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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 5,183 △16.7 △1,084 － △1,070 － △1,161 －

18年３月期 6,225 15.3 249 △52.8 259 △47.6 121 △54.1

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 △47,651 83 － － △124.9 △50.1 △20.9

18年３月期 5,059 48 4,973 02 7.8 9.9 4.0

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

(2）連結財政状態

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

19年３月期 1,645 322 19.5 13,140 59

18年３月期 2,629 1,538 58.5 63,137 62

（参考）自己資本 19年３月期 321百万円 18年３月期 －百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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

19年３月期 △1,050 △168 304 472

18年３月期 50 △118 △132 1,386

２．配当の状況

配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率（連
結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 2,500 00 2,500 00 5,000 00 121 98.8 10.6

19年３月期 －  －  －  － － －

20年３月期（予想） －  －  －  － － －

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 3,400 44.2 12 - 15 - 0 - 0 00

通期 8,100 56.3 615 - 630 - 600 - 24,555 95
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

新規 －社  除外 －社  

（注）詳細は、7ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、21ページ「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」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 24,434株 18年３月期 24,374株

②　期末自己株式数 19年３月期 －株 18年３月期 －株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 5,162 △16.8 △1,067 － △1,054 － △1,188 －

18年３月期 6,201 15.2 267 △50.1 276 △44.9 136 △49.6

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

19年３月期 △48,758 67 － －

18年３月期 5,677 28 5,580 26

(2）個別財政状態

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

19年３月期 1,640 319 19.5 13,057 23

18年３月期 2,648 1,563 59.0 64,161 11

（参考）自己資本 19年３月期 319百万円 18年３月期 －百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 3,386 44.3 12 - 15 - 0 - 0 00

通期 8,050 55.9 615 - 630 - 600 - 24,555 95

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。
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１．経営成績
(1）経営成績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、民間設備投資が好調な企業収益に支えられる形で増加し、個人消費も底堅

く推移するなど、素材価格の原油価格の継続的な高騰といった不安定要因があったものの、緩やかな拡大となりまし

た。新設住宅の着工戸数は、連結会計年度の実績が128万戸と前年度に引き続き緩やかな増加となりました。　

　このような環境下で、当連結会計年度の業績は、耐震偽装事件に関連して確認検査の一部業務停止処分と風評被害

の影響により業績が悪化し、業務売上高は前年同期比16.7％減少して5,183百万円となり、1,084百万円の営業損失、

1,070百万円の経常損失、1,161百万円の当期純損失となりました。　

　当社は、耐震強度偽装事件に関連して、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ための見積り、交渉等を禁止す

るという内容の行政処分を受けました。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検査業務を実行し

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あるものとして真

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。

また、当社が確認検査を行った偽装物件について、検証、耐震補強案の作成を中心とする改修への支援に真摯に取り

組みました。こうした取り組みにより、構造審査を中心に貴重なノウハウを得ることにより、更なる審査技術の向上

を図るとともに、確認検査や評価の業務品質について他の追随を許さない実力と評価を得ることができたと確信して

おります。

　事業の種類別セグメントの状況は次の通りであります。　 

（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19.6％減少し3,076百万円となりました。

　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。これらが奏効し、確認検査員は当連結

会計年度中に59人増加し、222人となりました。また、構造検査要員の充実を図ることから、当連結会計年度中に13人

増加し58人となりました。

（住宅性能評価）

　行政処分対象外の分野である戸建住宅の住宅性能評価については堅調に推移しましたが、セグメント全体では前年

同期比1.8％減少し1,404百万円となりました。

（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27.6％減

少し702百万円となりました。 　

(2）次連結会計年度の見通し

　次連結会計年度の業績予想につきましては、業務売上高は前年同期比56.3％増加の8,100百万円、営業利益は615百

万円、経常利益は630百万円、当期純利益は600百万円を見込んでおります。　

　売上高は前年同期比2,917百万円の増加を予想しております。主な要因は、当連結会計年度での行政処分の影響が無

くなること及び建築基準法の改正によるものです。行政処分の影響は、当該期間に業務が遂行できないことの影響が

467百万円、当該期間に確認業務ができなかったことにより、建築物の中間検査、完了検査ができなくなったという間

接的な影響が268百万円あり、それらが無くなることにより735百万円の増加が見込まれます。建築基準法の改正によ

る影響は1,403百万円の増加を見込んでおります。当連結会計年度にて、審査の強化にともない確認検査業務の価格改

定を行いましたが、それによる売上の増加は204百万円となる見通しです。さらに、構造適合性判定機関の業務が開始

することにより、当社が確認を引受て他機関に判定を依頼することに伴う売上の増加として800百万円、他機関が確認

を引受て当社が判定を行うことに伴う売上の増加として400百万円を見込んでおります。行政処分を受けたことによる

風評被害は、ソリューション業務に顕著でしたが、受注は順調に回復しており、新規出店の効果と併せて779百万円の

売上の増加が見込まれます。

　営業利益は615百万円となる見通しで、前年同期比1,699百万円の回復を予想しております。費用の増加1,218百万円

の内訳は、上記の当社が確認を引受て他機関に判定を依頼することにともなう費用として792百万円、審査強化にとも

なう人件費、経費として130百万円、新規出店にともなう費用等で296百万円を見込んでおります。経常利益の予想に

ついても同様の要因により630百万円となる見通しで、前年同期比1,700百万円の回復を予想しております。

　当期純利益については、上記の前提では繰越損失が残ることから600百万円となる見通しであります。
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(3）財政状態

