
 

 

 

 

   

 

 
(百万円未満切捨て) 

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

   

 
(注) 平成21年５月期に、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、比較が困難なため対前年同四半

期増減率は記載しておりません。 
  

   

 

   

  

 
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

(％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) 1. 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

   2. 平成21年５月期に、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、比較が困難なため対前年同四 

 半期増減率は記載しておりません。 
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1. 平成22年５月期第１四半期の連結業績（平成21年６月１日～平成21年８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 ％

22年５月期第１四半期 2,013 ― △83 ― △76 ― △84 ―

21年５月期第１四半期 2,161 ― 21 ― 21 ― 13 ―

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５月期第１四半期 △3,260 36 ― ―
21年５月期第１四半期 511 04 509 50

 (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

22年５月期第１四半期 1,790 452 22.7 15,716 20

21年５月期 1,960 532 25.0 18,976 56

(参考) 自己資本 22年５月期第１四半期 406百万円 21年５月期 490百万円

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４四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

 21年５月期 ― 0 00 ― ― 0 00 0 00

 22年５月期 ― ― ― ― ― ―
 23年５月期(予想) ─ 0 00 ― ― 0 00 0 00

3. 平成22年５月期の連結業績予想（平成21年６月１日～平成22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

第２四半期連結累計期間 4,480 ― 57 ― 63 ― 46 ― 1,814 55

通期 9,278 ― 277 ― 289 ― 255 ― 9,893 16
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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） 

 
  

 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。 

  
  

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）

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 無

 ② ①以外の変更 ： 無

22年５月期第１四半期 25,834株 21年５月期 25,834株

22年５月期第1四半期 0株 21年５月期 0株

22年５月期第１四半期 25,834株 21年５月期第１四半期 25,834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１四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、世界的な在庫調整とアジア経済圏の景気の持ち直しにより、企業収益の大幅な減少

傾向は幾分緩やかになってきており、個人消費については経済対策の効果もあり、一部に明るい兆しが

見えるものの、雇用、所得環境は一段と厳しさを増しており、景気の先行きは依然不透明な局面が続い

ております。 

 建築・住宅業界においては、新設住宅着工戸数は低水準の傾向が続いており、建設投資全体でも減少

傾向が続いております。 

 このような情勢の下、当社グループは確認検査業務だけに依存しないバランスの良い売上構成への転

換に取り組むことにより、さらに安定した経営基盤を構築することを課題として取り組んでまいりまし

た。  

 当社グループの中核業務である確認検査業務の顧客基盤の拡大を進めながら、同時に住宅性能表示制

度の認知度の向上を図りつつ、社会的要請を受けた新たな事業分野である、耐震改修計画判定、住宅瑕

疵担保の保険審査、長期優良住宅の技術的審査等の各種業務を普及促進させることに取り組むことによ

り、安定した収益確保に努めております。 

 このような環境下で、当第１四半期連結累計期間の業績は、住宅性能評価事業並びにその他事業では

想定より増収となったものの、確認検査事業が想定より減収となり、売上高は2,013百万円となりまし

た。営業費用は判定手数料の支払が想定より減少したこと等により2,096百万円となり、営業損失は83

百万円、経常損失は76百万円、四半期純損失は84百万円となりました。 

 事業の種類別セグメントの状況は次の通りであります。 

（確認検査事業） 

 戸建案件への営業強化を行った結果、当社シェアを上昇することができましたが、新設住宅着工戸数

の減少等に伴い、売上高は1,136百万円と想定より減収となりました。 

（住宅性能評価事業） 

 共同住宅は軟調でしたが、戸建住宅が堅調に推移し、売上高は452百万円と想定より増収となりまし

た。 

（その他事業） 

 住宅瑕疵担保の保険検査業務、長期優良住宅の技術的審査業務が順調に業務拡大したことに伴い、売

上高は423百万円と想定より増収となりました。 

  

  
  

当第１四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170百万円減少し1,790百万

円となりました。これは、流動資産が155百万円、固定資産が15百万円減少したことによるものであり

ます。 

流動資産の減少は、売掛金の増加137百万円があったものの、現金及び預金の減少274百万円等による

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90百万円減少し1,338百万円となりました。これは、

短期借入金の増加148百万円、前受金の増加32百万円があったものの、未払費用が208百万円、未払法人

税等が42百万円減少したこと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80百万円減少し、452百万円となりました。これ

は、四半期純損失による利益剰余金の減少84百万円等によるものであります。 

  
  

連結業績予想につきましては、前回（平成21年７月14日）発表のとおり推移するものと予想しておりま
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。 

・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

3. 連結業績予想に関する定性的情報

日本ＥＲＩ㈱(2419)平成22年５月期第１四半期決算短信
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該当事項はありません。 
  

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。 

  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等

日本ＥＲＩ㈱(2419)平成22年５月期第１四半期決算短信
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年８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21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 527,283 801,652

