
 

 

 

 

   

 

 
  

(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３四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年12月31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３四半期 6,840 ― 320 ― 331 ― 435 ―

20年３月期第３四半期 4,697 27.3 △446 ― △438 ― △583 ―

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３四半期 16,854 35 16,812 70
20年３月期第３四半期 △23,538 97 ― ―

 (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３四半期 2,288 694 28.9 25,592 58

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３四半期 661百万円 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 10,369 ― 409 ― 427 ― 517 ― 20,029 69
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(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３四半期 25,834株 20年３月期 25,834株

21年５月期第３四半期 0株 20年３月期 0株

21年５月期第３四半期 25,834株 20年３月期第３四半期 24,780.18株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四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世界

経済の減速のなか、輸出や設備投資が大幅に減少し、企業収益は悪化を続けており、雇用・所得環境が

厳しさを増す中で個人消費も弱まるなど、景気後退が一段と深刻になりました。 

 建築・住宅業界においては、新築住宅着工戸数が平成19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大幅な減少からの反動により、第２四半期連結会計期間には対前年同期比＋

40％と高い伸びを見せましたが、その後景気後退の影響により10月には対前年同月比＋20％、11月には

±０％、12月には△６％とかなり厳しい状況にあります。 

 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10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３四半期連結累計期間の業績は、確認検査業務の増収が寄与し、売上高は6,840百万

円となりました。 

 一方、営業費用は6,519百万円となり、これにより、営業利益は320百万円、経常利益は331百万円と

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435百万円となりました。 

 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4,799百万円となりました。 

 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３四半期連結会計期間末において308名となりました。  

（住宅性能事業）  

 戸建住宅、共同住宅ともに業務拡大し、売上高は1,300百万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740百万円と増収とな

りました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ676百万円増加し2,288百

万円となりました。これは、固定資産が４百万円減少したものの流動資産が681百万円増加したことに

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499百万円、繰延税金資産の計上129百万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224百万円増加し1,594百万円となりました。これは、

未払金が44百万円、未払法人税等が16百万円減少したものの、短期借入金の増加137百万円、前受金の

増加90百万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452百万円増加し694百万円となりました。これは、

四半期純利益による利益剰余金の増加435百万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３四半期連結会計期間において、景気後退が一段と深刻化する状況の中で、当社グループは前年

同期の実績を上回る売上高を確保することが出来ましたが、景気後退の影響により全国の建築確認申請

件数が10月には対前年同月比△９％、11月には△22%、12月には△13%と減少しており、特に当社グルー

プのシェアが大きい大型案件の減少が顕著な状況にあります。 

 このような情勢の下、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益とも前回予想を下回り、当社グルー

プの通期連結業績予想について、連結売上高10,369百万円、連結営業利益409百万円、連結経常利益427

百万円、連結当期純利益517百万円、１株当たり当期純利益20,029.69円に修正することとしました。  

 なお、当社グループといたしましては、戸建住宅は景気に比較的左右されない安定的な市場であるこ

とから、従来大型案件に比べ市場シェアの低かった同分野において、シェアの拡大を追求してまいりま

す。 

 また、住宅にかかる新制度として平成20年４月から「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する

法律」(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、平成20年12月には「長期優良住宅の普及の促進

に関する法律」(200年住宅)が公布されたことに伴い、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の機会として捉え、収益の増大を目指します。  

 今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

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) 10,369百万 409百万 427百万 517百万 20,029.69

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

増 減 率 48.3% ― ― ― ―
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

日本ＥＲＩ㈱(2419)平成21年５月期第３四半期決算短信
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 710,037 210,820

売掛金 345,795 425,612

有価証券 199,979 －

仕掛品 299,851 374,125

繰延税金資産 129,600 －

その他 71,314 63,505

貸倒引当金 △1,185 －

流動資産合計 1,755,393 1,074,063

固定資産   

有形固定資産 24,935 27,205

無形固定資産 84,394 106,386

投資その他の資産   

差入保証金 389,184 374,945

その他 38,820 28,990

貸倒引当金 △4,320 －

投資その他の資産合計 423,685 403,935

固定資産合計 533,015 537,527

資産合計 2,288,408 1,611,591

負債の部   

流動負債   

短期借入金 137,500 －

未払金 175,010 219,495

未払費用 311,189 311,854

未払法人税等 34,604 50,920

前受金 624,509 534,235

その他 103,440 75,716

流動負債合計 1,386,253 1,192,223

固定負債   

退職給付引当金 80,546 71,119

役員退職慰労引当金 127,347 106,556

固定負債合計 207,893 177,675

負債合計 1,594,147 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 △1,017,701 △1,453,116

株主資本合計 661,158 225,743

新株予約権 31,994 15,388

少数株主持分 1,107 560

純資産合計 694,260 241,692

負債純資産合計 2,288,408 1,611,591
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(2)【四半期連結損益計算書】 
 【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 6,840,421

売上原価 5,260,889

売上総利益 1,579,531

販売費及び一般管理費 1,259,054

営業利益 320,477

営業外収益  

受取利息 1,049

補助金収入 2,000

保険配当金 5,436

受取手数料 1,332

雑収入 1,737

営業外収益合計 11,555

営業外費用  

支払利息 820

営業外費用合計 820

経常利益 331,212

税金等調整前四半期純利益 331,212

法人税、住民税及び事業税 24,849

法人税等調整額 △129,600

法人税等合計 △104,750

少数株主利益 547

四半期純利益 435,415
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 331,212

減価償却費 32,132

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,427

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 20,791

受取利息 △1,049

支払利息 820

売上債権の増減額（△は増加） 79,817

たな卸資産の増減額（△は増加） 74,274

未払金の増減額（△は減少） △44,485

未払費用の増減額（△は減少） △665

前受金の増減額（△は減少） 90,274

その他 33,337

小計 625,886

利息及び配当金の受取額 1,049

利息の支払額 △1,061

法人税等の支払額 △35,826

営業活動によるキャッシュ・フロー 590,047

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 60,000

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 △3,050

無形固定資産の取得による支出 △5,550

差入保証金の差入による支出 △14,431

差入保証金の回収による収入 192

その他 △5,510

投資活動によるキャッシュ・フロー △28,350

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 250,000

短期借入金の返済による支出 △112,500

財務活動によるキャッシュ・フロー 137,500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 699,196

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 910,017
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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。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12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。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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

4,799,562 1,300,485 740,373 6,840,421 ― 6,840,421

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― 6,738 6,738 (6,738) ―

計 4,799,562 1,300,485 747,112 6,847,160 (6,738) 6,840,421

営業利益 246,863 26,160 47,453 320,477 ― 320,477

【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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(要約)前年四半期連結損益計算書 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

「参考資料」

科   目

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日)

金額（百万円)

Ⅰ 売上高 4,697

Ⅱ 売上原価 3,886

   売上総利益 810

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,256

   営業損失 446

Ⅳ 営業外収益 13

Ⅴ 営業外費用 5

  経常損失 438

  税金等調整前四半期純損失 438

  税金費用 145

  少数株主損失 0

  四半期純損失 583
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