　当連結会計年度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914百万円減少し472百万円となり

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）

　当会計年度の営業活動による資金は、1,050百万円（前年同期は50百万円の資金収入）の支出となりました。これは

主に、売上債権が138百万円減少したものの、税金等調整前当期純損失1,070百万円の計上及び法人税等の支払124百万

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）

　当連結会計年度の投資活動における資金は、168百万円（前年同期は118百万円の資金支出）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34百万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度の財務活動による資金は、304百万円（前年同期は132百万円の資金支出）の収入となりました。こ

れは、配当金の支払60百万円があったものの、短期借入金が361百万円増加したことによるものです。

(4）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　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な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に有効に投資していく所存であります。

　なお、当期の配当につきましては、平成18年11月14日に公表の「平成19年3月期配当予想の修正のお知らせ」の通り

見送ることといたしました。

(5）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19年5月15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。）に基づく国土交通大臣の指定機関・登録機関として事業展開を行って

おります。指定機関・登録機関は、高い技術力、専門性、公正中立性に加え、建築主・設計者・施工者等と利害関係

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・登録が取り消され、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19年5月1日現在）ありますが、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です。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(26支店 平成19年5月1日現在)を整備した指定確認検査機関となっております。また、確認検査員

数（253名、平成19年5月1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95機関（住宅性能評価等連絡協議会会員機関数 平成19年5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登録住宅性能評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18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52％、上位10機関で70％など寡占状態

となっております。当社は、平成18年度の実績戸数で戸建住宅が3位、共同住宅が4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めぐ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、
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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たすこととなります。

　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、当社が行った確認検査について、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検査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為、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

準法の指定機関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、守秘義務等に違反す

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から、個人情報保護

法に準じて情報管理並びに秘密保守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19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24株以下（0.1％未満）は、非制限業種とみなしております。）。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

省の機関指定、機関登録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、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 6,687 27.4

 非制限業種 17,747 72.6

 合計 24,434 100.0
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（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のも及び建築主事を置かない市町村の建築物に係る工事管理業を除く。）をいい

　　　ます。

　　・設計・工事管理業（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以上となる場合には、

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・登録が取り消されることとなる可能性があり

ます。
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２．企業集団の状況
当社グループ(当社および当社の子会社)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。事業区分は以下の通りです。

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(住宅品確法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（住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)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）』

 

 〈事業系統図〉

　事業系統図は、以下の通りであります。
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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。
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３．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の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

ものです。同様に中核業務である住宅性能評価業務も同12年、国の定めた性能評価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。このような背景により、当社グループは行政と全く同様に公正さ・中立性を先

ず確保した上で、デューデ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することを目指しております。

　この目標を実現する為、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

の多様化を推進してまいりました。こうした業務の水平的・垂直的整備は当連結会計年度にてほぼ完了し、今後は高

い業務品質と充実したサービスを武器に、「ＥＲＩブランド」の確立による差別化を図り、“強さ＝競争優位”を発

揮することを基本方針としております。

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、経営指標として「売上高」及び「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。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社は建築分野で最大手の第三者検査機関であり、時代の要請からも大きな成長の機会があります。その基盤は、

当社の業務への幅広い信頼を獲得することであります。そのため、当社は法令遵守（コンプライアンス）と適正な企

業統治（コーポレートガバナンス）の構築に努めており、具体的には次の3つの取り組みを行っております。

①高い業務品質と充実したサービスを武器とする「ＥＲＩブランド」の確立による差別化への取り組み。

②各部門、各支店、関係会社の収益力を高め、確実に収益を上げる強い組織作りへの取り組み。

　・企業統治形態・人事制度の再検討による新たな成長戦略を確立

　・利便性・収益性・効率性の追求（店舗配置の見直し、統廃合および 特化型店舗（ブティック店舗）など）

③当社の長期的・継続的な発展・成長軌道の確立のための優秀な人材の確保及び育成への取り組み。

　・社員の技術・キャリアアップの支援（建築士制度の改正や新たな資格創設への積極的対応）

(4）会社の対処すべき課題

①高い業務品質の維持、向上のため、優秀な人材、資格者の確保が必須であり、確認検査員、評価員を始めとする資

格者の確保に努めるとともに社内での教育・養成に努めます。当社は一級建築士420名、確認検査員253名（平成19

年5月1日現在）と業界随一の陣容を擁しておりますが、業務品質の一層の向上、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、または確認検査員が評価員の資格を取得といったことにより技術者のマルチタスク化を図り、

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「品質を武器に競争に勝つ」方針の徹底が当社の持続的成長への必須条件となります。言い換えれば、業務品質の

