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1.  平成23年5月期第1四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成22年8月31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 ％

23年5月期第1四半期 2,446 21.5 170 ― 213 ― 173 ―
22年5月期第1四半期 2,013 ― △83 ― △76 ― △84 ―

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

23年5月期第1四半期 6,733.78 6,721.55
22年5月期第1四半期 △3,260.36 ―

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

23年5月期第1四半期 2,730 1,232 43.5 46,027.66
22年5月期 2,475 1,058 41.0 39,293.88

（参考） 自己資本   23年5月期第1四半期  1,189百万円 22年5月期  1,015百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年5月期 ―
23年5月期 

（予想）
2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00

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(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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)

4,922 15.0 351 229.0 396 229.5 344 198.3 13,345.17

通期 9,841 9.6 708 55.3 756 58.3 540 3.0 20,932.88



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表
に対する四半期レビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。なお、業績予想に関する事項は、【添付資料】P.３「(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。）

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） 23年5月期1Q 25,834株 22年5月期  25,834株
② 期末自己株式数 23年5月期1Q  0株 22年5月期  0株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期1Q 25,834株 22年5月期1Q 25,834株
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※ 当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料等

については、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。 

・平成22年10月16日（土）・・・・・・個人投資家向けＩＲカンファレンス 

  

※ 上記説明会のほかにも、当社では、個人投資家向けの皆様向けに適宜、事業・業績に関する

説明会を開催しています。開催の予定等については、当社ホームページをご確認ください。 
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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、新興国経済の成長や世界的な情報関連財需要の拡

大などを背景に輸出や生産は増加を続け、設備投資は企業収益が改善を続けるもとで持ち直しに転じつ

つあり、また、雇用・所得環境については引き続き厳しい状況にはあるものの、その程度は幾分和らい

でおり、景気は緩やかに回復してまいりました。 

 建築・住宅業界においては、新設住宅着工戸数は低水準にはあるものの回復傾向にあり、非住宅の民

間建設投資でも同様な回復傾向にありました。 

 このような情勢の下、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、住宅瑕疵担保検査業務、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、また、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を積極的に推進することを課題として取り組

んでまいりました。また、建築物の耐震化、省エネ化、ストック活用への取り組みなど、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、業績の向上に努めてまいりました。 

 このような環境の下、当第１四半期連結会計期間の業績は、確認検査事業、住宅性能評価および関連

事業、その他の全てで売上を伸ばし、売上高は対前年同期比21.5％増の2,446百万円となりました。営

業費用は大型建築物の増加に伴う適合性判定手数料の増加等により対前年同期比8.5％増の2,275百万円

となり、営業利益は対前年同期比254百万円増益の170百万円、経常利益は対前年同期比289百万円増益

の213百万円、四半期純利益は対前年同期比258百万円増益の173百万円となりました。 

 セグメントの状況は次の通りであります。 

 当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等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20号 平成20年３月21日）を適用しており、対前年同期比については、前第１四半期連結会計期

間の実績を当第１四半期連結会計期間と同様の事業区分に組み替えたうえで算定しております。 

（確認検査事業） 

 新築住宅の分野ではこれまでの増勢を維持してシェアをさらに伸ばし、また、大型建築物についても

順調に業務拡大した結果、売上高は対前年同期比11.4％増の1,266百万円となりました。 

（住宅性能評価および関連事業） 

 住宅性能評価業務では、共同住宅は軟調でしたが、戸建住宅が堅調に推移し、また、住宅エコポイン

ト証明業務、長期優良住宅業務が順調に業務拡大した結果、売上高は対前年同期比53.1％増の755百万

円となりました。 

（その他） 

 住宅瑕疵担保検査業務が順調に業務拡大し、売上高は対前年同期比10.9％増の424百万円となりまし

た。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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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255百万円増加し2,730百万

円となりました。これは、固定資産が59百万円減少したものの、流動資産が314百万円増加したことに

よるものであります。 

 流動資産の増加は、現金及び預金の増加118百万円、売掛金の増加103百万円等によるものであり、固

定資産の減少は、差入保証金の減少30百万円等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81百万円増加し、1,498百万円となりました。これ

は、未払費用の減少114万円等があったものの、短期借入金の増加140百万円、前受金の増加99百万円等

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173百万円増加し、1,232百万円となりました。これ

は、四半期純利益による利益剰余金の増加173百万円によるものであります。 

  

業績予想につきましては、 近の業績の動向を踏まえ、平成22年7月13日公表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22年9月30日）発表の「業績予想及び配当予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。 

  

(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。  

  

  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年

３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年

３月31日)を適用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ1,385千円減少し、税金等調整前四半期純利益は

31,111千円減少しております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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22年８月31日)

前連結会計年度末に係る要約
要約連結貸借対照表
(平成22年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,286,709 1,168,437

