
 

 

 

 

   

 

 
  

(百万円未満切捨て) 

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注) 1. 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

     2. 平成21年５月期は、３月決算から５月決算に決算期の変更をしたことに伴い、第４四半期末の予想を記載し 

  ております。             

  

(％表示は、対前期増減率) 

 
(注) 1. 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

   2. 平成21年５月期は、３月決算から５月決算に決算期の変更をしたことに伴い、14ヶ月の業績予想となってお 

  りますので、対前年増減比率は記載しておりません。 
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1. 平成21年５月期第２四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年９月30日）

 (1) 連結経営成績(累計)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年５月期第２四半期 4,607 ― 276 ― 285 ― 381 ―

20年３月期第２四半期 2,747 16.6 △529 ― △521 ― △658 ―

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益

円 銭 円 銭

21年５月期第２四半期 14,771 99 14,730 37
20年３月期第２四半期 △26,941 56 ― ―

 (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

21年５月期第２四半期 2,109 634 28.8 23,510 22

20年３月期 1,611 241 14.0 8,738 23

(参考) 自己資本 21年５月期第2四半期 607百万円 20年３月期 225百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 第４半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

 20年３月期 ― 0 00 ― ― 0 00 0 00

 21年５月期 ― 0 00 ― ― ―
 21年５月期(予想) ─ ― ― ― 0 00 0 00

3. 平成21年５月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年５月31日）

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

通期 10,935 ― 634 ― 651 ― 725 ― 28,079 40

― １ ―



  

 

 
  
(4) 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） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

1.上記の業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業
績は今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。業績予想の背景、前提条件
等については、３ページ「1.連結経営成績に関する定性的情報」をご覧ください。 

2.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に
関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財
務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

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

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項等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

21年５月期第２四半期 25,834株 20年３月期 25,834株

21年５月期第２四半期 0株 20年３月期 0株

21年５月期第２四半期 25,834株 20年３月期第２四半期 24,434株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

― ２ ―



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した国際

金融市場の不安定さが高まるなか、エネルギー・原材料価格高の影響もあり、企業収益や設備投資が減

少するなど、景気は停滞しました。 

 建築・住宅業界においては、新設住宅着工数が第１四半期には対前期比△11％と減少しましたが、平

成20年７月には、昨年６月20日に施行された改正建築基準法の周知不足に伴う混乱による新築住宅着工

件数の大幅な減少からの反動により対前年同月比＋19％、８月には＋54％の高い伸びを見せました。し

かしながら、依然として十分な回復とは言い難い状況にあります。 

 このような情勢の下、当社グループは全国30拠点に整備されたサービスネットワーク体制及び高い業

務品質と充実したサービスメニューを武器に「ＥＲＩブランド」を確立し、技術的評価を高めることに

よって他機関との差別化を図り、堅実で安定した収益を上げる仕組みを構築することを課題として取り

組んでまいりました。  

 また、平成19年９月と平成20年３月に確認申請手数料の値上げを実施したことにより収益力は大きく

改善いたしました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、確認検査業務の大幅な増収が寄与し、売上高は

4,607百万円となりました。 

 一方、営業費用は4,331百万円となり、これにより、営業利益は276百万円、経常利益は285百万円と

なり、また、引き続き当社の業績は改善が進むと想定されるため、今後見込まれる課税所得の一部につ

いて繰延税金資産を計上したことに伴い、四半期純利益は381百万円となりました。 

 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）  

 前連結会計年度には改正建築基準法による混乱の影響を大きく受けましたが、高度な審査能力により

顧客の信頼を回復し、確認申請手数料の値上げが浸透した結果、売上高は適合判定の増加による増収も

あり3,249百万円と大幅な増収となりました。 

 なお、確認検査業務におきましては、建築基準適合判定資格者（確認検査員）の在籍数により、業務

執行量の制限があるため、当社グループでは従業員の資格取得に全社を挙げて取り組んでおりますが、

確認検査員の在籍数は当第２四半期連結会計期間に６名増加し、306名となりました。  

（住宅性能評価事業）  

 売上高は戸建住宅、共同住宅とも順調に推移し、売上高は870百万円と増収となりました。  

（その他事業） 

 景気の減速等に伴うソリューション業務の減収があったものの、評定業務は順調に業務拡大し、また

平成19年６月より開始した構造計算適合性判定業務による増収もあり、売上高は487百万円と増収とな

りました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末より497百万円増加し2,109百万

円となりました。これは、固定資産が７百万円減少したものの流動資産が505百万円増加したことによ

るものであります。 

流動資産の増加は、現金及び預金の増加356百万円、繰延税金資産の計上113百万円等によるものであ

り、固定資産の減少は、主に減価償却費の計上によるものであります。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ104百万円増加し1,474百万円となりました。これは、

