.3)

18年3月期 6,201 267 276

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭
18年9月中間期 △460 (　　 －) △18,912 51
17年9月中間期 73 (　△8.2) 3,066 86

18年3月期 136 5,677 28

（注）①期中平均株式数 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

②会計処理の方法の変更 無

③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）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 1,987 1,041 52.4 42,748 59
17年9月中間期 2,438 1,556 63.8 64,006 41

18年3月期 2,648 1,563 59.0 64,161 11

（注）①期末発行済株式数 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

②期末自己株式数 18年9月中間期 －株 17年9月中間期 －株 18年3月期 －株

２．平成19年3月期の業績予想（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 6,250  20  △17  

（参考）１株当たり予想当期純損失（通期）　　 697 円 46 銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

18年3月期 － 2,500 － 2,500 5,000

19年3月期（実績） － － －  － －

19年3月期（予想）  － － － － －

 

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報　、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。
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６．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（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  1,344,887   451,328   1,355,465   

２．売掛金  399,741   277,949   478,201   

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  143,614   67,000   175,373   

流動資産合計   1,935,876 79.4  1,294,027 65.1  2,074,185 78.3

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※1 38,790   42,142   35,004   

２．無形固定資産  66,837      78,978   

(1）ソフトウェア  －   161,794   －   

(2）その他  －   406   －   

計  －   162,201   －   

３．投資その他の資産           

(1）差入保証金  308,428   350,699   330,309   

(2）その他  88,825   138,093   130,442   

計  397,253   488,792   460,751   

固定資産合計   502,880 20.6  693,136 34.9  574,735 21.7

資産合計   2,438,757 100.0  1,987,164 100.0  2,648,920 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（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  100,666   94,981   126,554   

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

３．未払法人税等  54,716   23,186   123,596   

４．前受金  334,935   314,731   332,910   

５．その他 ※2 33,063   72,546   37,262   

流動負債合計   770,650 31.6  819,963 41.3  966,078 36.5

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 6.3  118,979 4.5

負債合計   882,505 36.2  945,209 47.6  1,085,058 41.0

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   834,700 34.2  － －  837,100 31.6

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  580,600   －   583,000   

資本剰余金合計   580,600 23.8  － －  583,000 22.0

Ⅲ　利益剰余金           

１．中間（当期）未処分
利益

 140,951   －   143,762   

利益剰余金合計   140,951 5.8  － －  143,762 5.4

資本合計   1,556,251 63.8  － －  1,563,862 59.0

負債及び資本合計   2,438,757 100.0  － －  2,648,920 100.0

           

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 837,100 42.1 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  － 583,000 －

資本剰余金合計  － － 583,000 29.3 － －

３　利益剰余金  

(1）その他利益剰余金     

繰越利益剰余金  － △378,145 －

利益剰余金合計  － － △378,145 △19.0 － －

株主資本合計  － － 1,041,954 52.4 － －

純資産合計  － － 1,041,954 52.4 － －

負債純資産合計  － － 1,987,164 100.0 － －
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（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 ※3  2,974,048 100.0  2,346,634 100.0  6,201,484 100.0

Ⅱ　売上原価   2,154,328 72.5  2,341,276 99.8  4,503,917 72.6

売上総利益   819,719 27.5  5,357 0.2  1,697,567 27.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費   684,765 23.0  760,927 32.4  1,430,442 23.1

営業利益又は営業損
失（△）

  134,953 4.5  △755,569 △32.2  267,124 4.3

Ⅳ　営業外収益 ※1  5,844 0.2  6,488 0.3  10,676 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※2  593 0.0  428 0.0  815 0.0

経常利益又は経常損
失（△）

  140,204 4.7  △749,509 △31.9  276,985 4.5

税引前中間（当期）
純利益又は税引前中
間純損失（△）

  140,204 4.7  △749,509 △31.9  276,985 4.5

法人税、住民税及び
事業税

 45,000   14,000   165,000   

法人税等調整額  21,989 66,989 2.2 △302,536 △288,536 △12.3 △24,825 140,174 2.3

中間（当期）純利益
又は中間純損失
（△）

  73,215 2.5  △460,973 △19.6  136,811 2.2

前期繰越利益   67,736   －   67,736  

中間配当額   －   －   60,785  

中間（当期）未処分
利益

  140,951   －   143,762  
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(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自 平成18年４月１日　至 平成18年９月30日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

