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   (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ヶ月決算となっております 

     ので、対前期増減比率は記載しておりません。 
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1. 平成22年５月期の連結業績（平成21年６月１日～平成22年５月31日）

(1) 連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 22年５月期 8,975 ― 455 ― 478 ― 524 ―

 21年５月期 10,126 ― 172 ― 187 ― 264 ―

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

 22年５月期 20,317 32 20,292 19 69.7 21.6 5.1

 21年５月期 10,238 33 10,214 21 73.9 10.5 1.7

(参考) 持分法投資損益 22年５月期 －百万円 21年５月期 －百万円

(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 2,475 1,058 41.0 39,293 88

 21年５月期 1,960 532 25.0 18,976 56

(参考) 自己資本 22年５月期 1,015百万円 21年５月期 490百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年５月期 376 △9 ― 1,168

21年５月期 614 △24 ― 801

2. 配当の状況

１株当たり配当金
配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)(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 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年５月期 － 0 00 － － 0 00 0 00 － － －

22年５月期 － 0 00 － － 0 00 0 00 － － －

23年５月期(予想) － 2,000 00 － － 2,000 00 4,000 00 23.5

3. 平成23年５月期の連結業績予想（平成22年６月１日～平成23年５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)

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 4,674 9.2 175 64.3 179 48.9 161 39.6 6,246 26

通 期 9,611 7.1 532 16.8 539 12.9 440 △16.1 17,052 18
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① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更         無 

  

 
(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、45ページ「１株当たり情報」をご

覧ください。 

  

 

   

 
   (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ヶ月決算となっております 

     ので、対前期増減比率は記載しておりません。 
  

(2) 個別財政状態 

 

 
  

 

 
  
 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績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および合理的

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。業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ

「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 

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) 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（連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項の変更に記載されるもの）

(3) 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) 22年５月期 25,834株 21年５月期 25,834株

② 期末自己株式数 22年５月期 0株 21年５月期 0株

(参考) 個別業績の概要

1. 平成22年５月期の個別業績（平成21年６月１日～平成22年５月31日）

(1) 個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年５月期 8,939 ― 455 ― 477 ― 525 ―

21年５月期 10,072 ― 163 ― 178 ― 256 ―

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

22年５月期 20,328 68 20,303 53

21年５月期 9,923 71 9,900 33

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 2,471 1,056 41.0 39,211 43

21年５月期 1,955 528 24.9 18,882 75

(参考) 自己資本 22年５月期 1,012百万円 21年５月期 487百万円

2. 平成23年５月期の個別業績予想（平成22年６月１日～平成23年５月31日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率)

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２四半期累計期間 4,491 5.4 174 65.9 178 50.2 160 40.8 6,230 43

通 期 9,214 3.1 514 13.0 521 9.2 422 △19.5 16,365 68
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当連結会計年度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、耐久消費財を中心に持ち直しているものの、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、新設住宅着工戸数が対前年同期比21％減の77万戸と45年前の水準とな

り、建設投資全体でも一時的な回復はあったものの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まいりました。 

 このような環境下で、当連結会計年度の業績は、確認検査業務ではマンション等の大型物件の減少に

よる減収があったものの、戸建住宅を中心に住宅性能評価業務が大きく伸び、また、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の各種業務も順調に売上を伸ばしました。さ

らに、新規業務である住宅版エコポイント制度に係る証明業務、住宅省エネラベル等に関する評価業務

も売上を伸ばしたことにより、売上高は8,975百万円となりました。 

 一方、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8,520

百万円となり、これにより、営業利益は455百万円、経常利益は478百万円となり、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繰延税金資産を追加計上したことに伴い、当期純利益は524百万

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。  

（確認検査業務）  

 売上高はマンション等の大型物件の減少による適合判定の減少により4,738百万円と減収となりまし

た。  

（住宅性能評価）  

 共同住宅の減少を戸建住宅の業務拡大でカバーし、売上高は2,177百万円と増収となりました。  

（その他事業）  

 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の各種業務は順調に売上を

伸ばし、また、新規業務である住宅版エコポイント制度に係る証明業務、住宅省エネラベル等に関する

評価業務が売上を伸ばしたことにより、売上高は2,059百万円と増収となりました。 

1. 経営成績

当期の概況（自 平成21年６月１日 至 平成22年５月31日）

(1) 経営成績に関する分析
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次期の見通しについては、政府の経済対策などにより、景気は緩やかな回復が続くと予想されるもの

の、円高やデフレによる企業収益の減少や厳しい雇用情勢などの下振れリスクも潜在し、本格的な景気

回復までには、しばらく時間を要するものと予想されます。 

 建築・住宅業界におきましては、企業の設備投資の回復が建設投資に波及するには依然として時間を

要し、公共投資は引続き低水準で推移する見込みではありますが、政府の住宅取得支援策の効果等によ

り民間住宅投資は、回復が見込まれるものと思われます。 

 このような状況の中、確認検査業務については、引続き戸建住宅の受注を促進させると共に、本年6

月より施行された建築確認手続きの運用改善による確認検査業務の円滑化に向けた取組みを推進して、

大型建築物の受注強化を図ることにより5,104百万円の売上を見込んでおります。 

 住宅性能評価業務については、昨年度の共同住宅着工数が減少した影響により、共同住宅の建設評価

戸数は減少する一方、戸建住宅については、昨年から長期優良住宅の技術的審査業務や、住宅エコポイ

ント制度が開始されたことなどにより、引続き、住宅性能表示制度の普及が促進し、評価戸数の増加が

見込まれることから2,162百万円の売上を予想しております。この他にも建築物の耐震化、省エネ化、

ストック活用への取組みなど、新たな需要を的確に捉えて、当社グループの相乗効果を発揮して、業績

の向上につなげてまいります。 

 以上の要因により次連結会計年度の業績は、売上高9,611百万円（前期比7.1％増）、経常利益539百

万円（前期比12.9％増）、純利益440百万円（前期比16.1％減）を見込んでおります。 

  

  （次期の見通し）
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①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ514百万円増加し、2,475百万円とな

りました。これは、固定資産が21百万円減少したものの、流動資産が536百万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115百万円、現金及び預金の増加366百万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11百万円減少し、1,417百万円となりました。これは

未払消費税等の増加51百万円等があったものの、未払費用の減少43百万円、前受金の減少35百万円等に

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526百万円増加し、1,058百万円となりました。これ

は当期純利益による利益剰余金の増加524百万円等によるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度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通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは376百万円の収入（前連結会計年度末は614百万円の収入）とな

りました。これは主に税金等調整前当期純利益478百万円、売上債権の増加による支出115百万円による

ものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは9百万円の支出（前連結会計年度末は24百万円の支出）となり

ました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは収支に変動がありませんでした（前連結会計年度末は変動無

し）。これは新規の短期借入450百万円がありましたが、全額返済したことのよるものであります。 

  

  

(2) 財政状態に関する分析
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当社は、株主への還元を第一として、配当原資確保のための収益力を強化し、継続的かつ安定的な配

当を行うことを基本方針としております。 

 当期の配当につきましては、利益剰余金の欠損が解消いたしましたが、資本の充実に充てるため、株

主の皆様には誠に申し訳ございませんが、見送らせていただきました。 

 次期の配当につきましては、第２四半期末及び期末に各々１株当たり2,000円を予定しております。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社の事業その他に関するリスクとして投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられ

