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(百万円未満切捨て)

１．平成25年５月期第３四半期の連結業績（平成24年６月１日～平成25年２月28日）

（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 ％

25年５月期第３四半期 8,830 5.1 966 △4.9 972 △5.0 591 6.6
24年５月期第３四半期 8,398 7.6 1,015 24.0 1,023 18.3 554 △5.7

(注) 包括利益 25年５月期第３四半期 591百万円( 6.6％) 24年５月期第３四半期 554百万円( △5.7％)

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

25年５月期第３四半期 75.88 75.65
24年５月期第３四半期 71.29 71.03

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年５月期第３四半期 4,493 2,494 55.5
24年５月期 4,272 2,169 50.0

(参考) 自己資本 25年５月期第３四半期 2,494百万円 24年５月期 2,137百万円

２．配当の状況

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

24年５月期 ― 14.00 ― 16.00 30.00
25年５月期 ― 16.00 ―

25年５月期(予想) 16.00 32.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年５月期の連結業績予想（平成24年６月１日～平成25年５月31日）

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

通期 12,189 8.0 1,464 11.0 1,472 12.3 859 22.4 110.21

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

   

     

     

     

     

 

   

 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（注）詳細は、添付資料４ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見
      積りの変更・修正再表示」をご参照ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年５月期３Ｑ 7,826,400株 24年５月期 7,790,100株

② 期末自己株式数 25年５月期３Ｑ 83株 24年５月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年５月期３Ｑ 7,798,093株 24年５月期３Ｑ 7,783,854株

※ 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きの対象外であり、この四半期決算短信の開
示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん
でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想に 
関する事項は３ページをご覧ください。
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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、東日本大震災の復興需要等を背景として緩やかな

回復傾向となり、政権交代に伴う景気浮揚策による経済回復の期待感から、過度な円高は修正され、株

価も回復基調となりましたが、欧州債務問題の長期化、日中関係の影響等、引き続き先行きがやや不透

明な状況で推移しました。 

  建築・住宅業界においては、新設住宅着工戸数は、政府の住宅取得支援策や復興関連需要が下支えと

なり、緩やかな回復基調が続きましたが、年明け以降、復興計画の遅れ、労働力・資材不足による着工

の先送りと思われる鈍化傾向が見られました。また、非住宅の建設投資については、倉庫等の増加によ

り、緩やか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、確認検査業務における大型建築物の受注強化や住宅性能評価

業務における戸建住宅の営業基盤の拡大推進に努め、また、平成24年12月４日に「都市の低炭素化の促

進に関する法律」が施行され、それを新たな商機として捉え、セミナーを全国で開催し低炭素建築物の

技術的審査業務の知名度向上及び普及に努めてまいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、住宅性能評価及び関連事業並びにその他事業は減収

となったものの、確認検査事業は大幅に売上を伸ばし、売上高は前年同期比5.1％増の8,830百万円とな

りました。営業費用は、今後の需要拡大に備えた人員増強に伴う人件費の増加、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6.5％増の7,864百万円となり、営業利益は前年同期比

4.9％減の966百万円、経常利益は前年同期比5.0％減の972百万円、四半期純利益は法人税率引下げの影

響及び新株予約権戻入益30百万円等により前年同期比6.6％増の591百万円となりました。 

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） 

 大型建築物の受注強化の取組みが奏功したこと、携帯電話のアンテナ基地局案件の急増等により順調

に業務拡大した結果、売上高は前年同期比14.1％増の5,204百万円となり、営業利益は前年同期比

47.6％増の442百万円となりました。 
  

（住宅性能評価及び関連事業） 

 長期優良住宅技術的審査業務が順調に業務拡大したものの、住宅性能評価業務がやや軟調であり、ま

た、平成24年７月に東日本大震災における被災地以外の住宅エコポイント制度が早期終了した結果、売

上高は前年同期比4.9％減の2,409百万円となり、営業利益は前年同期比21.7％減の475百万円となりま

した。 
  

（その他） 

 評定業務は免震案件等の増加により順調に業務拡大しましたが、住宅瑕疵担保保険の検査業務及び構

造計算適合性判定業務等が軟調であった結果、売上高は前年同期比6.6％減の1,215百万円となり、営業

利益は前年同期比55.7％減の47百万円となりました。 

  

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220百万円増加し4,493百万

円となりました。これは、流動資産が132百万円、固定資産が88百万円、それぞれ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128百万円、売掛金の増加52百万円等によるものであり、固

