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1.  平成22年1月期第1四半期の連結業績（平成21年2月1日～平成21年4月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

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 ％

22年1月期第1四半期 482 ― 90 ― 90 ― 52 ―
21年1月期第1四半期 468 △0.2 99 △20.3 99 △19.8 57 △18.1

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

22年1月期第1四半期 2,341.72 ―
21年1月期第1四半期 2,531.49 2,528.93

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

22年1月期第1四半期 1,867 1,701 91.1 76,132.08
21年1月期 1,978 1,732 87.5 77,517.82

（参考） 自己資本   22年1月期第1四半期  1,701百万円 21年1月期  1,732百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

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 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年1月期 ― 2,000.00 ― 4,000.00 6,000.00
22年1月期 ―
22年1月期 

（予想）
2,000.00 ― 4,000.00 6,000.00

3.  平成22年1月期の連結業績予想（平成21年2月1日～平成22年1月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

第2四半期 
連結累計期間

1,026 7.4 248 15.1 247 10.0 145 4.6 6,524.98

通期 2,135 8.3 532 20.7 531 17.4 312 17.5 13,968.24
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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  

(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  
[（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。] 

(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） 

[（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。] 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績の予想に関する事項については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結
業績予想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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年1月期第1四半期 23,290株 21年1月期  23,290株
② 期末自己株式数 22年1月期第1四半期  946株 21年1月期  946株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年1月期第1四半期 22,344株 21年1月期第1四半期 22,646株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を発端とする世界的な金融不安の

影響により景気後退局面に突入し、企業収益の減少や雇用情勢の悪化が顕在化するなど、非常に厳しい状況にあ

りました。 

 住宅業界におきましては、不動産市況の悪化や個人所得に改善が見られないこと等に加え、株式市場の低迷に

よる個人金融資産の減価が住宅に対する購入意欲の低下をもたらしており、新設住宅着工は減少傾向が続いてお

ります。 

 このような経済状況のもとで、当社グループ（当社及び連結子会社）は、建築設備設計コンサルティング事業

における設計積算業務の市場シェアを拡大するべく営業活動に注力するとともに、中長期的な成長を目指して新

しい事業分野を開拓し、収益基盤の強化に取り組みました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は482百万円、営業利益90百万円、経常利益90百万円、四

半期純利益52百万円となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。  

① 建築設備設計コンサルティング事業 

 設計積算業務において新規得意先からの設計受託が増加したことにより、売上高は427百万円となりまし

た。一方、人員の増加に伴う人件費の増加により営業利益は116百万円となりました。 

② 建築設備申請監理事業 

 首都圏のマンション・商業施設に関する建設需要の低迷が続き、当社グループの受託物件数が減少した

ことにより、売上高は55百万円、営業利益は8百万円となりました。 

  

  

（１）財政状態の変動状況  

（資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて6.1％減少し、1,623百万円となりました。これは、主として法

人税等の支払（111百万円）により、現金及び預金が96百万円減少したことによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて2.7％減少し、243百万円となりました。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、5.6％減少し、1,867百万円となりました。  

（負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて35.8％減少し、144百万円となりました。これは、主として未

払法人税等が81百万円減少したことによります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて1.4％増加し、21百万円となりました。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末と比べて、32.6％減少し、166百万円となりました。 

（純資産）  

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.8％減少し、1,701百万円となりました。これは、四半期純

利益（52百万円）の計上による増加の一方で、配当金による取崩し（89百万円）により、利益剰余金が37

百万円減少したこと等によります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末

に比べ96百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には1,297百万円となりました。当第１四半期連結会

計期間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） 

 営業活動の結果使用した資金は、19百万円となりました。税金等調整前四半期純利益90百万円を基礎と

して、法人税等の支払額111百万円を支出したこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、３百万円となりました。支出の主な内訳は、有形・無形固定資産の取

得による支出２百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、75百万円となりました。支出の主な内訳は、配当金の支払75百万円に

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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 平成21年３月17日発表の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。  

  

  