る事項には以下のようなものがあります。 

 なお、文中における将来に関する事項は、現時点（平成22年７月13日）において当社が判断したもの

であります。  

①法的規制について 

 当社の主力業務は確認検査業務、住宅性能評価業務であり、それぞれ「建築基準法」「住宅の品質確

保の促進等に関する法律」（以下「住宅品確法」という。）に基づく国土交通大臣の指定機関・登録機

関として事業展開を行っております。指定機関・登録機関は、高い技術力、専門性、公正中立性に加

え、建築主・設計者・施工者等と利害関係のない第三者性が必要であることから、様々な法的規制を受

けております。これらの法的規制に当社が抵触した場合には、指定・登録が取り消され、あるいは更新

されず、若しくは業務停止処分を受ける可能性があり、当社の事業活動に支障をきたすとともに業績に

重大な影響を及ぼすこととなります。  

②競合状況について 

 指定確認検査機関は126機関（平成22年６月１日現在）ありますが、多くは所在都道府県及び隣接県

を業務区域とする地域密着型機関か、業務区域が全国でも地方支店網を持たない機関です。その中で当

社は、日本全域を業務区域として対応可能な支店網(29支店 平成22年７月１日現在)を整備した指定確

認検査機関となっております。また、確認検査員数（332名、平成22年７月１日現在）や確認検査の実

績件数においても当社が 大手となっております。しかしながら、地域密着型機関との競争が激しいこ

と、建築基準適合判定資格者検定に合格した確認検査員を確保・育成する必要があることなどから、将

来にわたって当社が指定確認検査機関における 大手の地位を維持できるとは限りません。 

 また、登録住宅性能評価機関は110機関（一般社団法人住宅性能評価・表示協会 会員機関数 平成22

年６月１日現在）ありますが、指定確認検査機関と同様に地域密着型機関が大半を占めております。そ

の中で当社は日本全域を業務区域として対応可能な支店網を整備した唯一の登録住宅性能評価機関とな

っております。住宅性能評価・表示協会の調査によると、21年度の業界シェア（設計評価戸数）は、当

社を含めた上位５機関で61％、上位10機関で75％など寡占状態となっております。当社は、平成21年度

の実績戸数で戸建住宅、共同住宅とも１位となっておりますが、戸建住宅、共同住宅それぞれの分野で

大手住宅供給会社との取引拡大をめぐる競争が激化していることもあり、将来とも当社が住宅性能評価

機関における高い地位を維持できるとは限りません 

③人材の確保について  

 当社の業務は、それを遂行する社員が高度な技術力を保持していることはもちろん、「確認検査員」

「評価員」等、法律によって必要とされる資格を持つことが必須であります。こういった優秀な人材を

確保することが、当社における も重要な課題のひとつと認識しております。 

 確認検査員の確保につきまして、限定された地域において確認検査業務を行う場合は多数の確認検査

員の確保を要しませんが、当社のように全国展開等広域にわたって同業務を行う場合においては、確認

検査員の確保が必須となります。万が一、その確保が十分でない場合は、確認検査業務の遂行に支障を

来たすこととなります。 

 住宅性能評価業務におきましては、原則として設計住宅性能評価を正社員である評価員が行い、建設

住宅性能評価については委託評価員をも併用することとしております。これは技術水準を保つため自社

執行体制を維持しつつ、効率的な人員体制による運用を図るためであります。確認検査業務と同様、全

(4) 事業等のリスク
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国展開を図る当社にとりましては評価員の確保が必須であり、万が一、その確保が十分でない場合

は、住宅性能評価業務の遂行に支障を来すこととなります。 

④建築物の竣工時期等による業績変動について 

 当社の業績は、建築物の竣工案件の季節的な偏在により、上期および下期または四半期で変動する可

能性があります。特に当社では、竣工時の現場検査収入（確認検査業務のうち完了検査、住宅性能評価

業務のうち建設住宅性能評価）が売上の３分の１程度を占めることから、建築物の竣工が多い３月、９

月及び12月に売上が集中する傾向が見られます。また経済環境の急変など、予想し得ない事態の発生に

よる竣工時期の遅延等、竣工案件が翌期にずれ込む事態が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

⑤行政不服審査法に基づく審査請求について 

 審査請求とは、行政不服審査法に規定されている権利の一形態で、行政処分に対して不服がある場

合、一定期間内にその取消を求めることができる制度です。当社業務の内、確認検査業務については従

来行政が行っていた業務であり、その処分としての建築確認は同法に基づく審査請求の対象となるもの

であります。民間開放により当社のような民間確認検査機関が行う建築確認に対しても同法が適用され

ることとなります。 

 従いまして、当社が行った確認検査について、その処分を不服とする近隣住民から審査請求を受け、

事案が問題化し訴訟に発展した場合など、当社が行った建築確認検査が適正であるか否かを問わず、ま

た、全く根拠のない誤認による審査請求であった場合でも、公正中立な専門的第三者機関としての当社

の信用に影響を及ぼす可能性があります。 

 なお、当社では，業務遂行により発生する損害に備え、「建築確認検査機関・住宅性能評価機関賠償

責任保険」に加入することにより担保しております。 

⑥みなし公務員規定について 

 確認検査業務及び住宅性能評価業務が極めて公共的な性格を持つ業務である為、建築基準法及び住宅

品確法において、指定機関、登録機関の役職員は業務で知り得た秘密を漏らしてはならない秘密保持義

務を負っています。建築基準法の指定機関として確認検査業務を行っておりますが、刑法等の適用にお

いては公務員とみなす旨の規定があります。具体的には、万が一、当社役職員が確認検査業務で知り得

た秘密を外部へ漏らした場合、公務員と同様に罰せられることとなり、刑法及びその他の罰則の適用に

ついても公務員として罰せられることとなります。同様に、住宅品確法登録機関として住宅性能評価業

務を行っておりますが、公共性の強い業務であることから、守秘義務等に違反する場合の処罰につい

て、別途定められています。 

 なお、当社の業務においては申請者が個人である場合、当然に個人情報を取り扱うこととなるから、

個人情報保護法に準じて情報管理並びに秘密保守を徹底いたしております。 

⑦制限業種（注）について 

 当社の株主のうち制限業種に従事する者又は制限業種を営む法人（当該法人の役職員を含む）による

保有割合（以下、「制限業種による株式保有割合」という。）は以下の通りです（平成22年５月31日現

在。集計に際しては、個人の株主で保有株式数が25株以下（0.1％未満）は、非制限業種とみなしてお

ります。）。なお、制限業種に従事する者、制限業種を営む法人に所属する者または制限業種を営む法

人の保有する株式保有割合が1/3を超える場合は、確認検査業務及び住宅性能評価業務における国土交

通省の機関指定、機関登録が取り消されることとなる可能性があります。当社では，株主名簿に記載さ

れた株主の属性を可能な範囲で確認・調査を行い、制限業種、非制限業種に区分した株式保有割合を今
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後とも継続的に開示してまいります。 

  

 
（注）「制限業種」とは、次に掲げる業種（建築主事が確認検査を行うこととなる国、都道府県ま 

   たは建築主事を置く市町村の建築物に係るものおよび建築主事を置かない市町村の建築物に 

   係る工事監理業を除く。）をいいます。 

・設計・工事監理業（工事請負契約事務、工事の指導監督、手続の代理等の業務およびコンサル  

 タント業務を含む。ただし、建築物に関する調査、鑑定業務は除く。） 

・建設業（しゅんせつ工事業、造園工事業、さく井工事業等建築物またはその敷地に係るものでは 

 ない業務を除く。） 

・不動産業（土地・建物売買業、不動産代理・仲介業、不動産賃貸業および不動産管理業を含 

 む。） 

・建築設備の製造、供給および流通業 

  

