
�������	
��������������
����������

����� !"#�

$%&'( ��)*+,-&' $%./0 1


23456 �7�8 9:; <==>?@@AAABCDEFGBHIBC>
JKL �MN(� JK.OM'P �Q(� RS� TU

VWXYZ[L �MN(� \]^P �Q(� _`� a bc; d�D��8eDd���
fg,hi&jklf� �����m��d� nopqjrlf� ��������8�

stuvwxyz{lf� �����m��d�

��|}~������s� � s

��~�&jk�s� � s ���������������

�B

�������	�����������e����������������

�

���
�������

�

���
�������� ¡3��¢�

��

���
��\£�� �¤K¥¦§¨	©ª«�

¬$ £�®¯ \°®¯ o	±®¯
��� ¤ ��� ¤ ��� ¤ ��� ¤

�����	 �d²7�m �eB� �²ddd ��8B7 �²d7e ��mB8 e�� �mBd
�����	 m²8�� ³ 7�� ³ 7�m ³ ��7 ³

�´�µ¶®¯ �����	 e����� ���B8¤� �����	 ������ �³¤�

�,o·¸o	±®¯
¹º,-»¼½�,o·¸

o	±®¯
¾¿��o	±®¯

«
i�À\°®¯« ¬$£�®¯«

��Á ��Á ¤ ¤ ¤

�����	 �e²dd�B�d ��²8��B�7 �dB� ��B8 8Be
�����	 �d²���B�� �d²�8�B�8 e8B� ��Be �B�

�ÂÃ�
ÄÅÆ��Ç¯ �����	

³��� �����	

³���

i�À ±�À ¾¿��È« �,o·¸±�À
��� ��� ¤ ��Á

�����	 �²mm� �²em� 7�B7 e�²�87B�e
�����	 �²7�� �²d�m 7�Bd �8²�8�Bmm

�ÂÃ�
¾¿��

 �����	

�²e7���� �����	

�²d�����

£�ÉÊËÌÍ������ ¡3 ��ÉÊËÌÍ������ ¡3 �ÎÉÊËÌÍ������ ¡3 ÏÐÑÒÏÐÓÔÕ	Ö×

��� ��� ��� ���

�����	 �²�ee Ø�� Ø7� �²�e�
�����	 ��e Ø8 ³ �²�em

�B

no��¢�

�´������Ù�Ú�ÛË#Üo'ÝÞ,-Ú,Ëßà�dd,�áWâãä#,-Åáâåä#æ¸çèé�

�ênoÐ noÐië
�Wì�

noí�
����

±�Àno
«����î�ïð	Ö î�ïð	Ö î�ïð	Ö 	Ö Wì

��Á ��Á ��Á ��Á ��Á ��� ¤ ¤

�����	 ³ dBdd ³ dBdd dBdd ³ ³ ³

�����	 ³ �²�ddBdd ³ 7²7ddBdd e²8ddBdd ��m �eB� ��B7

�7���	�lñ� ³ ��Bdd ³ ��Bdd ��Bdd ��B8

�B

���7���	�����lñ������e�������7��������
�¤K¥¦ÜÞ	¦§¨	Üî�ïð	�òì�¦§¨�Óïð	©ª«�

�

¬$ £�®¯ \°®¯ o	±®¯
�,o·¸o	
±®¯

��� ¤ ��� ¤ ��� ¤ ��� ¤ ��Á

î�ïð	�òì� �²��� eBe e�� ��Bd e�� 7B� �e� Ø�8B8 7eB�7
Þ	 �d²8d� 7B� �²d�e �B� �²dee �Bm e�d Ø8B� �mB7�



7B

ó�ô�

���
	RËæ�Íõö÷ø&'�ùÊ���úû�üýâþ��fø&'�ùÊ�� �� ���

���
&ì�]������ÜK¥	ÆÔ�üý�

���

å�,-��ÝÞ,-��


&ì��Ô���Ëþ�üý � �� s

�
���üý � �� �


	Ö
å�,-��¾¿,-â��� �����	 ��²8��
, �����	 ��²m�7
,

�
	Ö¾¿,-� �����	 ³
, �����	 ³
,

�
	R��,-� �����	 ��²m��
, �����	 ��²m�7
,

�ÂÃ�������ö�

�B

�������	�����������e����������������

�

���
�������

��

���
��\£�� �¤K¥¦§¨	©ª«�

¬$ £�®¯ \°®¯ o	±®¯
��� ¤ ��� ¤ ��� ¤ ��� ¤

�����	 �d²��d ��B� �²d7m ��dB7 �²d8� ��8B� e�� �mBe
�����	 m²8�8 ³ 7�� ³ 7�� ³ ��� ³