 該当事項はありません。 

 なお、当社グループにおいて、株式会社エプコは平成21年５月１日にて100％連結子会社である株式会社マ

ストを吸収合併しております。詳細につきましては、平成21年３月６日公表の「連結子会社との吸収合併（簡

易合併・略式合併）に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

   

①簡便な会計処理 

・一般債権の貸倒見積高の算定方法  

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと

認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

・固定資産の減価償却費の方法 

 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

法によっております。  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。  

  

  

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当第1四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年5月17日）を適用しております。 

なお、これによる損益への影響はありません。  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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１四半期連結会計期間末
(平成21年４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21年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,297,489 1,393,771

受取手形及び売掛金 299,492 295,888

その他 29,199 40,722

貸倒引当金 △2,678 △2,314

流動資産合計 1,623,502 1,728,067

固定資産   

有形固定資産 131,741 136,807

無形固定資産 52,757 55,705

投資その他の資産 59,162 58,023

固定資産合計 243,661 250,536

資産合計 1,867,163 1,978,604

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,354 15,327

未払法人税等 30,505 112,253

賞与引当金 5,586 －

その他 98,246 97,884

流動負債合計 144,692 225,465

固定負債   

役員退職慰労引当金 15,028 16,606

その他 6,346 4,473

固定負債合計 21,375 21,079

負債合計 166,068 246,545

純資産の部   

株主資本   

資本金 87,232 87,232

資本剰余金 118,032 118,032

利益剰余金 1,686,193 1,723,245

自己株式 △188,683 △188,683

株主資本合計 1,702,773 1,739,826

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △1,678 △7,768

評価・換算差額等合計 △1,678 △7,768

純資産合計 1,701,095 1,732,058

負債純資産合計 1,867,163 1,978,604
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 482,280

売上原価 290,587

売上総利益 191,692

販売費及び一般管理費 101,376

営業利益 90,316

営業外収益  

受取利息 802

その他 537

営業外収益合計 1,340

営業外費用  

売上割引 1,156

その他 43

営業外費用合計 1,200

経常利益 90,456

税金等調整前四半期純利益 90,456

法人税、住民税及び事業税 29,509

法人税等調整額 8,623

法人税等合計 38,132

四半期純利益 52,323
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４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 90,456

減価償却費 13,114

売上債権の増減額（△は増加） △2,180

仕入債務の増減額（△は減少） △4,973

その他 △5,716

小計 90,699

利息及び配当金の受取額 804

法人税等の支払額 △111,321

営業活動によるキャッシュ・フロー △19,817

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △1,095

無形固定資産の取得による支出 △1,045

その他 △1,070

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,211

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △75,365

財務活動によるキャッシュ・フロー △75,365

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △96,282

現金及び現金同等物の期首残高 1,393,771

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,297,489
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 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年２月１日 至平成21年４月30日） 

 （注）１．事業区分は、サービスの種類、性質、販売市場等の類似性を考慮して決定しております。 

２．各事業の主要なサービスの内容 

(1)建築設備設計コンサルティング……低層住宅の建築設備の調査・設計・積算受託業務とそれに伴う設備部

材・工法のコンサルティング業務及び設備工業化部材の加工情報提供

業務並びにカスタマーセンター受託業務 

(2)建築設備申請監理      ……建築設備工事の官公庁申請・監理業務の受託 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年２月１日 至平成21年４月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年２月１日 至平成21年４月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

  

 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〕

  
建築設備設計
コンサルティ
ング（千円） 

建築設備申請
監理（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  427,160  55,119  482,280  －  482,280

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  427,160  55,119  482,280  －  482,280

営業利益  116,305  8,144  124,449  (34,133)  90,316

〔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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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成20年２月１日～４月30日） 

  

  

  

科目 

前年同四半期 
（平成21年１月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  468

Ⅱ 売上原価  279

売上総利益  188

Ⅲ 販売費及び一般管理費  89

営業利益  99

Ⅳ 営業外収益  2

Ⅴ 営業外費用  1

経常利益  99

Ⅵ 特別利益  －

Ⅶ 特別損失  －

税金等調整前四半期純利益  99

税金費用  42

四半期純利益  57
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前第１四半期連結累計期間（平成20年２月１日～４月30日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成21年１月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 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  99