  

  

株主 株数 （株） シェア （％）

制限業種      7,717      29.9

非制限業種      18,117      70.1

合計      25,834      100.0
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 当社グループ(当社および当社の関係会社)は、日本ＥＲＩ株式会社(当社)、株式会社ＥＲＩソリューショ

ン(子会社)および株式会社ＥＲＩアカデミー（子会社）から構成されており、当社名にある通り建築物等に

関する、Ｅvaluation（評価) Ｒating（格付け）Ｉnspection（検査）を専門的第三者機関として実施して

おります。事業区分は以下の通りです。 

①確認検査事業（建築基準法に基づく建築物の確認検査※１） 

②住宅性能評価事業(住宅品確法に基づく新築住宅及び既存住宅の住宅性能評価※２） 

③その他事業（住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)融資住宅の審査・適合証明、建築基準法に基づく性能評

価業務※３、住宅品確法に基づく試験業務※４、土壌汚染調査※５、建築物の型式認定※６、住宅型式性能

認定※７、建築物調査※８、長期優良住宅の認定に係る技術的審査、住宅瑕疵担保責任保険に係る保険法人

からの受託（現場検査）業務、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）、また、ＥＲＩソリューションで行っている建築資金支払い管理（すまいと事業）など） 

  ※１ 『指定確認検査機関（国土交通大臣第５号；平成12年３月10日指定取得）』 

  ※２ 『登録住宅性能評価機関（国土交通大臣第５号；平成20年３月25日登録）』 

  ※３ 『指定性能評価機関（国土交通大臣第10号；平成13年７月31日指定取得）』 

  ※４ 『登録試験機関（国土交通大臣第６号；平成18年３月１日登録）』 

  ※５ 『指定調査機関（環境大臣環2004-１-114；平成16年２月20日指定取得）』 

  ※６ 『指定認定機関（国土交通大臣第７号；平成17年３月31日指定取得）』 

  ※７ 『登録住宅型式性能認定等機関（国土交通大臣第７号；平成17年４月28日登録）』 

  ※８ 『登録建築物調査機関（国土交通大臣第１号；平成21年７月1日登録）』 

2. 企業集団の状況
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〈事業系統図〉 

 事業系統図は、以下の通りであります。 

 

（注）1．建築基準法、住宅品確法に基づいて当社が組成する専門委員会であり、専門家や学識経験者がメンバーと 
      なっております。 
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当社グループは、日本全国、どこでも、どんな建物でも、高い技術力を提供し、良質な建物を実現し

て、安心安全な美しい街づくりに貢献することを目指して、会社創業時に策定した「7つの理念」を経

営の基本方針と定め、建築分野における専門的な第三者検査機関として事業展開を進めております。 

○「７つの理念」 

 理念1．消費者・事業者に公正かつ必要な情報を提供します。 

   2．法令・規程を遵守し、第三者性・中立性を保ちます。 

   3． 高水準の技術を提供して、技術の基準となります。 

   4．ニーズをすべて引受け、迅速なサービスに努めます。 

   5．全ての業務を自己執行する責任のある体制を築きます。 

   6．可能な限りの情報を公開し、透明な会社となります。 

   7．信頼され、社会的にも影響力のある会社になります。 

  

当社グループは、経営指標として「売上高」及び「売上高経常利益率」を目標とする指標としており

ます。これは、確実にマーケットシェアを獲得すると同時に、利益も重視した拡大を図るためでありま

す。なお、売上高経常利益率については中期的に10％を目標としております。  

  

当社グループは、当社業務の特性から、まず、行政と同様の公正さ・中立性を確保した上で、コンプ

ライアンスを遵守して、地道に、愚直に、徹底的に審査・評価・検査の業務を遂行することで、お客様

のご要望にお応えして、企業価値を高めてまいります。 

 そのうえで、これまでに蓄積した豊富なノウハウと卓越した高い技術力を活かした業務品質を武器に

「ＥＲＩブランド」の確立を推し進め、消費者やお客様から指名される会社となることを目指してお

り、具体的には、次の3つの取組みを推進します。 

  

①ＥＲＩグループのシナジーを 大限に発揮し、グループ総力により顧客満足度と感動度を高めて、他

 機関との差別化を図ります。 

②各部門、各支店の収益力を高め、全ての組織で黒字化を達成することを目指し、確実に収益を上げる

 強い組織を構築します。 

③計画的、戦略的に人材教育を進めて業務の品質を高めます。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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当連結会計年度の新設住宅着工戸数は、45年振りに80万戸を割り込む大幅な減少となりましたが、住

宅版エコポイント制度の新設や贈与税の非課税枠拡大など政府の住宅政策により、今後の住宅市場は持

ち直し基調で推移することが期待されます。一方では、本格的な少子高齢化社会を迎える中、今後は良

質で高品質なものへのニーズが高まり、住宅や建物を長く大事に使っていくストック重視の傾向が高ま

っていくことが予測されます。 

 このような環境の下、当社グループは新築住宅の分野においては、確認検査業務、住宅性能評価業

務、住宅瑕疵担保検査、長期優良住宅業務などをワンストップで遂行することにより、他機関との差別

化を図り、これまでの増勢を維持して、シェアを伸ばしてまいります。これと同時に、当社グループの

コア事業である確認検査業務の収益力を高めるために、大型建築物の受注強化も積極的に推進してまい

ります。具体的には、営業体制を増強して主要都市への営業を積極的に展開するほか、お客様が求める

有益な情報をタイムリーに提供するなど顧客サービスの充実を図り、お客様のニーズにきめ細かくお応

えしてまいります。 

 また、当社グループが持続的に成長していくために、これまで主にソリューション事業部で実施して

いた業務を株式会社ＥＲＩソリューションとして独立させて、これから迎えるストック型社会、サステ

ィナブル社会における既存住宅の流通の健全化、環境・省エネ関連などをビジネスチャンスとして捉

え、業容拡大と新たな事業展開に向けて、積極的に取り組んでまいります。この他にも、これまでに当

社グループで培った建築分野の法令知識や実務的な技術情報を広く社会に提供するために、新たな教育

機関として、株式会社ＥＲＩアカデミーを設立しました。このＥＲＩアカデミーでは、国土交通省の登

録講習機関として建築士定期講習や、建築技術者向けの社会人研修やセミナーを実施し、当社グループ

の新規顧客獲得につなげてまいります。 

 当社グループでは、こうした取組みを通じて、これまで以上にクオリティーの高い業務をお客様へ提

供し、これまでに培ったＥＲＩブランドを確立させて、顧客満足度と企業価値の向上を目指してまいり

ます。そのうえで、本業界の中心的な立場を担う企業として、業界全体の社会的な地位の向上も図って

まいります。 

  

  

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】

 (1)【連結財務諸表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年５月31日)

当連結会計年度
(平成22年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 801,652 1,168,437