�,o·¸o	±®¯
¹º,-»¼½�,o·¸o	±

®¯
��Á ��Á

�����	 �e²�7�B�� �e²d�7B�e
�����	 �d²��mBem �d²�d�B��

i�À ±�À ¾¿��È« �,o·¸±�À
��� ��� ¤ ��Á

�����	 �²m�� �²em7 7�Be e�²e��B8�
�����	 �²7�� �²d�e 7�Bd �8²���B7�

�ÂÃ�
¾¿�� �����	

�²e78��� �����	

�²d�����

�B

���7���	�����lñ������e�������7��������
�¤K¥¦ÜÞ	¦§¨	Üî�ïð	�òì�¦§¨�Óïð	©ª«�

�
��������¢Ë�èÍK¥�
�����¦ÜÐ !"./ÆË�#$�����§%�&'¸Ü������j¥g(Ëæ)#ÜÐ !"./ÆË�#$�Î*K�����+�
�R&èé�

�
��lñ�,!÷®-Ë�èÍ~�Üó�ô�./0�
���Ë.123#)Í��4Þ5Ô�67Ë�èÍ.8¦Üo'+Ïº9�5#)Í:wæÌÒW];&'Í<=>èÍ?f�¨zË�#)#æ�Ü�@
���Ô¦AB÷öCËÌ¸1à$ù÷ÍDEí+'¸çèé��lñ�¨z<÷ÍFGæÌÒ��lñ�H®-Ë'·ä#�´I/0ÔËß)#¦ÜJK
3LMÚN\£���Ú�\£��Ë�èÍÅOPâHQR2)é�

¬$ £�®¯ \°®¯ o	±®¯
�,o·¸o	
±®¯

��� ¤ ��� ¤ ��� ¤ ��� ¤ ��Á

î�ïð	�òì� �²7�� �B� ed� �B� e�7 Ø�B� �7m Ø��Bm 77Bm�
Þ	 �d²e�� �B� �²d�� Ø�B7 �²d�� Ø�B� �md Ø�7Bd �7B��



  

１．経営成績 ………………………………………………………………………………… 2 

（１）経営成績に関する分析 ……………………………………………………………… 2 

（２）財政状態に関する分析 ……………………………………………………………… 4 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 ……………………………… 4 

２．企業集団の状況 ………………………………………………………………………… 5 

３．経営方針 ………………………………………………………………………………… 7 

（１）会社の経営の基本方針 ……………………………………………………………… 7 

（２）目標とする経営指標 ………………………………………………………………… 7 

（３）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 …………………………………… 7 

４．連結財務諸表 …………………………………………………………………………… 8 

（１）連結貸借対照表 ……………………………………………………………………… 8 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 …………………………………………10 

（３）連結株主資本等変動計算書 …………………………………………………………12 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………14 

（５）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………15 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ………………………………16 

（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 ………………………19 

（８）表示方法の変更 ………………………………………………………………………19 

（９）追加情報 ………………………………………………………………………………19 

（10）連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………20 

（連結貸借対照表関係） ……………………………………………………………20 

（連結損益計算書関係） ……………………………………………………………20 

（連結包括利益計算書関係） ………………………………………………………20 

（連結株主資本等変動計算書関係） ………………………………………………20 

（セグメント情報等） ………………………………………………………………22 

（１株当たり情報） …………………………………………………………………26 

（重要な後発事象） …………………………………………………………………27 

５．個別財務諸表 ……………………………………………………………………………28 

（１）貸借対照表 ……………………………………………………………………………28 

（２）損益計算書 ……………………………………………………………………………30 

（３）株主資本等変動計算書 ………………………………………………………………31 

６．その他 ……………………………………………………………………………………33 

（１）役員の異動 ……………………………………………………………………………33 

  

○添付資料の目次

日本ＥＲＩ㈱（2419）平成23年５月期決算短信

― 1 ―



当連結会計年度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ぎ、景気は緩やかに回復してまいりましたが、平成23年3月に発生した東日本

大震災の影響で経済活動は大きく落ち込み、先行きが不透明な状況となりました。 

 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

間建設投資でもほぼ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。 

 なお、東日本大震災による当社グループ店舗における大きな被害はなく、通常通り営業いたしました

が、サプライチェーンの寸断の影響で、完成できない住宅等が多数となり、完了検査、建設評価等の検

査が一部来期に繰延されました。 

 このような環境の下、当連結会計年度の業績は、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16.3％増の10,438百万円となりました。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10.8％増の9,438百万円となり、

営業利益は対前年同期比119.4%増の1,000百万円、経常利益は対前年同期比118.9%増の1,046百万円、当

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28.0%増の671百

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。 

 当連結会計年度より「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、前連結会計年度の実績を当連結会計年

