
 

 

 

 

   

 

 
  

(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決算期間を14ヶ月としたことに伴い、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月期に、３月決算から５月決算に決算期の変更をし決算期間を14ヶ月としたことに伴い、比較が 

 困難なため対前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２四半期の連結業績（平成21年６月１日～平成21年11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 ％

22年５月期第２四半期 4,280 ― 106 ― 120 ― 115 ―

21年５月期第２四半期 4,607 ― 276 ― 285 ― 381 ―

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２四半期 4,473 81 4,467 07
21年５月期第２四半期 14,771 99 14,730 37

 (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２四半期 2,003 651 30.2 23,450 37

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２四半期 605百万円 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 ― 0 00 ― ― ― ―
 22年５月期(予想) ─ ― ― ― 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

通期 8,863 ― 293 ― 309 ― 287 ― 11,145 85
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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２四半期 25,834株 21年５月期 25,834株

22年５月期第２四半期 0株 21年５月期 0株

22年５月期第２四半期 25,834株 21年５月期第２四半期 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

疵担保の保険検査、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２四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、確認検査事業ではマンション等の大型物件の減少から想定より減収とな

り、売上高は4,280百万円となりました。営業費用は大型物件の減少に伴う適合判定手数料の減少及び

全社での経費削減等により4,173百万円となりました。 

 この結果、営業利益は106百万円、経常利益は120百万円、四半期純利益は115百万円となりました。 

 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、マンション等の大

型物件の減少に伴い、売上高は2,350百万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1,015百万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914百万円と想定より増収となりました。 

  
  

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42百万円増加し2,003百万

円となりました。これは、固定資産が26百万円減少したものの、流動資産が68百万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、現金及び預金が132百万円減少したものの、売掛金の増加184百万円等によるもの

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76百万円減少し1,351百万円となりました。これは、

主に未払費用の減少76百万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119百万円増加し、651百万円となりました。これ

は、四半期純利益による利益剰余金の増加115百万円等によるものであります。 

  
  

通期の業績予想につきましては、 近の業績の動向を踏まえ、平成21年７月14日公表の通期の業績予

想数値を修正しております。 

なお、予想に関する事項は、本日（平成21年12月28日）発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。 

  

・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２四半期決算短信
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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２四半期決算短信
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年11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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 669,052 801,652

売掛金 455,122 271,083

仕掛品 203,188 178,977

繰延税金資産 129,600 117,450

その他 68,342 84,324

貸倒引当金 △4,315 △1,347

流動資産合計 1,520,990 1,452,140

固定資産   

有形固定資産 21,421 22,868

無形固定資産 51,385 69,067

投資その他の資産   

差入保証金 376,272 379,629

その他 40,204 43,864

貸倒引当金 △7,121 △6,698

投資その他の資産合計 409,354 416,794

固定資産合計 482,161 508,730

資産合計 2,003,152 1,960,871

負債の部   

流動負債   

未払金 173,067 138,890

未払費用 379,129 455,276

未払法人税等 31,122 58,177

前受金 468,333 450,111

その他 86,888 103,727

流動負債合計 1,138,542 1,206,184

固定負債   

退職給付引当金 91,664 85,773

役員退職慰労引当金 121,378 136,415

固定負債合計 213,042 222,188

負債合計 1,351,584 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 △360,663 △1,188,619

株主資本合計 605,816 490,240

新株予約権 44,262 40,906

少数株主持分 1,488 1,351

純資産合計 651,567 532,498

負債純資産合計 2,003,152 1,960,871

日本ＥＲＩ㈱(2419)平成22年５月期第２四半期決算短信
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 4,607,594 4,280,222

売上原価 3,496,098 3,286,828

売上総利益 1,111,496 993,393

販売費及び一般管理費 835,072 886,481

営業利益 276,423 106,912

営業外収益   

受取利息 450 224

補助金収入 2,000 －

保険配当金 5,436 5,852

保険解約返戻金 － 5,321

受取手数料 443 2,135

雑収入 1,157 1,612

営業外収益合計 9,488 15,146

営業外費用   

支払利息 602 1,769

営業外費用合計 602 1,769

経常利益 285,309 120,288

税金等調整前四半期純利益 285,309 120,288

法人税、住民税及び事業税 16,660 16,725

法人税等調整額 △113,400 △12,150

法人税等合計 △96,739 4,575

少数株主利益 428 136

四半期純利益 381,619 115,576

日本ＥＲＩ㈱(2419)平成22年５月期第２四半期決算短信
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11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 285,309 120,288

減価償却費 21,362 21,339

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,459 5,891

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15,350 △15,036

受取利息 △450 △224

支払利息 602 1,769

売上債権の増減額（△は増加） △5,160 △185,555

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,986 △24,211

未払金の増減額（△は減少） △26,550 34,177

未払費用の増減額（△は減少） 61,628 △76,147

前受金の増減額（△は減少） 92,085 18,221

その他 △23,174 468

小計 406,475 △99,019

利息及び配当金の受取額 450 224

利息の支払額 △602 △1,769

法人税等の支払額 △35,764 △38,110

営業活動によるキャッシュ・フロー 370,560 △138,674

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 △1,349

無形固定資産の取得による支出 △3,400 △1,110

差入保証金の差入による支出 △5,533 △5,048

差入保証金の回収による収入 192 8,406

その他 △3,683 5,177

投資活動によるキャッシュ・フロー △44,213 6,074

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 △100,000 △300,000

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 △132,599

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 537,166 669,052

日本ＥＲＩ㈱(2419)平成22年５月期第２四半期決算短信
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該当事項はありません。 

  

前第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21年６月１日 至 平成21年11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、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21年６月１日 至 平成21年11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。 

  

(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

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

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

2,350,085 1,015,658 914,478 4,280,222 ― 4,280,222

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― 4,858 4,858 (4,858) ―

計 2,350,085 1,015,658 919,336 4,285,080 (4,858) 4,280,222

営業利益又は営業損失(△) △179,808 187,143 99,577 106,912 ― 106,912

【所在地別セグメント情報】
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前第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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年11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２四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30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２四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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