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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、海外経済の減速や需要刺激策の効果の減衰などを

背景に輸出がやや弱めの動きとなり、また生産もやや減少する動きがあったものの、設備投資は企業収

益が改善を続けるもとで持ち直しつつあり、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３四半期連結累計期間の業績は、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20.0％増の7,802百万円となりました。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11.2％増の6,983百万

円となり、営業利益は対前年同期比598百万円増益の818百万円、経常利益は対前年同期比631百万円増

益の865百万円、四半期純利益は税務上の繰越欠損金の解消に伴う法人税等の増加があるものの対前年

同期比367百万円増益の588百万円となりました。 

 セグメントの状況は次のとおりであります。 

 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、対前年同期比については、前第３四半期連結累計期

間の実績を当第３四半期連結累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12.9％増の3,928百万円となりました。 

（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40.1％増の2,458百

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11.6％増の1,414百万円となりま

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1,053百万円増加し3,529百

万円となりました。これは、固定資産が６百万円減少したものの、流動資産が1,059百万円増加したこ

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958百万円、売掛金の増加82百万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530百万円増加し、1,947百万円となりました。これ

は、前受金の増加200百万円、未払法人税等の増加189百万円、短期借入金の増加150百万円等によるも

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523百万円増加し、1,581百万円となりました。これ

は、四半期純利益等による利益剰余金の増加523百万円によるものであります。 

  

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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業績予想につきましては、前回（平成22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。 

なお、平成23年3月11日に発生いたしました「東北地方太平洋沖地震」による当社グループの業績に

与える影響は精査中ですが、現時点では軽微なものと見込まれます。今後、開示が必要と判断される場

合には、速やかに開示いたします。 

  

  
  

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

方法によっております。  

  

  

「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2,666千円減少し、税金等調整前四半期純利益は

32,392千円減少しております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

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

日本ＥＲＩ㈱（2419）平成23年５月期第３四半期決算短信

― 3 ―



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３四半期連結会計期間末
(平成23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22年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,127,008 1,168,437

売掛金 469,156 386,423

仕掛品 207,820 172,414

繰延税金資産 150,167 198,450

その他 98,808 66,994

貸倒引当金 △4,320 △3,803

流動資産合計 3,048,641 1,988,916

固定資産

有形固定資産 47,645 33,534

無形固定資産 12,504 39,325

投資その他の資産

差入保証金 354,601 376,590

繰延税金資産 41,935 －

その他 25,517 42,279

貸倒引当金 △1,452 △4,871

投資その他の資産合計 420,602 413,999

固定資産合計 480,752 486,859

資産合計 3,529,394 2,475,775

負債の部

流動負債

短期借入金 150,000 －

未払金 218,646 183,684

未払費用 392,977 411,292

未払法人税等 242,053 52,432

前受金 615,533 414,731

その他 105,568 128,817

流動負債合計 1,724,779 1,190,959

固定負債

退職給付引当金 98,421 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 222,621 226,071

負債合計 1,947,400 1,417,030

純資産の部

株主資本

資本金 966,480 966,480

利益剰余金 572,431 48,638

株主資本合計 1,538,911 1,015,118

新株予約権 43,082 43,627

純資産合計 1,581,994 1,058,745

負債純資産合計 3,529,394 2,475,775
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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21年６月１日
至 平成22年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成23年２月28日)

売上高 6,501,474 7,802,142

売上原価 4,960,099 5,469,002

売上総利益 1,541,374 2,333,139

販売費及び一般管理費 1,320,760 1,514,374

営業利益 220,614 818,765

営業外収益

受取利息 380 498

保険配当金 5,852 5,267

保険解約返戻金 5,321 36,900

受取手数料 2,496 2,028

雑収入 2,067 5,013

営業外収益合計 16,117 49,708

営業外費用

支払利息 2,418 2,660

雑損失 － 188

営業外費用合計 2,418 2,848

経常利益 234,313 865,624

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

賃貸借契約解約損 － 7,723

固定資産除却損 43 221

特別損失合計 43 37,670

税金等調整前四半期純利益 234,270 827,954

法人税、住民税及び事業税 25,759 233,230

法人税等調整額 △12,150 6,346

法人税等合計 13,609 239,576

少数株主損益調整前四半期純利益 － 588,377

少数株主利益 266 －

四半期純利益 220,394 588,377
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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21年６月１日
至 平成22年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成23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 234,270 827,954