減価償却費  11

売上債権の減少額  1

仕入債務の減少額  △9

その他   6

小計  110

法人税等の支払額  △81

その他  1

営業活動によるキャッシュ・フロー  30

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

有形固定資産の取得による支出  △10

無形固定資産の取得による支出  △1

その他  △0

投資活動によるキャッシュ・フロー  △11

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

自己株式の取得による支出  △41

自己株式の処分による収入  0

配当金の支払額   △91

財務活動によるキャッシュ・フロー  △132

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  0

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額  △113

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,252

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  1,139
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当第１四半期連結累計期間（自平成20年２月１日 至平成20年４月30日）        （単位：百万円）

 （注）１．事業区分は、サービスの種類、性質、販売市場等の類似性を考慮して決定しております。 

２．各事業の主要なサービスの内容 

(1)建築設備設計コンサルティング……低層住宅の建築設備の調査・設計・積算受託業務とそれに伴う設備部

材・工法のコンサルティング業務及び設備工業化部材の加工情報提供

業務並びにカスタマーセンター受託業務 

(2)建築設備申請監理      ……建築設備工事の官公庁申請・監理業務の受託 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は36百万円であり、その主なものは、

親会社の管理部門にかかる費用であります。  

  

当第１四半期連結累計期間（自平成20年２月１日 至平成20年４月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

  

当第１四半期連結累計期間（自平成20年２月１日 至平成20年４月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

  

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
建築設備設計
コンサルティ
ング 

建築設備申請
監理 

計 消去又は全社 連結 

売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高  402  65  468  －  468

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  402  65  468  －  468

営業費用  279  53  333  36  369

営業利益  122  12  135  (36)  99

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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（１）販売の状況（連結）  

 （注）1.本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

    2.セグメント間の取引はありません。 

   

（２）設計受託戸数の推移  

 建築設備設計コンサルティング事業における設計受託戸数の推移は、下記のとおりであります。 

 （注）① 「Ａ 設計」・・・当社の設計サービスをフルラインで提供している場合の設計を表し、主に平均単価20千

円／棟以上の設計であります。  

 
  屋内給水給湯設計サービスから工事発注積算サービスまでフルライン提供。 

  

② 「Ｂ 設計」・・・当社の設計サービスのうち一部を限定的に提供している場合の設計を表し、主に平均単

価20千円／棟未満の設計であります。 

 
  屋内給水給湯設計サービスのみ提供。 

６．その他の情報

  （単位：千円）

事業の種類別セグメントの名称 

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

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年２月１日 
至 平成21年４月30日） 

金額 構成比 金額 構成比 

建築設備設計

コンサルティ

ング事業 

    ％   ％ 

設備設計・積算業務の受託   287,139   61.2   319,445   66.3

建築設備に関するコンサルティング   20,115   4.3   18,450   3.8

部材加工情報の提供   35,925   7.7   35,155   7.3

カスタマーセンターサービス   59,658   12.7   54,109   11.2

小計   402,839   85.9   427,160   88.6

建築設備申請

監理事業 
官公庁申請監理業務の受託   65,910   14.1   55,119   11.4

合計   468,749   100.0   482,280   100.0

項目 

前第１四半期連結累計期間 
自 平成20年２月１日 
至 平成20年４月30日 

当第１四半期連結累計期間 
自 平成21年２月１日 
至 平成21年４月30日 

受託戸数 
（戸） 

構成比 
（％） 

前期比 
（％） 

受託戸数 
（戸） 

構成比 
（％） 

前期比 
（％） 

Ａ 設計  5,147  47.2  △2.2   5,249   43.7 +2.0 

Ｂ 設計  5,748  52.8  △7.0   6,757   56.3 +17.6 

合計  10,895  100.0  △4.8   12,006   100.0 +10.2 
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