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当第２四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、欧州の債務問題による金融不安や、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２四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7.8％増の5,583

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5.5％増の4,872百万円となり、営業利益は前年同期比27.2％増の710

百万円、経常利益は前年同期比18.7％増の717百万円、四半期純利益は、前年同期に税務上の繰越欠損

金が解消されたため、税金費用が増加したことにより前年同期比11.1％減の402百万円となりました。

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、大型建築物の受注強化

の取り組みが奏功した結果、売上高は前年同期比14.5％増の3,002百万円となりました。

（住宅性能評価及び関連事業）

住宅エコポイント証明業務は、７月末の政府の政策終了に伴い軟調でありましたが、住宅性能評価業

務及び長期優良住宅業務で売上を伸ばし、売上高は前年同期比6.8％増の1,727百万円となりました。

（その他）

住宅省エネラベル審査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、耐震改修計画判

定業務等が軟調だったため売上高は前年同期比9.1％減の854百万円となりました。

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２四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5百万円減少し3,882百万円

となりました。これは、固定資産が214百万円増加したものの、流動資産が219百万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218百万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298百万円減少し、1,906百万円となりました。これ

は、前受金の増加59百万円があったものの、未払法人税等の減少191百万円、未払費用の減少154百万円

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292百万円増加し、1,975百万円となりました。これ

は、利益剰余金の増加287百万円によるものであります。

業績予想につきましては、最近の業績の動向を踏まえ、平成23年9月30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23年12月28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。

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

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。

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

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２四半期連結会計期間
(平成23年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,362,347 2,144,273

売掛金 415,394 448,079

仕掛品 257,041 283,512

繰延税金資産 255,532 188,900

その他 76,868 82,689

貸倒引当金 △3,871 △3,984

流動資産合計 3,363,312 3,143,469

固定資産

有形固定資産 69,892 80,205

無形固定資産 13,588 13,528

投資その他の資産

投資有価証券 － 200,666

差入保証金 355,107 356,286

繰延税金資産 43,402 43,224

その他 44,044 45,275

貸倒引当金 △1,453 △525

投資その他の資産合計 441,100 644,927

固定資産合計 524,582 738,661

資産合計 3,887,894 3,882,131

負債の部

流動負債

未払金 220,056 224,004

未払費用 640,603 486,165

未払法人税等 455,880 264,650

前受金 562,322 621,891

その他 100,774 85,468

流動負債合計 1,979,638 1,682,181

固定負債

退職給付引当金 100,906 100,195

長期未払金 124,200 124,200

固定負債合計 225,106 224,395

負債合計 2,204,744 1,906,576

純資産の部

株主資本

資本金 979,246 982,085

資本剰余金 12,766 15,605

利益剰余金 655,854 943,852

株主資本合計 1,647,867 1,941,542

新株予約権 35,282 34,012

純資産合計 1,683,150 1,975,555

負債純資産合計 3,887,894 3,882,131
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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２四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
至 平成23年11月30日)

売上高 5,177,970 5,583,557

売上原価 3,637,817 3,843,652

売上総利益 1,540,152 1,739,905

販売費及び一般管理費 981,585 1,029,203

営業利益 558,566 710,701

営業外収益

受取利息 303 1,293

保険配当金 5,267 5,929

受取手数料 1,492 1,403

保険解約返戻金 36,900 －

雑収入 4,153 1,895

営業外収益合計 48,117 10,522

営業外費用

支払利息 1,539 2,913

雑損失 185 392

営業外費用合計 1,724 3,305

経常利益 604,960 717,918

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 575,234 717,902

法人税、住民税及び事業税 155,686 249,081

法人税等調整額 △32,845 66,809

法人税等合計 122,840 315,891

少数株主損益調整前四半期純利益 452,393 402,011

四半期純利益 452,393 402,011
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
至 平成23年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 452,393 402,011

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 452,393 402,011

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 452,393 402,011

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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２四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
至 平成23年11月30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 575,234 717,902

減価償却費 23,137 16,720

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,280 △711

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △133,593 －

長期未払金の増減額（△は減少） 124,200 －

受取利息 △303 △1,293

支払利息 1,539 2,913

保険返戻金 △36,900 －

有形固定資産除却損 － 16

売上債権の増減額（△は増加） △115,861 △31,761

たな卸資産の増減額（△は増加） △43,655 △26,471

未払金の増減額（△は減少） 36,187 15,834

未払費用の増減額（△は減少） 85,839 △154,437

前受金の増減額（△は減少） 117,453 59,568

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 29,725 －

その他 △68,982 △17,911

小計 597,300 580,369

利息及び配当金の受取額 303 1,378

利息の支払額 △1,539 △2,913

法人税等の支払額 △35,122 △437,886

営業活動によるキャッシュ・フロー 560,942 140,948

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） － △40,000

投資有価証券の取得による支出 － △200,752

有形固定資産の取得による支出 △2,735 △36,749

無形固定資産の取得による支出 △1,200 △3,131

差入保証金の差入による支出 △30,757 △3,248

差入保証金の回収による収入 1,996 55

資産除去債務の履行による支出 △850 △2,250

保険積立金の積立による支出 △4,267 －

保険積立金の払戻による収入 56,400 －

その他 － △4,707

投資活動によるキャッシュ・フロー 18,587 △290,783

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 250,000 450,000

短期借入金の返済による支出 △250,000 △450,000

ストックオプションの行使による収入 － 4,770

配当金の支払額 － △113,008

財務活動によるキャッシュ・フロー － △108,238

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 579,529 △258,074

現金及び現金同等物の期首残高 1,168,437 2,362,347

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,747,967 2,104,273
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当第２四半期連結累計期間（自 平成23年６月１日 至 平成23年11月30日）

該当事項はありません。

（４）継続企業の前提に関する注記
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Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成22年６月１日 至 平成22年11月30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△18,088千円は、セグメント間取引消去18,088千円であります。

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。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成23年６月１ 日 至 平成23年11月30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。

（５）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 2,620,803 1,617,202 4,238,006 939,964 5,177,970 ― 5,177,970

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― 18,088 18,088 △18,088 ―

計 2,620,803 1,617,202 4,238,006 958,052 5,196,058 △18,088 5,177,970

セグメント利益 80 406,665 406,745 169,909 576,655 △18,088 558,566

(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 3,002,114 1,727,012 4,729,126 854,431 5,583,557 ― 5,583,557

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― 23,474 23,474 △23,474 ―

計 3,002,114 1,727,012 4,729,126 877,906 5,607,032 △23,474 5,583,557

セグメント利益 194,094 463,188 657,282 53,419 710,701 ― 710,701
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当第２四半期連結累計期間(自 平成23年６月１日 至 平成23年11月30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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