度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5,352百万円となりました。  

 （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30.7％増の3,189百

万円となりました。 

 （その他）  

 住宅瑕疵担保検査業務、「フラット３５」適合証明業務が順調に業務拡大し、売上高は対前年同期比

5.6％増の1,897百万円となりました。 

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

①当期の経営成績
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セグメント別売上高の状況 
(単位：千円) 

 

次期の見通しについては、東日本大震災の発生に伴なって、生産設備・インフラ等の毀損と物流網の

混乱や電力不足による企業活動や個人消費の落ち込みなどが予測されておりその先行きはやや不透明な

状況にあります。 

 建築・住宅業界においては、前連結会計年度に77万戸まで落ち込んだ新設住宅着工戸数が、政府によ

る優遇税制や補助金制度などの住宅需要喚起策の効果もあり、当連結会計年度には82万戸を上回る水準

まで回復しております。 

 このような環境のもと、震災の影響により次期前半の需要は、やや低迷するものの後半からは、復

興・復旧が進展し、インフラ、生産設備、住宅などの需要が徐々に持ち直し、今後は従来にも増して

「安全・安心」「省エネ」「耐震」への住環境、免震構造の建築物への需要が高まることが予測され、

当社グループの業務へのニーズが高まるものと見込んでおります。 

  

 こうした状況を踏まえて、次連結会計年度の業績は、売上高10,907百万円（対前年同期比4.5％

増）、経常利益1,066百万円（対前年同期比1.8％増）、純利益610百万円（対前年同期比9.1％減）を見

込んでおります。 

平成21年度
（第11期）

平成22年度
（第12期）

当連結会計年度
前連結会計年度比

売上高 構成比 売上高 構成比 増減金額 増減率

確認検査事業 4,738,895 52.8％ 5,352,045 51.3％ 613,149 12.9％

住宅性能評価およ
び関連事業

2,440,604 27.2％ 3,189,155 30.6％ 748,550 30.7％

その他 1,796,458 20.0％ 1,897,144 18.1％ 100,685 5.6％

合計 8,975,958 100.0％ 10,438,345 100.0％ 1,462,386 16.3％

②次期の見通し
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 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1,412百万円増加し、3,887百万円と

なりました。これは、流動資産が1,374百万円、固定資産が37百万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1,193百万円、仕掛品の増加84百万円等によるものであり、

固定資産の増加は、主に繰延税期資産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787百万円増加し、2,204百万円となりました。これは

未払法人税等の増加403百万円、未払費用の増加229百万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624百万円増加し、1,683百万円となりました。これ

は当期純利益による利益剰余金の増加607百万円等によるものであります。 

  

 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1,266百万円の収入（前連結会計年度末は376百万円の収入）と

なりました。これは主に税金等調整前当期純利益1,008百万円、未払費用の増加による収入229百万円に

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27百万円の支出（前連結会計年度末は9百万円の支出）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45百万円の支出（前連結会計年度末は変動無し）となりまし

た。これはストックオプションの行使による収入18百万円があったものの、配当金の支払による支出63

百万円によるものであります。 

  

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、平成22年２月２日に中間配当として１株当たり2,500円を実施してお

り、期末配当4,400円と合計で１株当たり6,900円の年間配当とさせていただきます。 

 次期の配当につきましては、第２四半期末に１株当たり12円及び期末に１株当たり13円と合計で１株

当たり25円を予定しております。 

 なお、内部留保資金の使途については、業務体制を強化し競争力を高めるため有効に投資してまいり

ます。 

  （注）平成23年６月１日付にて、当社普通株式１株につき300株の割合をもって株式分割を行っております。 

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

日本ＥＲＩ㈱（2419）平成23年５月期決算短信

― 4 ―



当社グループは、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、建築物等に関する専門的第三者機関として、社名にある、Ｅvaluation（評

価) Ｒating（格付け）Ｉnspection（検査）を主な事業として展開しております。 

当社グループの事業における位置づけおよびセグメントとの関連は、次のとおりであります。 

   

当社は、建築基準法に基づく建築物の確認検査機関※1として、建築確認業務、 中間検査業務、完了

検査業務を行っております。 

  

当社は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能評価機関※2として、設計住宅性能

評価業務、建設住宅性能評価業務を行っております。また関連事業として、長期優良住宅の認定に係る

技術的審査、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。 

  