売掛金 271,083 386,423

仕掛品 178,977 172,414

繰延税金資産 117,450 198,450

その他 84,324 66,994

貸倒引当金 △1,347 △3,803

流動資産合計 1,452,140 1,988,916

固定資産

有形固定資産

建物 32,371 38,159

減価償却累計額 △17,420 △20,217

建物（純額） 14,951 17,941

工具、器具及び備品 39,904 51,176

減価償却累計額 △31,987 △35,583

工具、器具及び備品（純額） 7,917 15,592

有形固定資産合計 22,868 33,534

無形固定資産

ソフトウエア 67,719 35,689

のれん 913 3,201

その他 434 434

無形固定資産合計 69,067 39,325

投資その他の資産

差入保証金 379,629 376,590

その他 43,864 42,279

貸倒引当金 △6,698 △4,871

投資その他の資産合計 416,794 413,999

固定資産合計 508,730 486,859

資産合計 1,960,871 2,475,775
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年５月31日)

当連結会計年度
(平成22年５月31日)

負債の部

流動負債

未払金 138,890 183,684

未払費用 455,276 411,292

未払法人税等 58,177 52,432

未払消費税等 29,673 80,898

前受金 450,111 414,731

その他 74,053 47,919

流動負債合計 1,206,184 1,190,959

固定負債

退職給付引当金 85,773 92,478

役員退職慰労引当金 136,415 133,593

固定負債合計 222,188 226,071

負債合計 1,428,372 1,417,030

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 △1,188,619 48,638

株主資本合計 490,240 1,015,118

新株予約権 40,906 43,627

少数株主持分 1,351 －

純資産合計 532,498 1,058,745

負債純資産合計 1,960,871 2,475,775
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  ②【連結損益計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年6月１日
至 平成22年５月31日)

売上高 10,126,460 8,975,958

売上原価 8,002,406 6,751,151

売上総利益 2,124,053 2,224,807

販売費及び一般管理費 ※1 1,951,410 ※1 1,768,854

営業利益 172,643 455,952

営業外収益

受取利息 1,794 446

補助金収入 2,000 2,000

保険配当金 5,436 5,852

受取手数料 4,386 4,842

保険解約返戻金 － 5,321

株式割当益 － 3,962

雑収入 2,899 3,125

営業外収益合計 16,516 25,550

営業外費用

支払利息 1,430 2,718

創立費 － 493

雑損失 － 111

営業外費用合計 1,430 3,323

経常利益 187,729 478,179

特別損失

固定資産除却損 ※2 736 ※2 43

特別損失合計 736 43

税金等調整前当期純利益 186,992 478,135

法人税、住民税及び事業税 39,153 33,991

法人税等調整額 △117,450 △81,000

法人税等合計 △78,296 △47,008

少数株主利益 791 266

当期純利益 264,497 524,877
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  ③【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 966,480 966,480

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 966,480 966,480

資本剰余金

前期末残高 712,380 712,380

当期変動額

欠損填補 － △712,380

当期変動額合計 － △712,380

当期末残高 712,380 －

利益剰余金

前期末残高 △1,453,116 △1,188,619

当期変動額

欠損填補 － 712,380

当期純利益 264,497 524,877

当期変動額合計 264,497 1,237,257

当期末残高 △1,188,619 48,638

株主資本合計

前期末残高 225,743 490,240

当期変動額

当期純利益 264,497 524,877

当期変動額合計 264,497 524,877

当期末残高 490,240 1,015,118

新株予約権

前期末残高 15,388 40,906

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,517 2,721

当期変動額合計 25,517 2,721

当期末残高 40,906 43,627

少数株主持分

前期末残高 560 1,351

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 791 △1,351

当期変動額合計 791 △1,351

当期末残高 1,351 －
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

純資産合計

前期末残高 241,692 532,498

当期変動額

当期純利益 264,497 524,877

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 26,308 1,369

当期変動額合計 290,806 526,246

当期末残高 532,498 1,058,745
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  ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 186,992 478,135

減価償却費 50,491 43,831

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,654 6,705

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 29,858 △2,821

受取利息 △1,794 △446

支払利息 1,430 2,718

株式割当益 － △3,962

有形固定資産除却損 736 43

売上債権の増減額（△は増加） 148,359 △115,026

たな卸資産の増減額（△は増加） 195,148 6,563

未払金の増減額（△は減少） △80,605 36,268

未払費用の増減額（△は減少） 143,422 △43,984

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,911 51,224

前受金の増減額（△は減少） △84,123 △35,380

その他 51,963 △6,970

小計 650,622 416,898

利息及び配当金の受取額 1,794 446

利息の支払額 △1,430 △2,718

法人税等の支払額 △36,135 △38,146

営業活動によるキャッシュ・フロー 614,849 376,479

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 －

有価証券の売却による収入 － 4,481

有形固定資産の取得による支出 △4,689 △10,088

無形固定資産の取得による支出 △5,940 △3,896

差入保証金の差入による支出 △17,171 △20,399

差入保証金の回収による収入 12,487 23,437

子会社株式の取得による支出 － △4,500

その他 △8,704 1,270

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,017 △9,694

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 300,000 450,000

短期借入金の返済による支出 △300,000 △450,000

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） 590,832 366,785

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期末残高 ※ 801,652 ※ 1,168,437
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年５月31日) 

 「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」の解消について 

 当社グループは、平成19年３月期において耐震偽装事件に関連した一部業務停止という行政処分 

 により、また、平成20年３月期においては、改正建築基準法に伴う確認申請業務の混乱の影響によ 

 り、営業損失、当期純損失を計上したため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象 

 又は状況が存在しておりました。 

  上記事象又は状況に対して、当社グループは、平成19年10月以降に実施した確認申請手数料の値 

 上げ、及び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と一層の収益力の向上に努めた 

 結果、当連結会計年度において、営業利益172,643千円及び当期純利益264,497千円を計上するに至 

 り、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は解消したものと判断しており 

 ます。 

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

────── ──────

  （追加情報）
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数  １社 

連結子会社の名称 

 日本住宅ワランティ株式会社

連結子会社の数  ２社 

連結子会社の名称 

 株式会社ＥＲＩソリューション 

 株式会社ＥＲＩアカデミー

 なお、日本住宅ワランティ株式会社

は、平成22年５月１日付で商号を株

式会社ＥＲＩソリューションに変更

しております。また、株式会社ＥＲ

Ｉアカデミーについては、当連結会

計年度において新たに設立したこと

により連結子会社に含めることとし

ております。

２ 持分法の適用に関する事

項

該当事項はありません。 同左

３ 決算期変更に関する事項 当社は、平成20年６月27日開催の定時

株主総会において、定款の一部変更を

決議し、決算期を３月31日から５月31

日に変更いたしました。これに伴い、

当連結会計年度は、平成20年４月１日

から平成21年５月31日までの14ヶ月と

なっております。

──────

４ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しております。

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

５ 会計処理基準に関する事

項

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

仕掛品

  個別法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）によっており

ます。 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「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）を適用し、評価

基準については、原価法から原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算

定）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。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、該当箇所に記載しております。