未払金が26百万円、未払法人税等が19百万円減少したものの、前受金の増加92百万円、未払費用の増加

61百万円等によるものであります。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ393百万円増加し、634百万円となりました。これ

は、四半期純利益による利益剰余金の増加381百万円等によるものであります。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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当第２四半期連結累計期間の業績は、厳しい環境の中、平成20年５月13日に公表した業績見通しを上

回ることが出来ました。 

 しかしながら、米国のサブプライムローン問題に端を発した国際的な金融市場の混乱など、景気の下

振れリスクは高まり、住宅着工が低迷する可能性があります。 

 他方、住宅にかかる新制度として平成20年４月から「住宅瑕疵担保履行法」が施行されたほか、学校

施設の耐震化を加速するために平成20年６月から「地震防災対策特別措置法」の一部改正法が施行さ

れ、また、「長期優良住宅普及促進法」（200年住宅）が開始される予定であり、当社グループとして

は、住宅性能評価制度の格段の普及と現場検査ニーズの増大による収益機会の増大を捉える好機にあり

ます。 

 このような情勢の下、当社グループの通期連結業績予想について、売上高10,935百万円、営業利益

634百万円、経常利益651百万円、当期純利益725百万円、1株当たり当期純利益28,079.40円に修正する

こととしました。 

  

該当はありません。 
  

  

固定資産の減価償却費の算定方法 
  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して 
 算定する方法によっています。 
  

  

①  当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に 

   関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財 

   務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②  「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)を 

   第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価 

   切り下げの方法)に変更しております。 

   これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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

21年５月期(予想) 10,935百万円 634百万円 651百万円 725百万円 28,079.40円

20年３月期(実績) 6,994百万円 △221百万円 △212百万円 △349百万円 △13,948.32円

増 減 率 56.3% ― ― ― ―

注)平成21年５月期は、３月決算から５月決算に決算期の変更をしたことに伴い、14ヶ月の業績予想となっております。

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期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
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 567,166 210,820 

売掛金 430,773 425,612 

仕掛品 392,111 374,125 

繰延税金資産 113,400 － 

その他 77,381 63,505 

貸倒引当金 △1,470 － 

流動資産合計 1,579,361 1,074,063 

固定資産 

有形固定資産 25,505 27,205 

無形固定資産 91,424 106,386 

投資その他の資産 

差入保証金 380,287 374,945 

その他 36,993 28,990 

貸倒引当金 △4,320 － 

投資その他の資産合計 412,961 403,935 

固定資産合計 529,891 537,527 

資産合計 2,109,253 1,611,591 

負債の部 

流動負債 

未払金 192,945 219,495 

未払費用 373,483 311,854 

未払法人税等 31,260 50,920 

前受金 626,320 534,235 

その他 53,845 75,716 

流動負債合計 1,277,856 1,192,223 

固定負債 

退職給付引当金 74,578 71,119 

役員退職慰労引当金 121,907 106,556 

固定負債合計 196,485 177,675 

負債合計 1,474,341 1,369,898 

純資産の部 

株主資本 

資本金 966,480 966,480 

資本剰余金 712,380 712,380 

利益剰余金 △1,071,496 △1,453,116 

株主資本合計 607,363 225,743 

新株予約権 26,560 15,388 

少数株主持分 988 560 

純資産合計 634,912 241,692 

負債純資産合計 2,109,253 1,611,591 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