当社において、住宅瑕疵担保責任保険に係る保険法人からの受託業務、建築物の構造計算適合性判定

※3、住宅金融支援機構融資住宅の審査・適合証明、建築基準法に基づく性能評価業務※4、建築物の型

式適合認定※5、住宅型式性能認定※6、特別評価方法認定のための評価として試験業務※7、住宅省エ

ネラベルの審査※8、省エネ法に基づく建築物調査※8、耐震診断・耐震改修計画の判定などを行ってお

ります。 

株式会社ＥＲＩソリューション（子会社）において、不動産取引等におけるデューデリジェンス事業

(エンジニアリング・レポートの作成)、インスペクション事業として既存住宅の評価業務、非破壊検

査、法定定期調査、省エネ・環境関連事業（ＣＡＳＢＥＥ認証、土壌汚染調査※9など）、建築資金支

払管理(すまいと事業)などを行っております。 

株式会社ＥＲＩアカデミー（子会社）において、建築士定期講習※10、建築基準適合判定資格者検定

の受験講座、建築技術者向けセミナーを実施しております。 

  

※1 指定確認検査機関(国土交通大臣第５号) 

※2 登録住宅性能評価機関(国土交通大臣第５号) 

※3 指定構造計算適合性判定機関（各知事指定） 

※4 指定性能評価機関(国土交通大臣第10号)  

※5 指定認定機関(国土交通大臣第７号) 

※6 登録住宅型式性能認定等機関(国土交通大臣第７号) 

※7 登録試験機関(国土交通大臣第６号) 

※8  登録建築物調査機関（国土交通大臣第１号） 

※9 指定調査機関(環境大臣環2010-3-14) 

※10 登録講習機関（国土交通大臣一級建築士定期講習第9号、二級建築士定期講習第8号) 

２．企業集団の状況

  ① 確認検査事業

   ②住宅性能評価および関連事業

  ③その他

日本ＥＲＩ㈱（2419）平成23年５月期決算短信

― 5 ―



  
〈事業系統図〉 

 事業系統図は、以下の通りであります。 
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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 

  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。 

  

当社グループでは、高い技術力に裏打ちされたクオリティーの高いサービスを提供することで「ＥＲ

Ｉブランド」を確立することを経営課題として掲げてまいりました。こうしたことから経営指標につい

ては、収益性を重視しており、特に企業全体の収益力を示す指標である売上高経常利益率に着目してお

ります。売上高経常利益率については、中長期的に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。  

  

○ＥＲＩ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。 

○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。 

○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と対処すべき課題
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４．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年５月31日)

当連結会計年度
(平成23年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,168,437 2,362,347

売掛金 386,423 415,394

仕掛品 172,414 257,041

繰延税金資産 198,450 255,532

その他 66,994 76,868

貸倒引当金 △3,803 △3,871

流動資産合計 1,988,916 3,363,312

固定資産

有形固定資産

建物 38,159 52,942

減価償却累計額 △20,217 △23,842

建物（純額） 17,941 29,100

工具、器具及び備品 51,176 83,772

減価償却累計額 △35,583 △42,980

工具、器具及び備品（純額） 15,592 40,792

有形固定資産合計 33,534 69,892

無形固定資産

ソフトウエア 35,689 13,154

のれん 3,201 －

その他 434 434

無形固定資産合計 39,325 13,588

投資その他の資産

差入保証金 376,590 355,107

繰延税金資産 － 43,402

その他 42,279 44,044

貸倒引当金 △4,871 △1,453

投資その他の資産合計 413,999 441,100

固定資産合計 486,859 524,582

資産合計 2,475,775 3,887,894
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年５月31日)

当連結会計年度
(平成23年５月31日)

負債の部

流動負債

未払金 183,684 220,056

未払費用 411,292 640,603

未払法人税等 52,432 455,880

未払消費税等 80,898 55,512

前受金 414,731 562,322

その他 47,919 45,262

流動負債合計 1,190,959 1,979,638

固定負債

退職給付引当金 92,478 100,906

役員退職慰労引当金 133,593 －

長期未払金 － 124,200

固定負債合計 226,071 225,106

負債合計 1,417,030 2,204,744

純資産の部

株主資本

資本金 966,480 979,246

資本剰余金 － 12,766

利益剰余金 48,638 655,854

株主資本合計 1,015,118 1,647,867

新株予約権 43,627 35,282

純資産合計 1,058,745 1,683,150

負債純資産合計 2,475,775 3,887,894
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

 連結損益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年６月１日
至 平成23年５月31日)