基盤となる社員一人ひとりの技術、善意、意欲及び向上心を一層高め、結集すること及び社員全員による営業力強

化が会社成長の成否の鍵となります。

　この観点から、下記の具体的な施策を行います。

　・営業体制の構築（本社及び地方拠点の営業体制の確立を目指し、営業本部制の検討）　

　・人事制度の改定（能力評価と業績評価の方法、ステップアップモデルの確立と生産性・給与の10％向上）

　・研修・能力開発（技術研修の一層の強化と世代交代を見据えた組織マネジメント研修への注力）
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これらの取り組みにより、提供するサービスの品質の向上に努め、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。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　当社グループは、建築分野における専門的な第三者機関です。第三者検査という事業の性格を強く意識し、法律で

義務付けられている確認・検査を含む建築物検査の大臣指定機関として、その使命を果たしながら、公益性と収益性

のバランスのもと堅実な利益成長を確保することを目指しています。

　当社の内部管理体制の整備、運用に関する取り組みの基本的な考え方は、建築基準法、住宅品確法の執行機関とし

て自らの法令遵守を徹底するとともに、確実、迅速なサービス提供を確保し、企業活動の効率性と透明性を高めると

いう観点に立ち、経営体制や経営システムを整備し、必要な施策を実施していくことです。

　当社では、社内業務全般にわたり諸規定が漏れなく整備されており、明文化されたルールのもとで、各職位が明確

な権限をもって業務を遂行しています。監査部による内部監査の実施とともに、法的なリスク管理については経営企

画部があたっています。

　コンプライアンスについては、国土交通大臣の指定機関の社員として守るべき倫理性の原則・基準を「日本ＥＲＩ

倫理に関する規定」として制定し、全職員に徹底しております。企業活動の法令遵守、公正性、倫理性を確保するた

め、社長直属の組織として、社外弁護士等もメンバーに含むコンプライアンス委員会を設置しており、経営陣への提

言、勧告等を行っております。また、各部店長を「コンプライアンス責任者」に任命し、指定に係る法的規制を含め

た業務現場における法令遵守と適正な業務執行を確保しており、さらに経営企画部で掌握する体制としております。

 

(6）その他、会社の経営上重要な事項

 該当事項はありません。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

 
 

前連結会計年度
（平成18年3月31日）

当連結会計年度
（平成19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
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   1,386,763   472,326  

２．売掛金   477,999   339,437  

３．たな卸資産   65,144   90,574  

４．繰延税金資産   123,860   121,500  

５．その他   51,534   57,558  

流動資産合計   2,105,302 80.1  1,081,398 65.7

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1) 建物  27,797   30,555   

減価償却累計額  7,226 20,571  11,228 19,326  

(2) 工具器具備品  26,882   38,403   

減価償却累計額  12,212 14,670  21,316 17,087  

有形固定資産合計   35,242 1.3  36,414 2.2

２．無形固定資産        

(1) ソフトウエア   78,571   138,317  

(2) のれん   －   2,945  

(3) 連結調整勘定   2,491   －  

(4) その他   1,863   434  

無形固定資産合計   82,926 3.2  141,697 8.6

３．投資その他の資産        

(1) 差入保証金   330,429   364,194  

(2) 繰延税金資産   61,091   －  

(3) その他   14,350   21,682  

投資その他の資産合計   405,871 15.4  385,877 23.5

固定資産合計   524,040 19.9  563,988 34.3

資産合計   2,629,342 100.0  1,645,387 100.0
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前連結会計年度
（平成18年3月31日）

当連結会計年度
（平成19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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．短期借入金   －   361,000  

２．未払金   129,106   117,466  

３．未払費用   345,754   311,803  

４．未払法人税等   123,776   26,288  

５．未払消費税等   14,961   33,235  

６．前受金   332,910   276,122  

７．その他   22,398   57,154  

流動負債合計   968,908 36.9  1,183,069 71.9

Ⅱ　固定負債        

１．退職給付引当金   44,955   54,371  

２．役員退職慰労引当金   74,024   85,650  

固定負債合計   118,979 4.5  140,021 8.5

負債合計   1,087,888 41.4  1,323,091 80.4

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   2,538 0.1  － －

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※1  837,100 31.8  － －

Ⅱ　資本剰余金   583,000 22.2  － －

Ⅲ　利益剰余金   118,816 4.5  － －

資本合計   1,538,916 58.5  － －

負債、少数株主持分及び資
本合計

  2,629,342 100.0  － －
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前連結会計年度
（平成18年3月31日）

当連結会計年度
（平成19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
（％）

（純資産の部）       

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   － －  839,500 51.0

２．資本剰余金   － －  585,400 35.6

３．利益剰余金   － －  △1,103,822 △67.1

株主資本合計   － －  321,077 19.5

Ⅱ　少数株主持分   － －  1,218 0.1

純資産合計   － －  322,295 19.6

負債純資産合計   － －  1,645,387 100.0
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(2）連結損益計算書

 
 

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）

当連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19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
（％）

Ⅰ　売上高   6,225,571 100.0  5,183,491 100.0

Ⅱ　売上原価   4,529,314 72.8  4,751,027 91.7

売上総利益   1,696,256 27.2  432,464 8.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  1,446,855 23.2  1,516,810 29.2