 （表示方法の変更）  

財務諸表等規則等の一部を改正する

内閣府令（平成20年８月７日内閣府

令第50号）が適用となることに伴

い、前連結会計年度において、「た

な卸資産」として掲記されたもの

は、当連結会計年度から「仕掛品」

として区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「たな卸資

産」に 含 ま れ る「仕 掛 品」は、

374,125千円であります。

仕掛品

  個別法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）によっており

ます。
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ 有形固定資産（リース資産を 

  除く）

  定率法を採用しております。

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

   建物        ８～22年

   工具、器具及び備品 ５～20年

イ 有形固定資産（リース資産を 

  除く）

同左

ロ 無形固定資産（リース資産を 

  除く）

   定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

ロ 無形固定資産（リース資産を 

  除く）

同左

ハ リース資産   

  所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用して

おります。 

なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取

引開始日が平成20年３月31日以前

のリース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

ハ リース資産   

  所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産

同左

 (3) 重要な引当金の計上基

準

イ 貸倒引当金

  債権等の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上して

おります。

イ 貸倒引当金

同左

ロ 退職給付引当金

  当社は従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末における

退職給付債務(簡便法)に基づき計

上しております。

ロ 退職給付引当金

同左

ハ 役員退職慰労引当金

  当社は役員の退職慰労金の支給に

備えるため、役員退職慰労金規程

に基づく期末要支給額を計上して

おります。

ハ 役員退職慰労引当金

同左

 (4) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の処理方法

 消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

 なお、当社は資産に係る控除対象外

消費税等は当連結会計年度の負担す

べき期間費用として処理しておりま

す。

消費税等の処理方法

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

６ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用してお

ります。

同左

７ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれんの償却については、５年間で均

等償却しております。

同左

８ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

手許現金、随時引出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ケ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっておりま

す。

同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

（リース取引に関する会計基準） 
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっておりましたが、当連結会計年度より、「リー
ス取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平
成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19
年３月30日改正) ）及び「リース取引に関する会計基
準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成
６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員
会）、平成19年３月30日改正) ）を適用し、通常の売
買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま
す。 
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう
ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリー
ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準
じた会計処理によっております。 
これによる損益への影響はありません。

──────
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成21年５月31日)

当連結会計年度 
(平成22年５月31日)

────── ──────
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金

額は次のとおりであります。

役員報酬 193,570千円

給与手当 709,417

退職給付費用 29,186

賃借料 133,327

租税公課 129,441

支払手数料 128,550

役員退職慰労引当金繰入額 29,858

貸倒引当金繰入額 8,046

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金

額は次のとおりであります。

役員報酬 174,150千円

給与手当 617,507

退職給付費用 27,004

賃借料 111,549

租税公課 102,805

支払手数料 155,407

役員退職慰労引当金繰入額 23,663

貸倒引当金繰入額 2,612

 

※２ 固定資産除却損の内訳

建物 685千円

工具、器具及び備品 51

合計 736
 

※２ 固定資産除却損の内訳

工具、器具及び備品 43千円

合計    43
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年５月31日) 

１．発行済株式に関する事項 

 
  

２．自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３．新株予約権等に関する事項 

 
  

４．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成21年６月１日 至 平成22年５月31日) 

１．発行済株式に関する事項 

 
  

２．自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３．新株予約権等に関する事項 

 
(注) 目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。

  

４．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

該当事項はありません。 

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度末 
株式数(株)

当連結会計年度増加
株式数(株)

当連結会計年度減少 
株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

普通株式 25,834 ― ― 25,834

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高 
(千円)

前連結会計 増加 減少 当連結会計

年度末 年度末

提出会社
平成19年ストッ
ク・オプション

普通株式 ― ― ― ― 40,906

合計 ― ― ― ― 40,906

前連結会計年度末 
株式数(株)

当連結会計年度増加
株式数(株)

当連結会計年度減少 
株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

普通株式 25,834 ― ― 25,834

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高 
(千円)

前連結会計 増加 減少 当連結会計

年度末 年度末

提出会社
平成19年ストッ
ク・オプション

普通株式 ― 492 11 481 43,627

合計 ― 492 11 481 43,627
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている現金及び預金勘定は一致しておりま

す。

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

同左
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年５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。 

３ 資産のうち、消去又全社の項目に含めた全社資産839,197千円は、主に余資運転資金(現預金)及び当社管理

部門にかかる資産であります。 

４ 会計方針の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」５(1)に記載のとおり、当連結会計年度より、「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）を適用

し、評価基準については、原価法から原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）に変更しております。 

なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

(セグメント情報)

１ 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)

Ⅰ 売上高及び営業利益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

6,911,497 2,002,044 1,212,918 10,126,460 ─ 10,126,460

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ 10,719 10,719 (10,719) ─

計 6,911,497 2,002,044 1,223,638 10,137,180 (10,719) 10,126,460

  営業費用 6,845,676 1,959,663 1,159,197 9,964,537 (10,719) 9,953,817

  営業利益 65,821 42,381 64,440 172,643 ─ 172,643

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資産 714,452 270,787 136,432 1,121,673 839,197 1,960,871

  減価償却費 35,940 9,994 4,556 50,491 ─ 50,491

  資本的支出 7,565 2,103 959 10,629 ─ 10,629
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当連結会計年度(自 平成21年６月１日 至 平成22年５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。 

３ 資産のうち、消去又全社の項目に含めた全社資産1,204,800千円は、主に余資運転資金(現預金)及び当社管

理部門にかかる資産であります。 

  

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年５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。 

  

当連結会計年度(自 平成21年６月１日 至 平成22年５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。 

  

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年５月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成21年６月１日 至 平成22年５月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

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)

Ⅰ 売上高及び営業利益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

4,738,895 2,177,751 2,059,311 8,975,958 ― 8,975,958

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― 8,676 8,676 (8,676) ―

計 4,738,895 2,177,751 2,067,987 8,984,634 (8,676) 8,975,958

  営業費用 4,986,226 1,747,950 1,794,505 8,528,682 (8,676) 8,520,006

  営業利益 △247,330 429,800 273,481 455,952 ― 455,952

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資産 727,442 288,591 254,941 1,270,974 1,204,800 2,475,775

  減価償却費 29,907 7,147 6,776 43,831 ― 43,831

  資本的支出 15,360 3,670 3,480 22,511 ― 22,511

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

１ リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引

１ リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

 

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

建物 23,639 16,726 6,913

工具、器具及
び備品

143,384 107,445 35,938

ソフトウェア 13,645 11,030 2,615

合計 180,670 135,202 45,467
 

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

建物 23,639 20,666 2,973

工具、器具及
び備品

95,676 79,174 16,501

合計 119,316 99,840 19,475

 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 27,442千円

１年超 21,127

 合計 48,570

 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 17,941千円

１年超 3,185

合計 21,127

 

 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 45,346千円

減価償却費相当額 41,255

支払利息相当額 3,154

 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 28,892千円

減価償却費相当額 25,991

支払利息相当額 1,450

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

   同左

 (5) 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

 (5) 利息相当額の算定方法

   同左

 

２ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

１年内 1,259千円

１年超 2,156

 合計 3,416

２ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

１年内 931千円

１年超 1,225

合計 2,156
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年５月31日) 

該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準11号 平成18年10

月17日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号

平成18年10月17日）を適用しております。 

  

当連結会計年度(自 平成21年６月１日 至 平成22年５月31日) 

該当事項はありません。 

  

(関連当事者情報)
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(税効果会計関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(単位：千円)

繰延税金資産

 未払事業税 1,082

 未払賞与 123,179

 退職給付引当金 34,738

 役員退職慰労引当金 55,248

 繰越欠損金 381,417

 その他 21,409

 小計 617,074

 評価性引当額 △499,624

 繰延税金資産合計 117,450

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(単位：千円)