売上高 8,975,958 10,438,345

売上原価 6,751,151 7,365,356

売上総利益 2,224,807 3,072,988

販売費及び一般管理費 ※1 1,768,854 ※1 2,072,835

営業利益 455,952 1,000,153

営業外収益

受取利息 446 535

補助金収入 2,000 －

保険配当金 5,852 5,267

受取手数料 4,842 4,597

保険解約返戻金 5,321 36,900

株式割当益 3,962 －

雑収入 3,125 2,986

営業外収益合計 25,550 50,286

営業外費用

支払利息 2,718 3,144

創立費 493 －

雑損失 111 343

営業外費用合計 3,323 3,487

経常利益 478,179 1,046,952

特別損失

固定資産除却損 ※2 43 ※2 530

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

特別損失合計 43 37,979

税金等調整前当期純利益 478,135 1,008,972

法人税、住民税及び事業税 33,991 437,656

法人税等調整額 △81,000 △100,484

法人税等合計 △47,008 337,171

少数株主損益調整前当期純利益 － 671,800

少数株主利益 266 －

当期純利益 524,877 671,800
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 連結包括利益計算書

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年６月１日
至 平成23年５月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 － 671,800

その他の包括利益

その他の包括利益合計 － －

包括利益 － 671,800

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 671,800

少数株主に係る包括利益 － －
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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21年６月１日
至 平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年６月１日
至 平成23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

新株の発行（新株予約権の行使） － 12,766

当期変動額合計 － 12,766

当期末残高 966,480 979,246

資本剰余金

前期末残高 712,380 －

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） － 12,766

欠損填補 △712,380 －

当期変動額合計 △712,380 12,766

当期末残高 － 12,766

利益剰余金

前期末残高 △1,188,619 48,638

当期変動額

剰余金の配当 － △64,585

欠損填補 712,380 －

当期純利益 524,877 671,800

当期変動額合計 1,237,257 607,215

当期末残高 48,638 655,854

株主資本合計

前期末残高 490,240 1,015,118

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） － 25,533

剰余金の配当 － △64,585

当期純利益 524,877 671,800

当期変動額合計 524,877 632,749

当期末残高 1,015,118 1,647,867

新株予約権

前期末残高 40,906 43,627

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,721 △8,344

当期変動額合計 2,721 △8,344

当期末残高 43,627 35,282

少数株主持分

前期末残高 1,351 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,351 －

当期変動額合計 △1,351 －

当期末残高 － －
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年６月１日
至 平成23年５月31日)

純資産合計

前期末残高 532,498 1,058,745

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） － 25,533

剰余金の配当 － △64,585

当期純利益 524,877 671,800

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,369 △8,344

当期変動額合計 526,246 624,404

当期末残高 1,058,745 1,683,150
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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21年６月１日
至 平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年６月１日
至 平成23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 478,135 1,008,972

減価償却費 43,831 43,984

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,705 8,428

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,821 △133,593

長期未払金の増減額（△は減少） － 124,200

受取利息 △446 △535

支払利息 2,718 3,144

保険返戻金 － △36,900

有形固定資産除却損 43 530

賃貸借契約解約損 － 7,723

株式割当益 △3,962 －

売上債権の増減額（△は増加） △115,026 △25,078

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,563 △84,627

未払金の増減額（△は減少） 36,268 29,061

未払費用の増減額（△は減少） △43,984 229,310

未払消費税等の増減額（△は減少） 51,224 △25,386

前受金の増減額（△は減少） △35,380 147,590

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 29,725

その他 △6,970 △21,928

小計 416,898 1,304,623

利息及び配当金の受取額 446 535

利息の支払額 △2,718 △3,144

法人税等の支払額 △38,146 △35,169

営業活動によるキャッシュ・フロー 376,479 1,266,844

投資活動によるキャッシュ・フロー

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 △10,088 △44,779

無形固定資産の取得による支出 △3,896 △6,247

差入保証金の差入による支出 △20,399 △40,209

差入保証金の回収による収入 23,437 33,940

資産除去債務の履行による支出 － △7,196

保険積立金の積立による支出 － △8,990

保険積立金の払戻による収入 － 56,400

子会社株式の取得による支出 △4,500 －

その他 1,270 △10,634

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,694 △27,717

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 △450,000 △500,000

ストックオプションの行使による収入 － 18,458

配当金の支払額 － △63,675

財務活動によるキャッシュ・フロー － △45,217

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 366,785 1,193,909

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期末残高 ※ 1,168,437 ※ 2,362,347
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（５）継続企業の前提に関する注記

前連結会計年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年６月１日
至 平成23年５月31日)

────── ──────
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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21年６月１日
至 平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年６月１日
至 平成23年５月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 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ておりま

す。

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 

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 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

４ 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。

仕掛品

同左

 (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エア

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
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年６月１日
至 平成23年５月31日)