営業利益又は営業損失
（△）

  249,401 4.0  △1,084,346 △20.9

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  235   922   

２．補助金収入  4,373   3,634   

３．受取保険配当金  2,519   3,578   

４．保険解約返戻金  1,585   2,030   

５. 受取手数料  1,720   3,830   

６．雑収入  317 10,750 0.2 1,218 15,214 0.3

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  815 815 0.0 1,505 1,505 0.1

経常利益又は経常損失
（△）

  259,336 4.2  △1,070,637 △20.7

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純
損失（△）

  259,336 4.2  △1,070,637 △20.7

法人税、住民税及び事業
税

 165,180   28,934   

法人税等調整額  △24,825 140,354 2.2 63,452 92,386 1.8

少数株主損失   2,941 0.0  1,319 0.1

当期純利益又は当期純損
失（△）

  121,923 2.0  △1,161,703 △22.4
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

  
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）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   559,400

Ⅱ　資本剰余金増加高    

１．増資による新株の発行  23,600 23,600

Ⅲ　資本剰余金期末残高   583,000

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   202,847

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１．当期純利益  121,923 121,923

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１．配当金  179,705  

２．役員賞与  26,250 205,955

Ⅳ　利益剰余金期末残高   118,816
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31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

連結会計年度中の変動額

新株の発行 2,400 2,400  4,800  4,800

剰余金の配当   △60,935 △60,935  △60,935

当期純利益   △1,161,703 △1,161,703  △1,161,703

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

    △1,319 △1,319

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

2,400 2,400 △1,222,638 △1,217,838 △1,319 △1,219,158

平成19年３月31日　残高（千円） 839,500 585,400 △1,103,822 321,077 1,218 322,295
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

 
 

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）

当連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

区分
注記
番号

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．税金等調整前当期純利
　　益又は税金等調整前当
　
　　期純損失（△）

 259,336 △1,070,637

２．減価償却費  53,810 66,885

３．退職給付引当金の増減
　　額

 △8,860 9,416

４．役員退職慰労引当金の
　　増減額

 12,179 11,626

５．受取利息  △235 △922

６．支払利息  815 1,505

７．売上債権の増減額  △92,139 138,561

８．棚卸資産の増減額  △35,225 △25,430

９．未払金の増減額  △40,540 △11,639

10．未払費用の増減額  104,153 △33,951

11．未払消費税等の増減額  8,604 18,273

12．前受金の増減額  77,818 △56,788

13．その他  △10,030 28,717

小計  329,687 △924,383

14．利息及び配当金の受取
　　額

 235 922

15．利息の支払額  △815 △2,100

16. 役員賞与の支払額  △26,250 －

17．法人税等の支払額  △252,669 △124,839

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 50,187 △1,050,401

日本 ERI ㈱（2419）平成 19 年 3 月期決算短信

－ 17 －



 
 

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）

当連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

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

 △9,117 △14,279

２．無形固定資産の取得に
　　よる支出

 △62,430 △113,524

３．差入保証金の支出  △48,256 △34,788

４．差入保証金の回収によ
　　る収入

 7,265 1,023

５．その他  △6,009 △7,331

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △118,550 △168,899

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  425,000 880,000

２．短期借入金の返済による
支出

 △425,000 △519,000

３．株式発行による収入  47,200 4,800

４．配当金の支払額  △179,705 △60,935

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △132,505 304,865

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額

 △200,867 △914,436

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

 1,587,630 1,386,763

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

 1,386,763 472,326
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 前連結会計年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19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 連結子会社の数　　1社

連結子会社の名称

日本住宅ワランティ株式会社

連結子会社の名称

日本住宅ワランティ株式会社

  

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

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

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。

同左

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。

（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。

たな卸資産

仕掛品

同左 

 

―――――

(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

 

　　　

　　　

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

 

(3) 重要な繰延資産の処理

方法

新株発行費

支出時に全額費用として処理しておりま

す。

 株式交付費

支出時に全額費用として処理しておりま

す。
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項目 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）

当連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

(4) 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。

イ　貸倒引当金

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。

ロ　退職給付引当金

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。

ハ　役員退職慰労引当金

同左

(5) 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

(6) その他連結財務諸表作

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。

消費税等の処理方法

同左

 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価について

は、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

連結調整勘定の償却については、５年間で

均等償却しております。

―――――

７．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

――――― のれんの償却については、５年間で均等償

却しております。

８．利益処分項目等の取り扱

いに関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分

について、連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成しております。

―――――

９．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

日本 ERI ㈱（2419）平成 19 年 3 月期決算短信

－ 20 －



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

前連結会計年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準） ―――――

当連結会計年度より、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。

 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当連結会計年度より「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321,077

千円であります。

連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度における

連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の連結財

務諸表規則により作成しております。

――――― （役員賞与に関する会計基準）

当連結会計年度より「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等）

当連結会計年度から「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

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

――――― 

 

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度において、「連結調整勘定」として掲載

されていたもの、及び無形固定資産の「その他」に含まれ

ていた「営業権」は、当連結会計年度から「のれん」と表

示する方法に変更しております。

　なお、前連結会計年度末において、営業権は、連結貸借

対照表の無形固定資産「その他」に1,428千円含まれており

ます。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年3月31日）

当連結会計年度
（平成19年3月31日）

※1　当社の発行済株式総数は、普通株式 24,374株 であ

ります。

―――――

（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19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。

