
 

 

 

 

   

 

 
  

(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 ： 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３四半期の連結業績（平成21年６月１日～平成22年２月28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３四半期 6,501 ― 220 ― 234 ― 220 ―

21年５月期第３四半期 6,840 ― 320 ― 331 ― 435 ―

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３四半期 8,531 16 8,520 94
21年５月期第３四半期 16,854 35 16,812 70

 (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３四半期 2,207 756 32.2 27,507 72

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３四半期 710百万円 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３四半期 25,834株 21年５月期 25,834株

22年５月期第３四半期 0株 21年５月期 0株

22年５月期第３四半期 25,834株 21年５月期第３四半期 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、世界的な在庫調整と新興国経済の強まりにより、輸出、生産は増加を続け、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、厳しい雇用、所得環境が続い

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３四半期連結累計期間の業績は、住宅性能評価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

6,501百万円となりました。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6,280百万円となりました。 

 この結果、営業利益は220百万円、経常利益は234百万円、四半期純利益は220百万円となりました。 

 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3,478百万円と想定より減収となりました。 

（住宅性能評価事業） 

 戸建住宅、共同住宅とも堅調に推移し、売上高は1,602百万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見通し修正の際に想定したほどの高

い伸びを見せず、売上高は1,419百万円と想定より減収となりました。 

  

  

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末より246百万円増加し2,207百万

円となりました。これは、固定資産が34百万円減少したものの、流動資産が280百万円増加したことに

よるものであります。 

流動資産の増加は、売掛金の増加157百万円、現金及び預金の増加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22百万円増加し、1,450百万円となりました。これ

は、未払費用の減少184万円等があったものの、短期借入金の増加90百万円、未払金の増加57百万円、

前受金の増加42百万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223百万円増加し、756百万円となりました。これ

は、四半期純利益による利益剰余金の増加220百万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１２月２８日）発表のとおり推移するものとして予

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
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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
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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22年２月28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 931,310 801,652

売掛金 428,213 271,083

仕掛品 187,823 178,977

繰延税金資産 129,600 117,450

その他 60,114 84,324

貸倒引当金 △4,303 △1,347

流動資産合計 1,732,759 1,452,140

固定資産   

有形固定資産 20,081 22,868

無形固定資産 42,274 69,067

投資その他の資産   

差入保証金 376,586 379,629

その他 41,467 43,864

貸倒引当金 △6,008 △6,698

投資その他の資産合計 412,045 416,794

固定資産合計 474,401 508,730

資産合計 2,207,160 1,960,871

負債の部   

流動負債   

短期借入金 90,000 －

未払金 196,568 138,890

未払費用 271,061 455,276

未払法人税等 38,521 58,177

前受金 492,563 450,111

その他 146,230 103,727

流動負債合計 1,234,946 1,206,184

固定負債   

退職給付引当金 88,684 85,773

役員退職慰労引当金 127,197 136,415

固定負債合計 215,881 222,188

負債合計 1,450,827 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 △255,845 △1,188,619

株主資本合計 710,634 490,240

新株予約権 44,080 40,906

少数株主持分 1,618 1,351

純資産合計 756,333 532,498

負債純資産合計 2,207,160 1,960,871
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 6,840,421 6,501,474

売上原価 5,260,889 4,960,099

売上総利益 1,579,531 1,541,374

販売費及び一般管理費 1,259,054 1,320,760

営業利益 320,477 220,614

営業外収益   

受取利息 1,049 380

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 1,332 2,496

雑収入 1,737 2,067

営業外収益合計 11,555 16,117

営業外費用   

支払利息 820 2,418

営業外費用合計 820 2,418

経常利益 331,212 234,313

特別損失   

固定資産除却損 － 43

特別損失合計 － 43

税金等調整前四半期純利益 331,212 234,270

法人税、住民税及び事業税 24,849 25,759

法人税等調整額 △129,600 △12,150

法人税等合計 △104,750 13,609

少数株主利益 547 266

四半期純利益 435,415 220,394
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28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 331,212 234,270

減価償却費 32,132 32,113

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,427 2,911

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 20,791 △9,218

受取利息 △1,049 △380

支払利息 820 2,418

固定資産除却損 － 43

売上債権の増減額（△は増加） 79,817 △157,954

たな卸資産の増減額（△は増加） 74,274 △8,846

未払金の増減額（△は減少） △44,485 57,678

未払費用の増減額（△は減少） △665 △184,215

前受金の増減額（△は減少） 90,274 42,451

その他 33,337 65,089

小計 625,886 76,360

利息及び配当金の受取額 1,049 380

利息の支払額 △1,061 △2,262

法人税等の支払額 △35,826 △38,133

営業活動によるキャッシュ・フロー 590,047 36,344

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 △1,579

無形固定資産の取得による支出 △5,550 △1,371

差入保証金の差入による支出 △14,431 △5,464

差入保証金の回収による収入 192 8,508

その他 △5,510 3,220

投資活動によるキャッシュ・フロー △28,350 3,312

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 250,000 450,000

短期借入金の返済による支出 △112,500 △360,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 137,500 90,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 699,196 129,657

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 910,017 931,310
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該当事項なし 

  

前第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３四半期連結累計期間(自  平成21年６月１日  至  平成22年２月28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21年６月１日  至  平成22年２月28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

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

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

3,478,568 1,602,994 1,419,910 6,501,474 ― 6,501,474

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― 7,141 7,141 (7,141) ―

計 3,478,568 1,602,994 1,427,051 6,508,615 (7,141) 6,501,474

営業利益又は営業損失(△) △239,514 275,616 184,511 220,614 ― 220,614

【所在地別セグメント情報】
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前第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。 

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年６月１日  至  平成22年２月28日) 

海外売上高がないため、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21年６月１日 至 平成22年２月28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３四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) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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