 (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

―――――

（追加情報）
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

ておりましたが、平成22年８月30

日開催の第11回定時株主総会にお

いて、役員退職慰労金制度を廃止

し、当株主総会終結の時までの在

任期間に対応する退職慰労金を打

ち切り支給することとし、その支

給の時期は、各役員の退任時とす

ることを決議いたしました。 

 これに伴い、役員退職慰労引当

金を、長期未払金に振り替えてお

ります。

（追加情報）
当社は、平成22年８月30日開催の

当社第11回定時株主総会におい

て、役員退職慰労金制度の廃止を

下記のとおり決議いたしました。
①制度廃止の理由

当社役員報酬体系見直しの一環と

して、年功的要素及び報酬の後払

い的性格を持つ役員退職慰労金制

度を廃止する。
②制度廃止日

平成22年８月30日
③制度廃止に伴う打ち切り支給につ
いて

本制度廃止に伴い、対象となる取

締役及び監査役に対し、本制度廃

止までの在任期間に対応する退職

慰労金を打ち切り支給することと

し、各役員退任時に支給する予定

であります。

 (4) のれんの償却方法及び

償却期間

――――― ５年間で均等償却しております。

 (5) 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。

 (6) 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21年６月１日
至 平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年６月１日
至 平成23年５月31日)

５ 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。

―――――

６ 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。

―――――

７ 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。

―――――
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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21年６月１日
至 平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年６月１日
至 平成23年５月31日)

────── （資産除去債務に関する会計基準等）

当連結会計年度より、「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、当連結会計年度の営業利益及び経常

利益はそれぞれ5,013千円減少し、税金等調整前当期

純利益は34,739千円減少しております。

（８）表示方法の変更

前連結会計年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年６月１日
至 平成23年５月31日)

────── （連結損益計算書関係）

当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会

計基準」（企業会計基準第22号  平成20年12月26

日）に基づき、財務諸表等の用語、様式及び作成方

法に関する規則等の一部を改正する内閣府令（平成

21年３月24日  内閣府令第５号）を適用し、「少数

株主損益調整前当期純利益」の科目で表示しており

ます。

（９）追加情報

前連結会計年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年６月１日
至 平成23年５月31日)

────── 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する

会計基準」(企業会計基準第25号  平成22年６月30

日)を適用しております。
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当連結会計年度(自 平成22年６月１日 至 平成23年５月31日) 

※ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益  

 
  

前連結会計年度(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 

（10）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22年５月31日)

当連結会計年度 
(平成23年５月31日)

────── ──────

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年６月１日
至 平成23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 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

 

※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。

給与手当 698,092千円

退職給付費用 38,754

貸倒引当金繰入額 577

 

※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

※２ 固定資産除却損の内訳

建物 303千円

工具、器具及び備品 227

合計 530

(連結包括利益計算書関係)

親会社株主に係る包括利益 524,877千円

少数株主に係る包括利益 266

           計 525,144

(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 ― ― ― ― 43,627

合計 ― ― ― ― 43,627
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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22年６月１日 至 平成23年５月31日) 

１．発行済株式に関する事項 

 
（注）発行済株式の総数の増加は、ストック・オプションの行使による増加分であります。 

  
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 

 
  

 
  

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 78 ― 25,912

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 ― ― ― ― 35,282

合計 ― ― ― ― 35,282

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成22年12月28日 
取締役会

普通株式 64,585 2,500 平成22年11月30日 平成23年２月２日

(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

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年７月12日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 114,012 4,400 平成23年５月31日 平成23年７月29日
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前連結会計年度(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)および当社

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21年６月１日 至 平成22年５月31日) 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社およ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。 

  

(セグメント情報等)

(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

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

  営業利益又は 
  営業損失（△）

△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

(所在地別セグメント情報)

(海外売上高)
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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、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

における記載と概ね同一であります。 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市

場実勢価格に基づいております。 

  

(セグメント情報)
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３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

  

前連結会計年度(自  平成21年６月１日 至 平成22年５月31日) 

 
(注) １「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は、セグメント間取引消去であります。 

セグメント資産の調整額1,204,800千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり

ます。全社資産は、主に余資運用資金(現金及び預金等)および当社管理部門にかかる資産であり

ます。 

    ３ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

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 4,738,895 2,440,604 7,179,500 1,796,458 8,975,958 ― 8,975,958

  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 2,440,604 7,179,500 1,805,134 8,984,634 △8,676 8,975,958

セグメント利益 △247,330 480,772 233,442 222,510 455,952 ― 455,952

セグメント資産 727,442 346,902 1,074,345 196,629 1,270,974 1,204,800 2,475,775

その他の項目

  減価償却費 29,907 8,014 37,922 5,908 43,831 ― 43,831

 のれんの償却額 ― ― ― 594 594 ― 594

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

15,360 4,116 19,476 3,034 22,511 ― 22,511
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当連結会計年度(自  平成22年６月１日 至 平成23年５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は、セグメント間取引消去であります。 