 【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 4,607,594 

売上原価 3,496,098 

売上総利益 1,111,496 

販売費及び一般管理費 835,072 

営業利益 276,423 

営業外収益 

受取利息 450 

補助金収入 2,000 

保険配当金 5,436 

受取手数料 443 

雑収入 1,157 

営業外収益合計 9,488 

営業外費用 

支払利息 602 

営業外費用合計 602 

経常利益 285,309 

税金等調整前四半期純利益 285,309 

法人税、住民税及び事業税 16,660 

法人税等調整額 △113,400 

法人税等合計 △96,739 

少数株主利益 428 

四半期純利益 381,619 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純利益 285,309 

減価償却費 21,362 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,459 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15,350 

受取利息 △450 

支払利息 602 

売上債権の増減額（△は増加） △5,160 

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,986 

未払金の増減額（△は減少） △26,550 

未払費用の増減額（△は減少） 61,628 

前受金の増減額（△は減少） 92,085 

その他 △23,174 

小計 406,475 

利息及び配当金の受取額 450 

利息の支払額 △602 

法人税等の支払額 △35,764 

営業活動によるキャッシュ・フロー 370,560 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の払戻による収入 30,000 

定期預金の預入による支出 △60,000 

有形固定資産の取得による支出 △1,788 

無形固定資産の取得による支出 △3,400 

差入保証金の差入による支出 △5,533 

差入保証金の回収による収入 192 

その他 △3,683 

投資活動によるキャッシュ・フロー △44,213 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 100,000 

短期借入金の返済による支出 △100,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 326,346 

現金及び現金同等物の期首残高 210,820 

現金及び現金同等物の四半期末残高 537,166 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

なお、当社は２期連続し大幅な営業損失を計上したことから、平成20年３月期中間決算短信以降、

当注記を記載しておりましたが、当四半期連結累計期間においては業績が順調に回復したことによ

り、営業利益、四半期純利益が黒字に転換し、引き続き当社の業績は改善が進むと想定されるため、

この度、注記の対象から除外する事となりました。詳細については「参考資料」の（３）継続企業の

前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載の通りであります。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
(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、一定規模以上の建  

築物の構造計算適合性判定、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リジェ

ンス（調査）やインスペクション（検査）、建築資金支払管理などが含まれております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20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。 

  

 該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

確認検査事業 
(千円)

住宅性能評価
事業 
(千円)

その他の事業
(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

3,249,217 870,852 487,524 4,607,594 ― 4,607,594

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― 4,068 4,068 (4,068) ―

計 3,249,217 870,852 491,593 4,611,662 (4,068) 4,607,594

営業利益 214,500 29,327 32,595 276,423 ― 276,423

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表 

 (１)中間連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

科   目

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日)

金額（千円)

Ⅰ 売上高 2,747,553

Ⅱ 売上原価 2,440,605

   売上総利益 306,948

Ⅲ 販売費及び一般管理費 836,296

   営業損失 529,348

Ⅳ 営業外収益

 １． 受取利息 861

 ２． 補助金収入 500

 ３． 受取保険配当金 6,927

 ４． 受取手数料 1,521

 ５． 雑収入 2,627 12,438

Ⅴ 営業外費用

 １． 支払利息 4,018

 ２． リース解約損 649 4,667

  経常損失 521,577

  税金等調整前中間純損失 521,577

  法人税、住民税及び事業税 15,865

  法人税等調整額 121,500 137,365

  少数株主損失 652

  中間純損失 658,290
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 (２)中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

（単位：千円）

区分
前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年６月30日)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

1. 税金等調整前中間純損失 △ 521,577

2. 減価償却費 22,643

3. 退職給付引当金の増減額 11,194

4. 役員退職慰労引当金の増減額 10,452

5. 受取利息 △ 861

6. 支払利息 4,018

7. 売上債権の増減額 △ 63,910

8. たな卸資産の増減額 △ 155,664

9. 未払金の増減額 44,763

10. 未払費用の増減額 72,157

11. 前受金の増減額 115,031

12. その他 36,306

小計 △ 425,446

13. 利息及び配当金の受取額 861

14. 利息の支払額 △ 5,122

15. 法人税等の支払額 △ 13,808

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 443,515

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 △ 418

2. 無形固定資産の取得による支出 △ 1,367

3. 差入保証金の支出 △ 18,064

4. 差入保証金の回収による収入 3,758

5. その他 △ 3,653

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 19,746

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 716,339

2. 短期借入金の返済による支出 △ 451,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 265,339