繰延税金資産

未払事業税 6,605

未払賞与 117,937

退職給付引当金 37,453

役員退職慰労引当金 54,105

繰越欠損金 179,279

その他 21,966

小計 417,348

評価性引当額 △218,898

繰延税金資産合計 198,450

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

（単位：％）

法定実効税率 40.5

（調整）

交際費等永久に損金算入されない項目 0.3

住民税均等割等 20.8

株式報酬費用 5.5

評価性引当額の増減 △109.2

その他 0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △41.9
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

（単位：％）

法定実効税率 40.5

（調整）

交際費等永久に損金算入されない項目 0.3

住民税均等割等 7.3

株式報酬費用 0.2

評価性引当額の増減 △58.7

その他 0.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △9.8
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年５月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成21年６月１日 至 平成22年５月31日) 

金融商品関係に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考え

られるため開示を省略しております。 

  

(金融商品関係)
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年５月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度 

  連結会計年度中に売却したその他有価証券(自  平成21年６月１日  至  平成22年５月31日) 

(単位：千円) 

 
  

(有価証券関係)

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

4,481 521 ―
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年５月31日) 

デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成21年６月１日 至 平成22年５月31日) 

デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

(デリバティブ取引関係)
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１ 採用している退職給付制度の概要 

前連結会計年度(平成21年５月31日現在) 

当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。なお、60歳以上の者については、確定給付

型の制度として退職一時金制度を設けております。 

子会社には退職給付制度はありません。 

  

当連結会計年度(平成22年５月31日現在) 

同上 

  

２ 退職給付債務及びその内訳 

  

 
  

３ 退職給付費用の内訳 

  

 
  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

前連結会計年度(平成21年５月31日現在) 

当社は、退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用しておりますので、算定基礎率等につい

ては記載しておりません。 

  

当連結会計年度(平成22年５月31日現在) 

同上 

  

  

(退職給付関係)

前連結会計年度
(平成21年５月31日)

当連結会計年度 
(平成22年５月31日)

退職給付債務 85,773千円 92,478千円

退職給付引当金 85,773千円 92,478千円

当社は、退職給付債務の算定に当た

り、簡便法(自己都合退職による期

末要支給額の100％を退職給付債務

とする方法)を採用しております。

同左

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

退職給付費用 182,238千円 167,345千円

 勤務費用 43,882千円 41,545千円

 確定拠出年金制度への掛金支払額 138,356千円 125,800千円
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年５月31日) 

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

売上原価         22,561千円 

販売費及び一般管理費    2,955千円 

  

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

 
(注) 1. 株式数に換算して記載しております。なお、平成15年ストック・オプションについては、平成17年５月20日

付にて株式分割(1：2)による分割後の株式数に換算して記載しております。 

2. 新株予約権の行使の条件 

①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

②権利行使時において、当社または当社の子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。 

③その他の権利行使の条件については、取締役会において決定する。 

3. 新株予約権の行使の条件 

 ①権利行使時において、当社または当社の子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。 

但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合には、その地位を失った後も、行使する

ことができる。 

②その他の権利行使の条件については、取締役会において決定する。 

  

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの

数については、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  

 
  

(ストック・オプション等関係)

平成15年
ストック・オプション

平成19年 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役６名、子会社取締役２名
当社従業員１名

当社従業員 623名

株式の種類別のストック・オ
プション数 (注) 1

普通株式 800株 普通株式 623株

付与日 平成15年６月18日 平成19年８月１日

権利確定条件 (注) 2 (注) 3

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。
平成19年８月１日から 
平成21年７月31日まで

権利行使期間
平成17年６月19日から
平成25年６月17日まで

平成21年８月１日から 
平成24年７月31日まで

平成15年
ストック・オプション

平成19年 
ストック・オプション

権利確定前      (株)

 前連結会計年度末 ― 509

 付与 ― ―

 失効 ― 17

 権利確定 ― ―

 未確定残 ― 492

権利確定後      (株)

 前連結会計年度末 150 ―

 権利確定 ― ―

 権利行使 ― ―

 失効 ― ―

 未行使残 150 ―
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② 単価情報 

  

 
  

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実質の失効数のみ反映させる方法

を採用しております。 

  

平成15年
ストック・オプション

平成19年 
ストック・オプション

権利行使価格      (円) 80,000 236,650

行使時平均株価     (円) ― ―

公正な評価単価(付与日) (円) ― 90,701
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当連結会計年度(自 平成21年６月１日 至 平成22年５月31日) 

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

売上原価          3,197千円 

販売費及び一般管理費      430千円 

  

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

 
(注) 1. 株式数に換算して記載しております。なお、平成15年ストック・オプションについては、平成17年５月20日

付にて株式分割(1：2)による分割後の株式数に換算して記載しております。 

2. 新株予約権の行使の条件 

①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

②権利行使時において、当社または当社の子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。 

③その他の権利行使の条件については、取締役会において決定する。 

3. 新株予約権の行使の条件 

 ①権利行使時において、当社または当社の子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。 

但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合には、その地位を失った後も、行使する

ことができる。 

②その他の権利行使の条件については、取締役会において決定する。 

  

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの

数については、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  

 
  

平成15年
ストック・オプション

平成19年 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役６名、子会社取締役２名
当社従業員１名

当社従業員 623名

株式の種類別のストック・オ
プション数 (注) 1

普通株式 800株 普通株式 623株

付与日 平成15年６月18日 平成19年８月１日

権利確定条件 (注) 2 (注) 3

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。
平成19年８月１日から 
平成21年７月31日まで

権利行使期間
平成17年６月19日から
平成25年６月17日まで

平成21年８月１日から 
平成24年７月31日まで

平成15年
ストック・オプション

平成19年 
ストック・オプション

権利確定前      (株)

 前連結会計年度末 ― 492

 付与 ― ―

 失効 ― ―

 権利確定 ― 492

 未確定残 ― ―

権利確定後      (株)

 前連結会計年度末 150 ―

 権利確定 ― 492

 権利行使 ― ―

 失効 ― 11

 未行使残 150 481
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② 単価情報 

  

 
  

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実質の失効数のみ反映させる方法

を採用しております。 

  

平成15年
ストック・オプション

平成19年 
ストック・オプション

権利行使価格      (円) 80,000 236,650

行使時平均株価     (円) ― ―

公正な評価単価(付与日) (円) ― 90,701
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年５月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成21年６月１日 至 平成22年５月31日) 

該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係)
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当連結会計年度(自 平成21年６月１日 至 平成22年５月31日) 

該当事項はありません。 

  

(賃貸等不動産関係)
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(注) １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

  

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

 
１株当たり純資産額 18,976円56銭

 
１株当たり純資産額 39,293円88銭

 
１株当たり当期純利益金額 10,238円33銭

 
１株当たり当期純利益金額 20,317円32銭

 

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額 10,214円21銭
 

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額 20,292円19銭

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(千円) 264,497 524,877

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

当期純利益(千円) 264,497 524,877

普通株式の期中平均株式数(株) 25,834 25,834

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額(千円) ─ ─

普通株式増加数(株) 61 32

 (うち新株予約権(株)) (61) (32)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要

会社法に基づくストッ

ク・オプション制度に係

る新株予約権492株

会社法に基づくストッ

ク・オプション制度に係

る新株予約権481株
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(重要な後発事象)

前連結会計年度 
(平成21年５月31日)

当連結会計年度 
(平成22年５月31日)