セグメント資産の調整額2,388,246千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり

ます。全社資産は、主に余資運用資金(現金及び預金等)および当社管理部門にかかる資産であり

ます。 

    ３ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

(追加情報) 

当連結会計年度より「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。 

  

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

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 5,352,045 3,189,155 8,541,201 1,897,144 10,438,345 ― 10,438,345

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― 40,931 40,931 △40,931 ―

計 5,352,045 3,189,155 8,541,201 1,938,075 10,479,276 △40,931 10,438,345

セグメント利益 54,274 736,968 791,243 208,909 1,000,153 ― 1,000,153

セグメント資産 839,924 412,866 1,252,791 246,856 1,499,648 2,388,246 3,887,894

その他の項目

  減価償却費 28,570 8,947 37,518 6,465 43,984 ― 43,984

 のれんの償却額 ― ― ― 3,201 3,201 ― 3,201

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

37,894 11,867 49,762 8,575 58,338 ― 58,338
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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21年６月１日
至 平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年６月１日
至 平成23年５月31日)

 
１株当たり純資産額 39,293円88銭

 
１株当たり純資産額 63,594円76銭

 
１株当たり当期純利益金額 20,317円32銭

 
１株当たり当期純利益金額 26,001円50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

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額 25,911円24銭

前連結会計年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年６月１日
至 平成23年５月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(千円) 524,877 671,800

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

当期純利益(千円) 524,877 671,800

普通株式の期中平均株式数(株) 25,834 25,837

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) 32 90

 (うち新株予約権(株)) (32) (90)

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481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389株
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(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自  平成21年６月１日
至  平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自  平成22年６月１日
至  平成23年５月31日)

──────

 

株式分割による新株式の発行および単元株制度の導入

当社は平成23年３月30日開催の取締役会決議により、

平成23年６月１日付で下記のとおり株式分割および単元

株制度の導入を行いました。

１．分割方法

平成23年５月31日を基準日として、同日の 終の株

主名簿に記載また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し

た。 

 また、当該株式分割の効力発生日となる平成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株といたしました。

２．分割により増加する株式数

   ①株式の分割前の当社発行済株式総数   25,912株

   ②今回の分割により増加する株式数  7,747,688株

   ③株式の分割後の当社発行済株式総数 7,773,600株

   ④株式の分割後の発行可能株式総数 28,500,000株

上記の株式分割が、前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株当たり情報、および当期

首に行われたと仮定した場合の当連結会計年度における

１株当たり情報は、以下のとおりとなっております。

前連結会計年度
(自  平成21年６月１日
至  平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自  平成22年６月１日
至  平成23年５月31日)

１株当たり純資産額
130.98円

１株当たり純資産額
211.98円

１株当たり
当期純利益金額

67.72円

１株当たり 
当期純利益金額

86.67円

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益金額

67.64円

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益金額

86.37円

日本ＥＲＩ㈱（2419）平成23年５月期決算短信

― 27 ―



５．個別財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成22年５月31日)

当事業年度
(平成23年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,059,077 2,262,565

売掛金 386,442 409,083

仕掛品 172,414 253,031

前払費用 60,105 67,763

繰延税金資産 198,450 252,905

その他 7,250 42,745

貸倒引当金 △3,803 △3,871

流動資産合計 1,879,936 3,284,223

固定資産

有形固定資産

建物 38,159 52,942

減価償却累計額 △20,217 △23,842

建物（純額） 17,941 29,100

工具、器具及び備品 51,176 83,772

減価償却累計額 △35,583 △42,980

工具、器具及び備品（純額） 15,592 40,792

有形固定資産合計 33,534 69,892

無形固定資産

ソフトウエア 35,689 13,154

電話加入権 406 406

無形固定資産合計 36,096 13,560

投資その他の資産

関係会社株式 149,500 63,372

差入保証金 376,590 355,107

保険積立金 36,363 －

長期前払費用 － 16,164

繰延税金資産 － 43,402

その他 5,916 27,879

貸倒引当金 △4,871 △1,453

投資損失引当金 △42,000 －

投資その他の資産合計 521,499 504,473

固定資産合計 591,130 587,926

資産合計 2,471,067 3,872,150
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(単位：千円)

前事業年度
(平成22年５月31日)

当事業年度
(平成23年５月31日)