役員報酬 135,037千円

給与手当 452,619

退職給付費用 6,253

賃借料 124,395

租税公課 112,661

支払手数料 130,242

保険料 32,064

役員退職慰労引当金繰入額 19,879

減価償却費 6,847

役員報酬     155,212千円

給与手当 525,625

退職給付費用 23,747

賃借料 125,007

租税公課 89,223

支払手数料 112,100

保険料 36,329

役員退職慰労引当金繰入額 20,626

減価償却費 37,471
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自平成18年4月1日　至平成19年3月31日）

１．発行済株式に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

普通株式 24,374 60 － 24,434

（変動事由の概要）

　ストック・オプションの行使による増加　　60株

２．自己株式に関する事項

　該当事項はありません。

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
（千円）

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 2,500 平成18年3月31日 平成18年6月29日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　該当事項はありません。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

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

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

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。

同左

（リース取引関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19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

(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）

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

 
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 8,189 15,450

工具器具備品 213,766 100,505 113,261

ソフトウェア 13,645 5,117 8,528

合計 251,052 113,812 137,240

　(2) 未経過リース料期末残高相当額 　(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 44,459千円

１年超  106,480

合計 150,940

１年内 43,770千円

１年超      86,043

合計  129,813

(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 50,506千円

減価償却費相当額  45,750

支払利息相当額 6,010

支払リース料 53,490千円

減価償却費相当額 48,609

支払利息相当額 5,442

　(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

　(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

２．オペレーティング・リース取引

 　　　未経過リース料

１年内 7,367千円

１年超  9,570

合計  16,937

２．オペレーティング・リース取引

 　　　未経過リース料

１年内 7,094千円

１年超 3,645

合計    10,739
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（有価証券関係）

　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）

該当事項はありません。

　当連結会計年度（自平成18年4月1日　至平成19年3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（自平成17年4月1日　至平成18年3月31日）

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。

　当連結会計年度（自平成18年4月1日　至平成19年3月31日）

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。

（企業結合関係）

　当連結会計年度（自平成18年4月1日　至平成19年3月31日）

該当事項はありません。

日本 ERI ㈱（2419）平成 19 年 3 月期決算短信

－ 26 －



（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

（平成18年3月31日現在）

　当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。なお、60歳以上の者については、確定給付型の制度と

して退職一時金制度を設けております。

　子会社には退職給付制度はありません。

（平成19年3月31日現在）

　同上

２．退職給付債務及びその内訳

 
前連結会計年度

（平成18年3月31日）
当連結会計年度

（平成19年3月31日）

　退職給付債務 44,955千円       54,371千円

　退職給付引当金 44,955千円       54,371千円

 

当社は、退職給付債務の算定に当た

り、簡便法（自己都合退職による期

末要支給額の 100％を退職給付債務

とする方法）を採用しております。 

同左

 

 

 

 

３．退職給付費用の内訳

 
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）

当連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

退職給付費用 117,433千円     142,459千円

　勤務費用 19,910千円       28,361千円

　　確定拠出年金制度への掛金支払額 97,523千円       114,098千円

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

（平成18年3月31日現在）

当社は、退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用しておりますので、算定基礎率等については記載し

ておりません。

（平成19年3月31日現在）

当社は、退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用しておりますので、算定基礎率等については記載し

ておりません。

日本 ERI ㈱（2419）平成 19 年 3 月期決算短信

－ 27 －



（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度（自平成18年4月1日　至平成19年3月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

　①旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づくストック・オプション目的の新株予約権

平成15年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社取締役6名、子会社取締役2名、当社従業員1名

ストック・オプション数　（注）1 普通株式　800株

付与日 平成15年6月18日

権利確定条件 （注）2 

対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間  平成17年6月19日～平成25年6月17日まで

（注）1．上記表に記載された株式は、平成17年5月20日付にて株式分割（1：2）による分割後の株式数に換算して記載

　　　　 しております。 

（注）2．新株予約権の行使の条件

　　　　 ①各新株予約権の一部行使はできないものとする。

　　　　 ②権利行使時において、当社または当社の子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。

　　　　 ③その他の権利行使の条件については、取締役会において決定する。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成15年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 －

付与 －

失効 －

権利確定 －

未確定残 －

権利確定後　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 210

権利確定 －

権利行使 60

失効 －

未行使残 150
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②　単価情報

平成18年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 80,000

行使時平均株価　　　　　（円） 226,000

公正な評価単価（付与日）（円） ―
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（税効果会計関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

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

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

（単位：千円） （単位：千円）

繰延税金資産 繰延税金資産

未払事業税 11,326  未払事業税 3,675  

未払賞与 92,078  未払賞与 76,073  

退職給付引当金 18,206  退職給付引当金 22,020  

役員退職慰労引当金 29,980  役員退職慰労引当金 34,688  

繰越欠損金 11,408  繰越欠損金 493,650  

その他 33,359  その他 24,178  

小計 196,360  小計 654,285  

評価性引当額 △11,408  評価性引当額 △532,785  

繰延税金資産合計 184,952  繰延税金資産合計 121,500  

    