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

平成18年３月31日　残高

（千円）
837,100 583,000 583,000 143,762 143,762 1,563,862 1,563,862

中間会計期間中の変動額

利益処分による配当　　　

（千円）
   △60,935 △60,935 △60,935 △60,935

中間純損失（千円）    △460,973 △460,973 △460,973 △460,973

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
   △521,908 △521,908 △521,908 △521,908

平成18年９月30日　残高

（千円）
837,100 583,000 583,000 △378,145 △378,145 1,041,954 1,041,954

－ 5 －



中間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）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日

　　至　平成18年９月30日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価方

法

(1）有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法を採用

しております。

(1）有価証券

子会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式

同左

(2）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。

(2）たな卸資産

仕掛品

同左

(2）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、当期末よ

り仕掛品を計上しております。これ

により営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益はそれぞれ28,443千円

増加しております。 

２．固定資産の減価償却の方法 (1) 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

(2) 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。

(1) 有形固定資産

同左

 

 

　

　

(2) 無形固定資産 

同左

(1) 有形固定資産

同左

 

 

　

　　　　　

(2) 無形固定資産 

同左

３．引当金の計上基準 (1）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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）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

期においては該当がないため計

上しておりません。

(2）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当中間会計期間末における退職

給付債務（簡便法）に基づいて

計上しております。

(2）退職給付引当金

同左

(2）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付

債務（簡便法）に基づいて計上

しております。

(3）役員退職慰労引当金

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。

(3）役員退職慰労引当金

同左

(3）役員退職慰労引当金

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。

４．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．その他中間財務諸表（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、資産にかかる控除対象外

消費税等は当中間会計期間の負

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、資産にかかる控除対象外

消費税等は当期の負担すべき期

間費用として処理しておりま

す。 
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中間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）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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1,041,954千円であり

ます。

　中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間貸借対照

表の純資産の部については、改正後の

中間財務表等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。
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

 ──────  （中間貸借対照表）

 前中間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、総資産の100分の5を超えたため、

当中間会計期間より区分掲記しております。なお、前中間

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

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※1　有形固定資産の減価償却累計額

13,453千円

※1　有形固定資産の減価償却累計額

25,703千円

※1　有形固定資産の減価償却累計額

19,320千円

※2　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺の上、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。

※2　消費税等の取扱い

 同左

――　　

 

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※1 　営業外収益のうち主要なもの ※1 　営業外収益のうち主要なもの ※1 　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 123千円

補助金収入 1,405千円

受取保険配当金 2,519千円

保険解約返戻金 1,585千円

受取利息 106千円

補助金収入 666千円

受取保険配当金 3,578千円

保険解約返戻金 2,030千円

受取利息 235千円

補助金収入 4,373千円

受取保険配当金 2,519千円

受取手数料 1,720千円

※2 　営業外費用のうち主要なもの ※2 　営業外費用のうち主要なもの ※2 　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 593千円 支払利息 428千円 支払利息 815千円

※3 　当社の売上高（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、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。  

　　

※3 　　　　　 同左

 

※3　　　　　　　――

　4 　減価償却実施額 　4 　減価償却実施額 　4 　減価償却実施額

有形固定資産 5,324千円

無形固定資産 21,698千円

有形固定資産 6,383千円

無形固定資産 30,301千円

有形固定資産 11,190千円

無形固定資産 42,025千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自 平成18年４月１日　至 平成18年９月30日）

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

　　該当事項はありません。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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

 

－ 10 －



（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）

　　当中間会計期間末において子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。　　

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

　　当中間会計期間末において子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。　　

前事業年度末（平成18年３月31日現在）

　　当事業年度末において子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。　

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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 64,006円41銭

１株当たり中間純利益
金額 3,066円86銭

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額 2,988円42銭

１株当たり純資産額 42,748円59銭

１株当たり中間純損
失金額 18,912円51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 64,161円11銭

１株当たり当期純利益
金額 5,677円28銭

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額 5,580円26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事業年度の1

株当たり情報は、以下のとおりとなり

ます。

　前事業年度

１株当たり純資産額

65,571円67銭 

１株当たり当期純利益金額

11,235円19銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額 

10,882円81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

　　　　　　　　　　11,235円19銭

　潜在株式調整後

　1株当たり当期純利益金額

　　　　　　　　　　10,822円81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)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）（千円）
73,215 △460,973 136,811

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） （－） （－） （－）

普通株式に係る中間（当期）純利益又

は中間純損失（△）（千円）
73,215

△460,973 136,811

期中平均株式数（株） 23,873 24,374 24,098

    

 潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
   

 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)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前事業年度
(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）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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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