売掛金 408,319 271,083

仕掛品 172,302 178,977

繰延税金資産 117,450 117,450

その他 75,213 84,324

貸倒引当金 △3,600 △1,347

流動資産合計 1,296,969 1,452,140

固定資産   

有形固定資産 21,499 22,868

無形固定資産 60,800 69,067

投資その他の資産   

差入保証金 378,717 379,629

その他 39,886 43,864

貸倒引当金 △7,683 △6,698

投資その他の資産合計 410,921 416,794

固定資産合計 493,220 508,730

資産合計 1,790,189 1,960,871

負債の部   

流動負債   

短期借入金 148,000 －

未払金 169,044 138,890

未払費用 247,015 455,276

未払法人税等 15,420 58,177

前受金 482,788 450,111

その他 74,933 103,727

流動負債合計 1,137,202 1,206,184

固定負債   

退職給付引当金 85,412 85,773

役員退職慰労引当金 115,560 136,415

固定負債合計 200,972 222,188

負債合計 1,338,174 1,428,372

純資産の部   

株主資本   

資本金 966,480 966,480

資本剰余金 － 712,380

利益剰余金 △560,467 △1,188,619

株主資本合計 406,012 490,240

新株予約権 44,534 40,906

少数株主持分 1,468 1,351

純資産合計 452,015 532,498

負債純資産合計 1,790,189 1,960,871

日本ＥＲＩ㈱(2419)平成22年５月期第１四半期決算短信
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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)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 2,161,397 2,013,133

売上原価 1,719,957 1,645,301

売上総利益 441,440 367,832

販売費及び一般管理費 420,385 451,692

営業利益又は営業損失（△） 21,054 △83,859

営業外収益   

受取利息 － 165

保険配当金 － 5,852

受取手数料 413 1,010

受取事務手数料 316 374

雑収入 224 1,759

営業外収益合計 954 9,161

営業外費用   

支払利息 79 1,366

営業外費用合計 79 1,366

経常利益又は経常損失（△） 21,929 △76,064

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

21,929 △76,064

法人税、住民税及び事業税 8,558 8,046

法人税等調整額 － －

法人税等合計 8,558 8,046

少数株主利益 169 116

四半期純利益又は四半期純損失（△） 13,202 △84,228

日本ＥＲＩ㈱(2419)平成22年５月期第１四半期決算短信
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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)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

21,929 △76,064

減価償却費 10,654 10,621

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,656 △361

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,910 △20,855

受取利息 － △165

支払利息 79 1,366

売上債権の増減額（△は増加） 49,537 △137,682

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,982 6,674

未払金の増減額（△は減少） △15,518 30,154

未払費用の増減額（△は減少） △87,326 △208,261

前受金の増減額（△は減少） 118,053 32,676

その他 6,076 △25,613

小計 100,069 △387,510

利息及び配当金の受取額 － 165

利息の支払額 △376 △1,135

法人税等の支払額 △35,776 △38,113

営業活動によるキャッシュ・フロー 63,917 △426,593

投資活動によるキャッシュ・フロー   

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 △1,131 －

無形固定資産の取得による支出 － △1,110

差入保証金の差入による支出 △5,109 △166

差入保証金の回収による収入 192 1,078

その他 △1,856 4,423

投資活動によるキャッシュ・フロー △67,905 4,225

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 100,000 300,000

短期借入金の返済による支出 － △152,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 100,000 148,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 96,011 △274,368

現金及び現金同等物の期首残高 210,820 801,652

現金及び現金同等物の四半期末残高 306,831 527,283

日本ＥＲＩ㈱(2419)平成22年５月期第１四半期決算短信

― 7 ―



  

 
  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成21年８月31日)

  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。 

  当第１四半期連結会計期間においても、業績は順調に

回復し、営業利益（21,054千円）及び四半期純利益

（13,202千円）を計上しております。しかしながらその

利益水準は低く、本格的な業績の回復を確認出来るまで

には至っていないため、継続企業の前提に関する重要な

疑義を完全に解消するまでには至っておりません。 

  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す。 

  四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成され

ており、上記のような重要な疑義の影響を四半期連結財

務諸表には反映しておりません。

          ──────
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６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１四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年８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、長期優良住宅技術的審査、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、住宅瑕疵担保保険の検査、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。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６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１四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年８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。 

  

(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

1,562,905 361,896 236,595 2,161,397 ― 2,161,397

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― 1,739 1,739 (1,739) ―

計 1,562,905 361,896 238,334 2,163,137 (1,739) 2,161,397

営業利益又は営業損失(△) 38,996 △28,956 11,015 21,054 ― 21,054

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

1,136,949 452,223 423,961 2,013,133 ― 2,013,133

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― 2,480 2,480 (2,480) ―

計 1,136,949 452,223 426,441 2,015,613 (2,480) 2,013,133

営業利益又は営業損失(△) △155,257 44,070 27,327 △83,859 ― △83,859

【所在地別セグメント情報】
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

海外売上高がないため、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６月１日 至 平成21年８月31日) 

海外売上高がないため、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６月１日 至 平成21年８月31日) 

当社は、平成21年８月28日開催の株主総会の決議に基づき、利益剰余金の欠損を填補するため、資本

剰余金712,380千円を利益剰余金に振替えております。この結果、当第１四半期連結累計期間におい

て資本剰余金が712,380千円減少し、利益剰余金が同額増加しております。 

  

【海外売上高】

(6) 株主資本の著しい変動に関する事項
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