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

（単位：％） 　　当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上

　　しているため、記載しておりません。

法定実効税率 40.5     

（調整）      

住民税均等割等 9.5     

交際費等永久に損金算入されない項目 0.6     

評価性引当金の増減 4.4     

その他 △0.9     

税効果会計適用後の法人税等の負担率 54.1     
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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）

Ⅰ．売上高及び営業利益       

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

営業利益又は営業損失（△） 292,661 △42,172 △1,088 249,401 - 249,401

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 559,814 249,133 265,625 1,074,574 1,554,768 2,629,342

減価償却費 34,081 11,582 8,146 53,810 - 53,810

資本的支出 45,455 15,447 10,865 71,768 - 71,768

　（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。

３．資産のうち、消去又全社の項目に含めた全社資産　1,554,768千円は、主に余資運転資金（現預金）及び当社

管理部門にかかる資産であります。
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当連結会計年度（自平成18年4月1日　至平成19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）

Ⅰ．売上高及び営業利益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 3,076,582 1,404,236 702,671 5,183,491 - 5,183,491

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
- - 4,441 4,441 （4,441） -

計 3,076,582 1,404,236 707,113 5,187,932 （4,441） 5,183,491

営業費用 3,906,208 1,470,234 895,836 6,272,279 （4,441） 6,267,837

営業利益又は営業損失（△） △829,625 △65,997 △188,723 △1,084,346 - △1,084,346

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 639,653 221,968 168,255 1,029,877 615,509 1,645,387

減価償却費 44,071 14,442 8,371 66,885 -  66,885

資本的支出 84,210 27,596 15,996 127,803 -  127,803

　（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。

３．資産のうち、消去又全社の項目に含めた全社資産　615,509千円は、主に余資運転資金（現預金）及び当社管

理部門にかかる資産であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

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。

当連結会計年度（自平成18年4月1日　至平成19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。

当連結会計年度（自平成18年4月1日　至平成19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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（関連当事者との取引）

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）

役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容
取引の内
容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員が議決

権の過半数

を有してい

る会社

株式会社

第一代理

店

※２

東京都港

区
10,000 保険代理店

(被所有)

直接　0.4

役員

1名

損害保

険代理

店

損害保険

料

※３

19,707 ― ―

　（注）１.上記金額の取引金額には消費税等は含まれておりません。

２.同社は当社監査役竹花勲が代表取締役に就任しており、同氏及びその親族が株式を100％保有しております。

　　　　３.市場価格を勘案して、一般の取引条件と同様に決定しております。

当連結会計年度（自平成18年4月1日　至平成19年3月31日）

役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容
取引の内
容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員が議決

権の過半数

を有してい

る会社

株式会社

第一代理

店

※２

東京都港

区
10,000 保険代理店

(被所有)

直接　0.2

役員

1名

損害保

険代理

店

損害保険

料

※３

20,026 ― 　―

　（注）１.上記金額の取引金額には消費税等は含まれておりません。

２.同社は当社監査役竹花勲が代表取締役に就任しており、同氏及びその親族が株式を100％保有しております。

　　　　３.市場価格を勘案して、一般の取引条件と同様に決定しております。
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（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

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。

１株当たり純資産額

 １株当たり当期純利益金額

 潜在株式調整後

 １株当たり当期純利益金額 

65,148円75銭

10,977円43銭

 

 10,633円14銭

１株当たり純資産額   13,140円59銭

１株当たり当期純損失金額 　 47,651円83銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額については、潜在株式は存在するものの１株当 

たり当期純損失であるため記載しておりません。

――――― 

　(注) １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後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　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当

期純損失金額（△）

当期純利益又は当期純損失（△）

（千円）
121,923 △1,161,703

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
121,923 △1,161,703

普通株式の期中平均株式数（株） 24,098 24,379

   

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） 419 －

（うち新株予約権 (株)）  　　　　　　(419) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

―― 旧商法第280条20及び同上21に規定

するストックオプション制度に係る

新株予約権150株
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（重要な後発事象）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

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．個別財務諸表
(1）貸借対照表

 
 

前事業年度
（平成18年3月31日）

当事業年度
（平成19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
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   1,355,465   457,665  

２．売掛金   478,201   339,790  

３．仕掛品   65,144   90,574  

４．前払費用   45,760   47,252  

５．繰延税金資産   123,860   121,500  

６．その他   5,752   9,544  

流動資産合計   2,074,185 78.3  1,066,328 65.0

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1)建物  27,797   30,555   

減価償却累計額  7,226 20,571  11,228 19,326  

(2)工具器具備品  26,527   38,048   

減価償却累計額  12,094 14,433  21,111 16,937  

有形固定資産合計   35,004 1.3  36,264 2.2

２．無形固定資産        

(1)ソフトウェア   78,571   138,317  

(2)電話加入権   406   406  

無形固定資産合計   78,978 3.0  138,724 8.5

３．投資その他の資産        

(1)関係会社株式   55,000   55,000  

(2)差入保証金   330,309   364,074  

(3)繰延税金資産   61,091   －  

(4)その他   14,350   21,682  

(5)投資損失引当金   －   △42,000  

投資その他の資産合計   460,751 17.4  398,757 24.3

固定資産合計   574,735 21.7  573,745 35.0

資産合計   2,648,920 100.0  1,640,074 100.0
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前事業年度
（平成18年3月31日）