 当社は平成21年７月14日開催の取締役会において、平

成21年８月28日開催の第10回定時株主総会に、下記のと

おり資本準備金の額の減少の件及び剰余金の処分の件に

ついて付議することを決議し、同株主総会にて承認され

ました。なお、本件は純資産の部の勘定の組み替えであ

り、純資産額の変動はなく、損益及び純資産に与える影

響はありません。

1. 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の目的    

資本準備金を減少し欠損填補に充てるものでありま
す。

2. 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の要領

(1) 資本準備金の額の減少

減少する資本準備金の額    
 資本準備金の全額712,380,000円を減少するもの
 であります。 

(2) 剰余金の処分

①その他資本剰余金の減少額  712,380,000円
②繰越利益剰余金の増加額   712,380,000円

3. 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の効力発
  生日
                                平成21年8月28日

──────

― 46 ―

日本ＥＲＩ㈱(2419)平成22年５月期決算短信



5.【個別財務諸表】

 (1)【財務諸表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年５月31日)

当事業年度
(平成22年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 783,812 1,059,077

売掛金 271,296 386,442

仕掛品 178,977 172,414

前払費用 79,190 60,105

繰延税金資産 117,450 198,450

その他 5,612 7,250

貸倒引当金 △1,347 △3,803

流動資産合計 1,434,992 1,879,936

固定資産

有形固定資産

建物 32,371 38,159

減価償却累計額 △17,420 △20,217

建物（純額） 14,951 17,941

工具、器具及び備品 39,549 51,176

減価償却累計額 △31,689 △35,583

工具、器具及び備品（純額） 7,859 15,592

有形固定資産合計 22,811 33,534

無形固定資産

ソフトウエア 67,719 35,689

電話加入権 406 406

無形固定資産合計 68,125 36,096

投資その他の資産

関係会社株式 55,000 149,500

差入保証金 379,509 376,590

保険積立金 37,545 36,363

その他 6,318 5,916

貸倒引当金 △6,698 △4,871

投資損失引当金 △42,000 △42,000

投資その他の資産合計 429,674 521,499

固定資産合計 520,611 591,130

資産合計 1,955,604 2,471,067
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年５月31日)

当事業年度
(平成22年５月31日)

負債の部

流動負債

未払金 137,657 181,789

未払費用 455,276 411,292

未払法人税等 58,147 52,222

未払消費税等 29,588 80,443

前受金 450,111 414,731

預り金 72,442 47,094

その他 1,467 807

流動負債合計 1,204,692 1,188,380

固定負債

退職給付引当金 85,773 92,478

役員退職慰労引当金 136,415 133,593

固定負債合計 222,188 226,071

負債合計 1,426,881 1,414,452

純資産の部

株主資本

資本金 966,480 966,480

資本剰余金

資本準備金 712,380 －

資本剰余金合計 712,380 －

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △1,191,043 46,507

利益剰余金合計 △1,191,043 46,507

株主資本合計 487,816 1,012,987

新株予約権 40,906 43,627

純資産合計 528,723 1,056,615

負債純資産合計 1,955,604 2,471,067
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  ②【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当事業年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

売上高 10,072,263 8,939,102

売上原価 7,974,722 6,731,586

売上総利益 2,097,541 2,207,515

販売費及び一般管理費 ※1 1,933,847 ※1 1,752,277

営業利益 163,693 455,238

営業外収益

受取利息 1,775 439

補助金収入 2,000 2,000

保険配当金 5,436 5,852

受取手数料 4,386 4,842

保険解約返戻金 － 5,321

株式割当益 － 3,962

雑収入 2,737 3,125

営業外収益合計 16,336 25,543

営業外費用

支払利息 1,430 2,718

雑損失 － 110

営業外費用合計 1,430 2,828

経常利益 178,599 477,952

特別損失

固定資産除却損 ※2 736 －

特別損失合計 736 －

税引前当期純利益 177,863 477,952

法人税、住民税及び事業税 38,943 33,781

法人税等調整額 △117,450 △81,000

法人税等合計 △78,506 △47,218

当期純利益 256,369 525,171
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原価計算の方法については、個別原価計算制度を採用しております。 

  

(注) ※１ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 

  

 
  

【売上原価明細書】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当事業年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 労務費 4,794,996 61.6 4,240,434 63.1

Ⅱ 外注委託費 1,692,641 21.8 1,393,843 20.7

Ⅲ 経費 ※１ 1,291,936 16.6 1,090,745 16.2

  当期総製造費用 7,779,574 100.0 6,725,022 100.0

  期首仕掛品たな卸高 374,125 178,977

   合計 8,153,699 6,904,000

  期末仕掛品たな卸高 178,977 172,414

  売上原価 7,974,722 6,731,586

(原価計算の方法)

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当事業年度
(自 平成21年６月１日
至 平成21年５月31日)

賃借料 556,021千円 471,967千円

リース料 85,555 58,997

旅費交通費 142,261 110,891
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  ③【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当事業年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 966,480 966,480

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 966,480 966,480

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 712,380 712,380

当期変動額

欠損填補 － △712,380

当期変動額合計 － △712,380

当期末残高 712,380 －

資本剰余金合計

前期末残高 712,380 712,380

当期変動額

欠損填補 － △712,380

当期変動額合計 － △712,380

当期末残高 712,380 －

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △1,447,412 △1,191,043

当期変動額

欠損填補 － 712,380

当期純利益 256,369 525,171

当期変動額合計 256,369 1,237,551

当期末残高 △1,191,043 46,507

利益剰余金合計

前期末残高 △1,447,412 △1,191,043

当期変動額

欠損填補 － 712,380

当期純利益 256,369 525,171

当期変動額合計 256,369 1,237,551

当期末残高 △1,191,043 46,507

株主資本合計

前期末残高 231,447 487,816

当期変動額

当期純利益 256,369 525,171

当期変動額合計 256,369 525,171
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当事業年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

当期末残高 487,816 1,012,987

新株予約権

前期末残高 15,388 40,906

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,517 2,721

当期変動額合計 25,517 2,721

当期末残高 40,906 43,627

純資産合計

前期末残高 246,836 528,723

当期変動額

当期純利益 256,369 525,171

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,517 2,721

当期変動額合計 281,886 527,892

当期末残高 528,723 1,056,615
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前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年５月31日) 

 「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」の解消について 

 当社は、平成19年３月期において耐震偽装事件に関連した一部業務停止という行政処分により、

また、平成20年３月期においては、改正建築基準法に伴う確認申請業務の混乱の影響により、営業

損失、当期純損失を計上したため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

が存在しておりました。 

 上記事象又は状況に対して、当社は、平成19年10月以降に実施した確認申請手数料の値上げ、及

び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と一層の収益力の向上に努めた結果、当

事業年度において、営業利益163,693千円及び当期純利益256,369千円を計上するに至り、継続企業

の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は解消したものと判断しております。 

  

  

(4)【継続企業の前提に関する注記】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当事業年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

────── ──────

  （追加情報）
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(5)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当事業年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式

 移動平均法による原価法を採用して

おります。

子会社株式

同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

仕掛品

 個別法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）によっており

ます。 

（会計方針の変更） 

当事業年度より、「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）を適用し、評価基準

については、原価法から原価法（貸

借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）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。