売掛金 489,460 386,423

仕掛品 190,501 172,414

繰延税金資産 198,450 198,450

その他 143,713 66,994

貸倒引当金 △5,223 △3,803

流動資産合計 2,303,612 1,988,916

固定資産

有形固定資産 31,474 33,534

無形固定資産 29,627 39,325

投資その他の資産

差入保証金 346,498 376,590

その他 21,026 42,279

貸倒引当金 △1,460 △4,871

投資その他の資産合計 366,064 413,999

固定資産合計 427,166 486,859

資産合計 2,730,779 2,475,775

負債の部

流動負債

短期借入金 140,000 －

未払金 203,849 183,684

未払費用 296,934 411,292

未払法人税等 17,756 52,432

前受金 514,690 414,731

その他 101,509 128,817

流動負債合計 1,274,741 1,190,959

固定負債

退職給付引当金 99,676 92,478

役員退職慰労引当金 － 133,593

長期未払金 124,200 －

固定負債合計 223,876 226,071

負債合計 1,498,617 1,417,030

純資産の部

株主資本

資本金 966,480 966,480

利益剰余金 222,598 48,638

株主資本合計 1,189,078 1,015,118

新株予約権 43,082 43,627

純資産合計 1,232,161 1,058,745

負債純資産合計 2,730,779 2,475,775
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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21年６月１日
至 平成21年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年８月31日)

売上高 2,013,133 2,446,221

売上原価 1,645,301 1,775,923

売上総利益 367,832 670,298

販売費及び一般管理費 451,692 499,684

営業利益又は営業損失（△） △83,859 170,613

営業外収益

受取利息 165 235

保険配当金 5,852 5,219

受取手数料 1,010 637

保険解約返戻金 － 36,900

受取事務手数料 374 －

雑収入 1,759 1,014

営業外収益合計 9,161 44,006

営業外費用

支払利息 1,366 1,106

雑損失 － 185

営業外費用合計 1,366 1,292

経常利益又は経常損失（△） △76,064 213,328

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 29,725

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（△）

△76,064 183,602

法人税、住民税及び事業税 8,046 9,641

法人税等合計 8,046 9,641

少数株主損益調整前四半期純利益 － 173,960

少数株主利益 116 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △84,228 173,960
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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21年６月１日
至 平成21年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22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（△）

△76,064 183,602

減価償却費 10,621 11,975

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 29,725

退職給付引当金の増減額（△は減少） △361 7,198

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △20,855 △133,593

長期未払金の増減額（△は減少） － 124,200

受取利息 △165 △235

支払利息 1,366 1,106

売上債権の増減額（△は増加） △137,682 △99,159

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,674 △18,087

未払金の増減額（△は減少） 30,154 20,165

未払費用の増減額（△は減少） △208,261 △114,357

前受金の増減額（△は減少） 32,676 99,959

その他 △25,613 △96,726

小計 △387,510 15,772

利息及び配当金の受取額 165 235

利息の支払額 △1,135 △1,106

法人税等の支払額 △38,113 △35,139

営業活動によるキャッシュ・フロー △426,593 △20,238

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 － △486

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 △166 △1,229

差入保証金の回収による収入 1,078 210

その他 4,423 16

投資活動によるキャッシュ・フロー 4,225 △1,489

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 300,000 250,000

短期借入金の返済による支出 △152,000 △110,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 148,000 140,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △274,368 118,271

現金及び現金同等物の期首残高 801,652 1,168,437

現金及び現金同等物の四半期末残高 527,283 1,286,709
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当第１四半期連結累計期間(自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

前第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。 

  

前第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。 

  

(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】

【海外売上高】
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(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等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20

号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい

るものであります。 

 当社グループは、当社名にある通り建築物等に関する、Evalution（評価）Rating（格付け）

Inspection（検査）を専門的第三者機関として実施する事業活動を展開しております。当社は、経営組織

の形態およびサービスの特性の類似性に基づき、複数の事業セグメントを集約した上で、「確認検査事

業」「住宅性能評価および関連事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「確認検査事業」は建築基準法に基づく建築物の確認検査業務を行っております。 

 「住宅性能評価および関連事業」は住宅品確法に基づく新築住宅および既存住宅の住宅性能評価業務、

長期優良住宅技術的審査業務、住宅エコポイント制度に係る証明業務を行っております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年６月１日  至  平成22年８月31日) 

 
(注) １「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、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。 

    ２ セグメント利益の調整額△11,200千円は、セグメント間取引消去11,200千円であります。 

    ３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

  

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３

確認検査 
事業

住宅性能
評価および
関連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 1,266,536 755,319 2,021,856 424,364 2,446,221 ― 2,446,221

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― 11,200 11,200 △11,200 ―

計 1,266,536 755,319 2,021,856 435,565 2,457,422 △11,200 2,446,221

セグメント利益 
又は損失(△)

△66,576 163,533 96,957 84,857 181,814 △11,200 170,613
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当第１四半期連結累計期間(自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

(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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