当事業年度
（平成19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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．短期借入金   －   361,000  

２．未払金   126,554   115,912  

３．未払費用   345,754   311,803  

４．未払法人税等   123,596   26,108  

５．未払消費税等   14,961   33,235  

６．前受金   332,910   276,122  

７．預り金   21,423   55,246  

８．その他   877   1,584  

　　 流動負債合計   966,078 36.5  1,181,012 72.0

Ⅱ　固定負債        

１．退職給付引当金   44,955   54,371  

２．役員退職慰労引当金   74,024   85,650  

固定負債合計   118,979 4.5  140,021 8.5

負債合計   1,085,058 41.0  1,321,034 80.5

（資本の部）        

Ⅰ　資本金　　　　　　 ※1  837,100 31.6  － －

Ⅱ　資本剰余金        

１. 資本準備金  583,000   －   

資本剰余金合計   583,000 22.0  － －

Ⅲ　利益剰余金        

１. 当期未処分利益  143,762   －   

利益剰余金合計   143,762 5.4  － －

資本合計   1,563,862 59.0  － －

負債及び資本合計   2,648,920 100.0  － －
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前事業年度
（平成18年3月31日）

当事業年度
（平成19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
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   － －  839,500 51.2

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  －   585,400   

資本剰余金合計   － －  585,400 35.7

３．利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  －   △1,105,859   

利益剰余金合計   － －  △1,105,859 △67.4

株主資本合計   － －  319,040 19.5

純資産合計   － －  319,040 19.5

負債純資産合計   － －  1,640,074 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

当事業年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19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
（％）

Ⅰ　売上高   6,201,484 100.0  5,162,026 100

Ⅱ　売上原価   4,503,917 72.6  4,731,025 91.7

売上総利益   1,697,567 27.4  431,001 8.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  1,430,442 23.1  1,498,571 29.0

営業利益又は営業損失
　　（△）

  267,124 4.3  △1,067,570 △20.7

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  235   910   

２．補助金収入  4,373   3,634   

３．受取保険配当金  2,519   3,578   

４．保険解約返戻金  1,585   2,030   

４．受取手数料  1,720   3,830   

５．雑収入  242 10,676 0.2 609 14,594 0.3

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  815 815 0.0 1,505 1,505 0.0

経常利益又は経常損失
　　（△）

  276,985 4.5  △1,054,481 △20.4

Ⅵ　特別損失　        

１．投資損失引当金繰入額  － － － 42,000 42,000 0.8

税引前当期純利益又は税
　引前当期純損失（△）

  276,985 4.5  △1,096,481 △21.2

法人税、住民税及び事業税  165,000   28,754   

法人税等調整額

 

△24,825 140,174 2.3 63,452 92,206 1.8

当期純利益又は当期純損
　　 失（△）

 136,811 2.2  △1,188,687 △23.0

前期繰越利益   67,736     

中間配当額   60,785     

当期未処分利益   143,762     
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売上原価明細書

  
前事業年度

（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

当事業年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19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
（％）

Ⅰ　労務費  3,008,703 66.3 3,413,382 71.8

Ⅱ　外注委託費  326,147 7.2 275,878 5.8

Ⅲ　経費 ※1 1,204,291 26.5 1,067,194 22.4

　　当期総製造費用  4,539,142 100.0 4,756,455 100.0

　　期首仕掛品たな卸高  29,919  65,144  

　　　合計  4,569,062  4,821,600  

　　期末仕掛品たな卸高  65,144  90,574  

　　売上原価  4,503,917  4,731,025  

      

(原価計算の方法)

　原価計算の方法については、個別原価計算制度を採用しております。

　（注）※1　経費の主な内訳は次のとおりであります。

項目
前事業年度

（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

当事業年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

賃借料 340,498千円        408,016千円

リース料 67,235 84,603

旅費交通費 117,143 135,655
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

  
前事業年度

株主総会承認日
（平成18年６月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   143,762

Ⅱ　利益処分    

１．配当金  60,935 60,935

Ⅲ　次期繰越利益   82,827
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株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31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

事業年度中の変動額

新株の発行 2,400 2,400 2,400   4,800 4,800

剰余金の配当    △60,935 △60,935 △60,935 △60,935

当期純利益    △1,188,687 △1,188,687 △1,188,687 △1,188,687

事業年度中の変動額合計
（千円）

2,400 2,400 2,400 △1,249,622 △1,249,622 △1,244,822 △1,244,822

平成19年３月31日　残高
（千円）

839,500 585,400 585,400 △1,105,859 △1,105,859 319,040 319,040
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

当事業年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

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。

子会社株式

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

仕掛品

個別法による原価法を採用しております。

（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。 

仕掛品

同左

 

―――――

３．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 

（1）有形固定資産

同左

 