仕掛品

 個別法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）によっており

ます。

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産（リース資産を除 

 く）

 定率法を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

  建物        ８～22年

  工具、器具及び備品 ５～20年

(1) 有形固定資産（リース資産を除 

 く）

同左

(2) 無形固定資産（リース資産を除 

  く） 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法によっ

ております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除 

  く）

同左

(3) リース資産    

所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しており

ます。 

なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始

日が平成20年３月31日以前のリース

取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。

(3) リース資産    

所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産

同左
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項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当事業年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

 債権等の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しておりま

す。

(1) 貸倒引当金

同左

 

(2) 退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務

(簡便法)に基づき計上しておりま

す。

(2) 退職給付引当金

同左

(3) 役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、役員退職慰労金規程に基づく期

末要支給額を計上しております。

(3) 役員退職慰労引当金

同左

(4) 投資損失引当金

 関係会社への投資に対する損失に備

えるため、投資先の財政状態を勘案

して、必要額を計上しております。

(4) 投資損失引当金

同左

５ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の処理方法

 消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

 なお、資産に係る控除対象外消費税

等は当期の負担すべき期間費用とし

て処理しております。

同左
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(6)【重要な会計方針の変更】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当事業年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

（リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、当事業年度より、「リース取引に関

する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正) ）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正) ）を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

これによる損益への影響はありません。

──────
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成21年５月31日)

当事業年度 
(平成22年５月31日)

────── ──────
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当事業年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は１％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は99％で

あります。

   主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 184,870千円

給与手当 709,417

退職給付費用 29,186

法定福利費 116,219

賃借料 131,252

租税公課 129,247

支払手数料 127,629

役員退職慰労引当金繰入額 29,858

貸倒引当金繰入額 8,046

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は１％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は 99％

であります。

   主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 166,530千円

給与手当 617,507

退職給付費用 27,004

法定福利費 96,213

賃借料 109,770

租税公課 102,702

支払手数料 154,681

役員退職慰労引当金繰入額 23,663

貸倒引当金繰入額 2,612

 

※２ 固定資産除却損の内訳

建物 685千円

工具、器具及び備品 51

合計 736

──────
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前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年５月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成21年６月１日 至 平成22年５月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

  

(株主資本等変動計算書関係)
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当事業年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

１ リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引

１ リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

 

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

建物 23,639 16,726 6,913

工具、器具及
び備品

143,384 107,445 35,938

ソフトウェア 13,645 11,030 2,615

合計 180,670 135,202 45,467
 

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

建物 23,639 20,666 2,973

工具、器具及
び備品

95,676 79,174 16,501

合計 119,316 99,840 19,475

 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 27,442千円

１年超 21,127

 合計 48,570

 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 17,941千円

１年超 3,185

合計 21,127

 

 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 45,346千円

減価償却費相当額 41,255

支払利息相当額 3,154

 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 28,892千円

減価償却費相当額 25,991

支払利息相当額 1,450

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

   同左

 (5) 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

 (5) 利息相当額の算定方法

   同左

 

２ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

１年内 1,259千円

１年超 2,156

 合計 3,416

２ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

１年内 931千円

１年超 1,225

合計 2,156
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前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年５月31日) 

当事業年度末において子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度(自 平成21年６月１日 至 平成22年５月31日) 

当事業年度末において子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

  

(有価証券関係)
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(税効果会計関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当事業年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(単位：千円)

繰延税金資産

 未払事業税 1,082

 未払賞与 123,179

 退職給付引当金 34,738

 役員退職慰労引当金 55,248

 繰越欠損金 364,503

 投資損失引当額 17,010

 その他 21,409

 小計 617,170

 評価性引当額 △499,720

 繰延税金資産合計 117,450

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(単位：千円)

繰延税金資産

未払事業税 6,605

未払賞与 117,937

退職給付引当金 37,453

役員退職慰労引当金 54,105

繰越欠損金 163,524

投資損失引当額 17,010

その他 21,966

小計 418,604

評価性引当額 △220,154

繰延税金資産合計 198,450

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

（単位：％）

法定実効税率 40.5

（調整）

交際費等永久に損金算入されない項目 0.3

住民税均等割等 21.8

株式報酬費用 5.8

評価性引当額の増減 △112.6

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △44.1
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

（単位：％）

法定実効税率 40.5

（調整）

交際費等永久に損金算入されない項目 0.3

住民税均等割等 7.3

株式報酬費用 0.2

評価性引当額の増減 △58.5

その他 0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △9.9
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(注) １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

  

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当事業年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

 
１株当たり純資産額 18,882円75銭

 
１株当たり純資産額 39,211円43銭

 
１株当たり当期純利益金額 9,923円71銭

 
１株当たり当期純利益金額 20,328円68銭

 

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額 9,900円33銭
 

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額 20,303円53銭

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年５月31日)

当事業年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(千円） 256,369 525,171

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ―

当期純利益(千円) 256,369 525,171

普通株式の期中平均株式数(株) 25,834 25,834

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額(千円) ─ ―

普通株式増加数(株) 61 32

 (うち新株予約権(株)) (61) (32)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要

会社法に基づくストッ

ク・オプション制度に係

る新株予約権492株

会社法に基づくストッ

ク・オプション制度に係

る新株予約権481株
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(重要な後発事象)

前事業年度 
(平成21年５月31日)

当事業年度 
(平成22年５月31日)

 当社は平成21年７月14日開催の取締役会において、平

成21年８月28日開催の第10回定時株主総会に、下記のと

おり資本準備金の額の減少の件及び剰余金の処分の件に

ついて付議することを決議し、同株主総会にて承認され

ました。なお、本件は純資産の部の勘定の組み替えであ

り、純資産額の変動はなく、損益及び純資産に与える影

響はありません。

1. 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の目的    

資本準備金を減少し欠損填補に充てるものでありま
す。

2. 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の要領

(1) 資本準備金の額の減少

減少する資本準備金の額    
 資本準備金の全額712,380,000円を減少するもの
 であります。 

(2) 剰余金の処分

①その他資本剰余金の減少額  712,380,000円
②繰越利益剰余金の増加額   712,380,000円

3. 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の効力発
  生日
                                平成21年8月28日

──────
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①代表者の異動 

 該当事項はありません。 

②その他の役員の異動 

役員の新任・退任については平成22年８月30日の定時株主総会において、役職の異動については同

株主総会で選任されることを条件に総会後の取締役会において、それぞれ正式に決定される予定で

す。 

  ・取締役の役職異動 

 
  

・新任取締役候補 

 
  

・退任予定取締役 

 
  

該当事項はありません。 

  

  

6. その他

(1) 役員の異動

新役職名 氏名 現役職名

常務取締役 住宅評価本部長 馬 野 俊 彦
常務取締役 経営管理本部長兼経営
企画部長

取締役 経営管理本部長兼人事部長兼総
務部長

横 瀬 弘 明 取締役 人事部長兼総務部長

新役職名 氏名 現役職名

取締役 確認検査本部長 金 澤 秀 一
上級執行役員 確認検査本部 副本
部長

取締役 住宅評価本部 副本部長 堂 山 俊 介 執行役員 住宅評価本部 副本部長

取締役 評定部長 深 田 良 雄 執行役員 評定部長

現役職名 氏名 備考

専務取締役 確認検査本部長 土 岐 悦 康

常務取締役 住宅評価本部長 小 山 隆 弘

取締役 確認検査本部 副本部長 高 野 雅 司

取締役 判定事業部長 清 水 敬 三

(2) その他

― 65 ―

日本ＥＲＩ㈱(2419)平成22年５月期決算短信