減価償却費 32,113 34,525

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,911 5,943

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9,218 △133,593

長期未払金の増減額（△は減少） － 124,200

受取利息 △380 △498

支払利息 2,418 2,660

保険返戻金 － △36,900

固定資産除却損 43 221

賃貸借契約解約損 － 7,723

売上債権の増減額（△は増加） △157,954 △78,841

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,846 △35,406

未払金の増減額（△は減少） 57,678 28,343

未払費用の増減額（△は減少） △184,215 △18,314

前受金の増減額（△は減少） 42,451 200,801

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 29,725

その他 65,089 △72,746

小計 76,360 885,797

利息及び配当金の受取額 380 498

利息の支払額 △2,262 △2,660

法人税等の支払額 △38,133 △35,159

営業活動によるキャッシュ・フロー 36,344 848,475

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 △1,579 △16,807

無形固定資産の取得による支出 △1,371 △1,812

差入保証金の差入による支出 △5,464 △35,065

差入保証金の回収による収入 8,508 30,338

資産除去債務の履行による支出 － △4,700

保険積立金の積立による支出 － △6,629

保険積立金の払戻による収入 － 56,400

その他 3,220 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,312 21,724

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 450,000 500,000

短期借入金の返済による支出 △360,000 △350,000

配当金の支払額 － △61,629

財務活動によるキャッシュ・フロー 90,000 88,370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 129,657 958,570

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 931,310 2,127,008
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当第３四半期連結累計期間(自 平成22年６月１日 至 平成23年２月28日) 

該当事項はありません。 

  

  

  

前第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。 

  

前第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。 

  

(追加情報) 

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。 

  

(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

3,478,568 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】

【海外売上高】

【セグメント情報】
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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３四半期連結累計期間(自  平成22年６月１日  至  平成23年２月28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 セグメント売上高の調整額は、セグメント間の内部売上高消去額であります。 

    ３ セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

３  報告セグメントの変更等に関する事項 

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年６月１日  至  平成23年２月28日) 

 該当事項はありません。 

  

４  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 

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年６月１日  至  平成23年２月28日) 

 該当事項はありません。 

  

(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 3,928,680 2,458,606 6,387,287 1,414,855 7,802,142 ― 7,802,142

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― 29,971 29,971 △29,971 ―

計 3,928,680 2,458,606 6,387,287 1,444,827 7,832,114 △29,971 7,802,142

セグメント利益 22,970 607,769 630,739 188,025 818,765 ― 818,765
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当第３四半期連結累計期間(自 平成22年６月１日 至 平成23年２月28日) 

該当事項はありません。 

  

  

（重要な後発事象） 

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年６月１日 至 平成23年２月28日) 

１ 株式分割及び単元株制度の導入 

当社は、平成23年３月30日開催の取締役会において、下記のとおり株式分割及び単元株制度の導入を行

うことを決議いたしました。その概要は以下のとおりです。 

  

当社株式の流動性を高めることを目的として株式の分割を実施するとともに、単元株式数（売買単

位）を100株に統一することを目標とする全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた行動計画」を考

慮し、１単元を100株とする単元株制度を採用いたします。株式の分割及び単元株制度の採用により、

投資単位の金額を実質的に現在の3分の1に引き下げ、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図り

ます。 

  

平成23年５月31日（火曜日）を基準日として、同日の 終の株主名簿に記載又は記録された株主の

所有する普通株式を1株につき300株の割合をもって分割いたします。 

平成23年３月30日現在の発行済株式総数を基準として計算すると次のとおりとなります。 

株式の分割前の当社発行済株式総数   25,834株 

今回の分割により増加する株式数    7,724,366株  

株式の分割後の当社発行済株式総数   7,750,200株  

株式の分割後の発行可能株式総数    28,500,000株  

なお、分割により増加する株式数は、新株予約権の行使により増加する可能性があります。 

基準日公告日  平成23年５月16日(月曜日) 

基準日     平成23年５月31日（火曜日） 

効力発生日   平成23年６月１日（水曜日） 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(7) その他注記情報

(1) 株式分割の目的

(2) 株式分割の概要

① 分割の方法

② 分割により増加する株式数

③ 分割の日程
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上記「（2）株式分割の概要」に記した株式の分割の効力発生を条件として、平成23年６月１日を

もって単元株制度を採用し、単元株式数を100株といたします。 

効力発生日 平成23年６月１日 （水曜日） 

  

上記の株式分割が前連結会計年度の開始の日に行われたと仮定した場合の１株当たり情報、及び当連

結会計年度の開始の日に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、以下のとおりとなっておりま

す。 

  

１株当たり純資産額 

 
  

１株当たり四半期純利益等 

第３四半期連結累計期間 

(3) 単元株制度の採用

① 新設する単元株式の数

② 新設の日程

(4) その他

当第３四半期連結会計期間末 
(平成23月２月28日)

前連結会計年度末 
(平成22年５月31日)

198.56円 130.98円

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年６月１日
至  平成23年２月28日)

１株当たり四半期純利益 28.44円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 28.40円

１株当たり四半期純利益 75.92円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 75.71円
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