負債の部

流動負債

未払金 181,789 217,753

未払費用 411,292 640,603

未払法人税等 52,222 453,988

未払消費税等 80,443 51,882

前受金 414,731 552,973

預り金 47,094 43,186

その他 807 1,920

流動負債合計 1,188,380 1,962,308

固定負債

退職給付引当金 92,478 100,906

役員退職慰労引当金 133,593 －

長期未払金 － 124,200

固定負債合計 226,071 225,106

負債合計 1,414,452 2,187,414

純資産の部

株主資本

資本金 966,480 979,246

資本剰余金

資本準備金 － 12,766

資本剰余金合計 － 12,766

利益剰余金

利益準備金 － 6,458

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 46,507 650,981

利益剰余金合計 46,507 657,439

株主資本合計 1,012,987 1,649,452

新株予約権 43,627 35,282

純資産合計 1,056,615 1,684,735

負債純資産合計 2,471,067 3,872,150
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（２）損益計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

当事業年度
(自 平成22年６月１日
至 平成23年５月31日)

売上高 8,939,102 10,310,762

売上原価 6,731,586 7,247,525

売上総利益 2,207,515 3,063,237

販売費及び一般管理費 1,752,277 2,014,510

営業利益 455,238 1,048,726

営業外収益

受取利息 439 499

補助金収入 2,000 －

保険配当金 5,852 5,267

受取手数料 4,842 4,597

保険解約返戻金 5,321 36,900

株式割当益 3,962 －

雑収入 3,125 2,985

営業外収益合計 25,543 50,250

営業外費用

支払利息 2,718 3,144

雑損失 110 305

営業外費用合計 2,828 3,449

経常利益 477,952 1,095,527

特別損失

固定資産除却損 － 530

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 29,725

関係会社株式評価損 － 44,127

賃貸借契約解約損 － 7,723

特別損失合計 － 82,107

税引前当期純利益 477,952 1,013,419

法人税、住民税及び事業税 33,781 435,760

法人税等調整額 △81,000 △97,857

法人税等合計 △47,218 337,903

当期純利益 525,171 675,516
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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21年６月１日
至 平成22年５月31日)

当事業年度
(自 平成22年６月１日
至 平成23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

新株の発行（新株予約権の行使） － 12,766

当期変動額合計 － 12,766

当期末残高 966,480 979,246

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 712,380 －

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） － 12,766

欠損填補 △712,380 －

当期変動額合計 △712,380 12,766

当期末残高 － 12,766

資本剰余金合計

前期末残高 712,380 －

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） － 12,766

欠損填補 △712,380 －

当期変動額合計 △712,380 12,766

当期末残高 － 12,766

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 － －

当期変動額

利益準備金の積立 － 6,458

当期変動額合計 － 6,458

当期末残高 － 6,458

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △1,191,043 46,507

当期変動額

剰余金の配当 － △64,585

利益準備金の積立 － △6,458

欠損填補 712,380 －

当期純利益 525,171 675,516

当期変動額合計 1,237,551 604,473

当期末残高 46,507 650,981

利益剰余金合計

前期末残高 △1,191,043 46,507

当期変動額

剰余金の配当 － △64,585

利益準備金の積立 － －

欠損填補 712,380 －

当期純利益 525,171 675,516

当期変動額合計 1,237,551 610,931

当期末残高 46,507 657,439
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年６月１日
至 平成22年５月31日)

当事業年度
(自 平成22年６月１日
至 平成23年５月31日)

株主資本合計

前期末残高 487,816 1,012,987

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） － 25,533

剰余金の配当 － △64,585

利益準備金の積立 － －

当期純利益 525,171 675,516

当期変動額合計 525,171 636,464

当期末残高 1,012,987 1,649,452

新株予約権

前期末残高 40,906 43,627

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,721 △8,344

当期変動額合計 2,721 △8,344

当期末残高 43,627 35,282

純資産合計

前期末残高 528,723 1,056,615

当期変動額

剰余金の配当 － △64,585

新株の発行（新株予約権の行使） － 25,533

利益準備金の積立 － －

当期純利益 525,171 675,516

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,721 △8,344

当期変動額合計 527,892 628,120

当期末残高 1,056,615 1,684,735
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該当事項はありません。 

  

役員の役職の異動については平成23年８月30日の定時株主総会において、選任されることを条件に総会後の取

締役会において、正式に決定される予定です。 

       

    ・新任取締役候補 

 
  

６．その他

（１）役員の異動

①代表者の異動

②その他の役員の異動

新役職名 氏名 現役職名

 取締役経営企画部長 此川 和夫 上級執行役員経営企画部長

日本ＥＲＩ㈱（2419）平成23年５月期決算短信

― 33 ―


	決算短Mサマリ[20110711
	平成23年5月期決算短信_20110711
	サマリ[
	決算短信