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △ 197,922

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 472,326

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 274,404
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 (３)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 
  

前中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日  
  至 平成19年９月30日)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
  至 平成20年９月30日)

 当社グループは、当中間連結会計期間において、建
築基準法等の改正施工に伴う業務の一時的遅滞を主因
として529百万円の営業損失を計上し、繰延税金資産の
取崩等により中間純損失は658百万円となりました。当
社グループは、前連結会計年度において、耐震偽装事
件に関連して一部業務の停止という行政処分を受けた
ことから大幅な当期純損失を計上しており、当中間連
結会計期間において引き続き中間純損失となったこと
から当中間連結会計期間末において332百万円の債務超
過となり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在
しております。 
 当社グループはこうした状況を解消するため、以下
の施策を実行しております。 
①当社は平成19年10月25日を払込期日とする第三者割
当増資253百万円を実施し、自己資本の充実を図りまし
た。割当先と割当株式数は以下のとおりです。 
     ミサワホーム株式会社  250株 
     三井ホーム株式会社   250株 
     大和ハウス工業株式会社 250株 
     パナホーム株式会社   250株 
     積水化学工業株式会社  250株 
     鈴木崇英        100株 
     中澤芳樹         50株 
②確認検査業務の採算性悪化を解消するため、平成19
年9月1日から平均で40％の手数料引き上げを実施いた
しました。 
③確認検査業務の遅滞解消に向け、国土交通省の技術
的助言等に基づき、審査内容や事務手続きの改善を進
めております。 
 こうした企業努力により、確認検査業務の受注は急
速に回復しており、下期においても引き続き高水準の
受注が期待されることから、下期には利益を計上し、
年度通期においても利益を確保する計画であり、当連
結会計年度末においては債務超過を解消できるよう努
めてまいります。 
 中間連結財務諸表は継続企業を前提として作成され
ており、このような重要な疑義の影響を中間連結財務
諸表には反映しておりません。

──────

(「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状
況」の解消について)

当社グループは、前々連結会計年度において、耐震
偽装事件に関連して一部業務の停止という行政処分を
受けたことから大幅な営業損失（1,084,346千円）及び
当期純損失（1,161,703千円）を計上いたしました。 
  前連結会計年度においても、改正建築基準法に伴う
確認申請の混乱の影響により、前中間連結会計期間に
大幅な中間純損失（658,290千円）を計上いたしました
が、平成19年10月以降は確認検査業務の遅滞解消に努
めたことにより急速に受注が回復し、また、確認検査
業務の採算性悪化を解消するため、平成19年９月より
平均で40％、さらに平成20年３月より平均で５％の手
数料の値上げを実施したことにより、収益力は大きく
改善し、前連結会計年度では、営業損失及び当期純損
失の解消には至らなかったものの、損失金額はそれぞ
れ221,029千円、349,293千円に留まりました。 
 当社グループは、こうした状況を解消するために、
引き続き前連結会計年度に実施いたしました確認申請
手数料の値上げの効果を確実なものとし、国土交通省
の指導のもと確認業務の適正かつ円滑な執行に努める
ことにより、一層収益力の向上を図ってまいりまし
た。 
  その結果、当第２四半期連結累計期間においては、
業績は順調に回復し、営業利益（276,423千円）及び四
半期純利益（381,619千円）を計上するに至り、また、
引き続き当社の業績は改善が進むと想定されます。 
 従いまして、「継続企業の前提に関する重要な疑義
を抱かせる状況」は解消したものと判断しておりま
す。 
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 (４)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19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 
(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、住宅金融支援機構の審査・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19年４月１日 至 平成19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。 

  

  ｃ. 海外売上高 

    前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19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。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

確認検査事業
(千円)

住宅性能評価
事業 
(千円)

その他の事業
(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 1,641,417 731,131 375,004 2,747,553 ― 2,747,553

 (2) セグメント間の内部売上高又 
      は振替高

― ― 2,723 2,723 (2,723) ―

計 1,641,417 731,131 377,727 2,750,276 (2,723) 2,747,553

営業費用 2,065,242 783,228 431,152 3,279,624 (2,723) 3,276,901

営業損失 423,825 52,097 53,425 529,348 ― 529,348
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