 　　

　　　

（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。

（2）無形固定資産

同左

 

４．繰延資産の処理方法 新株発行費

支出時に全額費用として処理しておりま

す。

株式交付費 

支出時に全額費用として処理しておりま

す。

５．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、当期においては

該当がないため計上しておりません。

（1）貸倒引当金

同左

 （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）

に基づき計上しております。

（2）退職給付引当金

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。

（3）役員退職慰労引当金

同左

 ――――――

 

（4）投資損失引当金

関係会社への投資に対する損失に備え

るため、投資先の財政状態を勘案して、

必要額を計上しております。 

６．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

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

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

同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

当事業年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

項 しております。
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

当事業年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

（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。 

 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当事業年度より「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319,040

千円であります。

財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規則に

より作成しております。

――――― （役員賞与に係る会計基準）

 当事業年度より「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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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年3月31日）

当事業年度
（平成19年3月31日）

※1　授権株式数及び発行済株式総数 ――――― 

　 　授権株式数　　　　普通株式　　　95,000株

　 　発行済株式総数　　普通株式　　　24,374株

　 　

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

当事業年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

※1　販売費に属する費用のおおよその割合は1％、一般管

理費に属する費用のおおよその割合は99％でありま

す。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※1　販売費に属する費用のおおよその割合は1 ％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は99％であり

ます。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 131,437千円

給与手当 452,619

退職給付費用 6,253

賃借料 124,395

租税公課 112,292

支払手数料 129,761

役員退職慰労引当金繰入額 19,879

減価償却費 6,730

役員報酬       148,012千円

給与手当 525,625

退職給付費用 23,747

賃借料 123,228

租税公課 88,964

支払手数料 111,780

役員退職慰労引当金繰入額 20,626

減価償却費 37,383

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自平成18年4月1日　至平成19年3月31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）

前事業年度
（自　平成17年4月 1日

至　平成18年3月31日）

当事業年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19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

(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）

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

 
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 8,189 15,450

工具器具備品 213,766 100,505 113,261

ソフトウェア 13,645 5,117 8,528

合計 251,052 113,812 137,240

　(2) 未経過リース料期末残高相当額 　(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 44,459千円

１年超 106,480

合計 150,940

１年内 43,770千円

１年超 86,043

合計 129,813

(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 50,506千円

減価償却費相当額 45,750

支払利息相当額 6,010

支払リース料 53,490千円

減価償却費相当額 48,609

支払利息相当額 5,442

　(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

　(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

２．オペレーティング・リース取引

 　　　未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

 　　　未経過リース料

１年内 7,367千円

１年超 9,570

合計 16,937

１年内      7,094千円

１年超 3,645

合計 10,739

（有価証券関係）

　前事業年度（自平成17年4月1日　至平成18年3月31日）

当事業年度末において子会社及び関連会社で時価のあるものはありません。

　当事業年度（自平成18年4月1日　至平成19年3月31日）

当事業年度末において子会社及び関連会社で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成17年4月 1日

至　平成18年3月31日）

当事業年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

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

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

（単位：千円） （単位：千円）

繰延税金資産 繰延税金資産

未払事業税 11,326  未払事業税 3,675  

未払賞与 92,078  未払賞与 76,073  

退職給付引当金 18,206  退職給付引当金 22,020  

役員退職慰労引当金 29,980  役員退職慰労引当金 34,688  

その他 33,359  繰越欠損金 449,837  

繰延税金資産合計 184,952  投資損失引当金 17,010  

   その他 24,174  

   小計 627,479  

   評価性引当金 △505,979  

   繰延税金資産合計 121,500  

      

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

（単位：％） 当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、

記載しておりません。　　

法定実効税率 40.5     

（調整）      

住民税均等割等 8.8     

交際費等永久に損金算入されない項目 0.5     

その他 0.8     

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.6     
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年4月 1日

至　平成18年3月31日）

当事業年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

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年年５月20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。 

１株当たり純資産額 

１株当たり当期純利益金額 

 潜在株式調整後

 １株当たり当期純利益金額 

65,148円75銭

 11,235円19銭

 

 10,822円81銭

１株当たり純資産額  13,057円23銭

１株当たり当期純損失金額     48,758円67銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額については、潜在株式は存在するものの１株当

たり当期純損失であるため記載しておりません。

 

―――――

　(注) １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後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。

 
前事業年度

（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

当事業年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当

期純損失金額

当期純利益又は当期純損失（△）

（千円）
136,811 △1,188,687

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
136,811 △1,188,687

普通株式の期中平均株式数（株） 24,098 24,379

   

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） 419 ―

（うち新株予約権 (株)） (419) (―)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

― 旧商法第280条20及び同上21に規定

するストックオプション制度に係る

新株予約権150株
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年4月 1日

至　平成18年3月31日）

当事業年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

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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６．その他
(1）役員の異動

(1) 代表者の異動 

　該当事項はありません。 

(2) その他の役員の移動　

　① 新任監査役候補

　　監査役　　太田　裕士

　② 退任予定監査役

　　監査役　　竹花　勲

(3) 就任予定日 

　　平成19年6月28日

(2）その他
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