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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月11日に発生した東日本大震災の影響による経

済活動の大きな落ち込みからは着実に持ち直してきたものの、欧州でのソブリン問題、米国での景気停

滞懸念などもあり、先行きがやや不透明な状況が続いております。

建築・住宅業界においては、新設住宅着工戸数は低水準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。

このような環境の下、当第1四半期連結累計期間の業績は、その他事業は減収となったものの、確認

検査事業並びに住宅性能評価及び関連事業は順調に売上を伸ばし、売上高は前年同期比11.4％増の

2,725百万円となりました。営業費用は人員の増加に伴う経費の増加及び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前年同期比5.8％増の2,407百万円となり、営業利益は前年同期比86.2％増

の317百万円、経常利益は前年同期比51.6％増の323百万円、四半期純利益は前年同期比2.7％増の178百

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。

（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、売上高は前年同期比13.5％増の1,437百万円となりました。

（住宅性能評価及び関連事業）

住宅性能評価業務、住宅エコポイント証明業務、長期優良住宅業務の全てで売上を伸ばし、売上高は

前年同期比18.2％増の893百万円となりました。

（その他）

「フラット３５」適合証明業務等は順調に業務拡大しましたが、住宅瑕疵担保検査業務、評定業務等

が軟調だったため売上高は前年同期比7.0％減の394百万円となりました。

１．当四半期決算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264百万円減少し3,623百万

円となりました。これは、固定資産が211百万円増加したものの、流動資産が476百万円減少したことに

よるものであります。

固定資産の増加は、投資有価証券の増加200百万円等によるものであり、流動資産の減少は、現金及

び預金の減少426百万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333百万円減少し、1,870百万円となりました。これ

は、短期借入金の増加270百万円があったものの、未払法人税等の減少437百万円、未払費用の減少293

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69百万円増加し、1,752百万円となりました。これ

は、利益剰余金の増加64百万円によるものであります。

業績予想につきましては、前回（平成23年７月12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。

（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。

該当事項はありません。

１株当たり当期純利益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、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第

２号 平成22年６月30日)、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第４号 平成22年６月30日)及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」(実務

対応報告第９号 平成22年６月30日)を適用しております。

当第１四半期連結会計期間において株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に当該株式

分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を

算定しております。

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会

計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及び「会

計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21

年12月４日)を適用しております。

該当事項はありません。

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,362,347 1,936,214

売掛金 415,394 476,589

仕掛品 257,041 276,680

繰延税金資産 255,532 123,472

その他 76,868 78,052

貸倒引当金 △3,871 △4,193

流動資産合計 3,363,312 2,886,817

固定資産

有形固定資産 69,892 78,408

無形固定資産 13,588 14,272

投資その他の資産

投資有価証券 － 200,730

差入保証金 355,107 357,040

繰延税金資産 43,402 42,377

その他 44,044 44,193

貸倒引当金 △1,453 △525

投資その他の資産合計 441,100 643,816

固定資産合計 524,582 736,496

資産合計 3,887,894 3,623,314

負債の部

流動負債

短期借入金 － 270,000

未払金 220,056 222,978

未払費用 640,603 347,144

未払法人税等 455,880 18,806

前受金 562,322 642,728

その他 100,774 147,454

流動負債合計 1,979,638 1,649,112

固定負債

退職給付引当金 100,906 97,671

長期未払金 124,200 124,200

固定負債合計 225,106 221,871

負債合計 2,204,744 1,870,983

純資産の部

株主資本

資本金 979,246 981,921

資本剰余金 12,766 15,441

利益剰余金 655,854 720,501

株主資本合計 1,647,867 1,717,864

新株予約権 35,282 34,466

純資産合計 1,683,150 1,752,331

負債純資産合計 3,887,894 3,623,314
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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22年６月１日
至 平成22年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
至 平成23年８月31日)

売上高 2,446,221 2,725,727

売上原価 1,775,923 1,897,441

売上総利益 670,298 828,286

販売費及び一般管理費 499,684 510,526

営業利益 170,613 317,759

営業外収益

受取利息 235 353

保険配当金 5,219 5,929

受取手数料 637 594

保険解約返戻金 36,900 －

雑収入 1,014 1,115

営業外収益合計 44,006 7,993

営業外費用

支払利息 1,106 2,042

雑損失 185 232

営業外費用合計 1,292 2,275

経常利益 213,328 323,477

特別損失

固定資産除却損 － 16

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 29,725 －

特別損失合計 29,725 16

税金等調整前四半期純利益 183,602 323,460

法人税、住民税及び事業税 9,641 11,715

法人税等調整額 － 133,084

法人税等合計 9,641 144,800

少数株主損益調整前四半期純利益 173,960 178,660

四半期純利益 173,960 178,660
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四半期連結包括利益計算書

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22年６月１日
至 平成22年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
至 平成23年８月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 173,960 178,660

その他の包括利益

その他の包括利益合計 － －

四半期包括利益 173,960 178,660

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 173,960 178,660

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第１四半期連結累計期間（自 平成23年６月１日 至 平成23年８月31日）

該当事項はありません。

Ⅰ 前第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)

１．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

(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。

２．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。

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(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
評価及び
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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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成23年６月１ 日 至 平成23年８月31日)

１．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

(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。

２．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。

当第１四半期連結累計期間(自 平成23年６月１日 至 平成23年８月31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

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

確認検査
事業

住宅性能
評価及び
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 1,437,929 893,029 2,330,959 394,768 2,725,727 ― 2,725,727

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― 18,045 18,045 △18,045 ―

計 1,437,929 893,029 2,330,959 412,813 2,743,773 △18,045 2,725,727

セグメント利益 40,127 265,720 305,848 11,911 317,759 ― 317,759

（５）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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