定資産の増加は、無形固定資産の増加39百万円及び差入保証金の増加28百万円等によるものでありま

す。 

負債につきましては、前連結会計年度末より104百万円減少し1,998百万円となりました。これは、短

期借入金の増加300百万円があったものの、未払法人税等の減少310百万円、未払費用の減少206百万円

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324百万円増加し、2,494百万円となりました。これ

は、新株予約権の減少32百万円があったものの、利益剰余金の増加342百万円等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24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。 

  

（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。 

  

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年６月１日

以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。なお、この変更による当３第四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

(重要な訴訟事件) 

平成21年８月12日付にて、横浜市鶴見区のマンション「セントレジアス鶴見」の区分所有権者から

提訴されていた、当社、横浜市、設計事務所等を被告とするマンション建替費用相当額等の損害賠償

請求訴訟について、平成24年１月31日に横浜地方裁判所より、被告（除く、横浜市）は連帯して、損

害賠償金1,408,189千円及びこれに対する遅延損害金（起算日から支払済みまで年５分の割合による

金員）を支払う判決を受けました。 

 当社としては、当該判決を不服として、平成24年２月３日に東京高等裁判所へ控訴しております。

 なお、当該判決には仮執行宣言が付されており、強制執行停止のため、平成24年２月３日に

1,196,980千円を供託しております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

２．サマリー情報(注記事項)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）偶発債務

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24年５月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,302,673 1,430,735

売掛金 421,655 474,221

仕掛品 293,621 327,890

繰延税金資産 209,477 116,190

その他 79,426 88,183

貸倒引当金 △3,800 △2,160

流動資産合計 2,303,054 2,435,060

固定資産   

有形固定資産 81,859 99,280

無形固定資産 39,780 79,684

投資その他の資産   

投資有価証券 200,538 200,347

差入保証金 361,091 389,103

供託金 1,196,980 1,196,980

繰延税金資産 42,162 43,422

その他 48,000 49,995

貸倒引当金 △525 △89

投資その他の資産合計 1,848,247 1,879,758

固定資産合計 1,969,887 2,058,723

資産合計 4,272,942 4,493,783

負債の部   

流動負債   

短期借入金 － 300,000

未払金 250,092 276,579

未払費用 573,958 367,506

未払法人税等 355,672 45,370

前受金 625,081 689,256

その他 66,500 84,771

流動負債合計 1,871,305 1,763,484

固定負債   

退職給付引当金 107,455 111,232

長期未払金 124,200 124,200

固定負債合計 231,655 235,432

負債合計 2,102,960 1,998,916

純資産の部   

株主資本   

資本金 984,540 991,983

資本剰余金 18,060 25,503

利益剰余金 1,135,091 1,477,451

自己株式 － △70

株主資本合計 2,137,692 2,494,867

新株予約権 32,289 －

純資産合計 2,169,981 2,494,867

負債純資産合計 4,272,942 4,493,783
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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23年６月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成25年２月28日) 

売上高 8,398,617 8,830,408

売上原価 5,801,473 6,231,175

売上総利益 2,597,143 2,599,233

販売費及び一般管理費 1,581,505 1,632,885

営業利益 1,015,638 966,348

営業外収益   

受取利息 2,375 2,778

保険配当金 5,929 4,871

受取手数料 1,867 1,413

雑収入 3,248 2,482

営業外収益合計 13,421 11,545

営業外費用   

支払利息 3,909 2,737

支払手数料 － 2,500

リース解約損 1,222 －

雑損失 166 221

営業外費用合計 5,297 5,458

経常利益 1,023,761 972,434

特別利益   

新株予約権戻入益 － 30,294

特別利益合計 － 30,294

特別損失   

固定資産除却損 36 493

特別損失合計 36 493

税金等調整前四半期純利益 1,023,725 1,002,235

法人税、住民税及び事業税 340,315 318,464

法人税等調整額 128,538 92,027

法人税等合計 468,853 410,492

少数株主損益調整前四半期純利益 554,872 591,743

四半期純利益 554,872 591,743
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 四半期連結包括利益計算書 
 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23年６月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成25年２月28日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 554,872 591,743

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 554,872 591,743

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 554,872 591,743

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成23年６月１日  至  平成24年２月29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。 

  

（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

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 4,562,970 2,534,278 7,097,248 1,301,368 8,398,617 ― 8,398,617

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― 27,291 27,291 △27,291 ―

計 4,562,970 2,534,278 7,097,248 1,328,659 8,425,908 △27,291 8,398,617

セグメント利益 299,938 607,911 907,849 107,788 1,015,638 ― 1,015,638
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Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成24年６月１日  至  平成25年２月28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。 

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、第１四半期連結会計期間より、平成24年６月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人

税法に基づく方法に変更しております。 

なお、この変更による当第３四半期連結累計期間のセグメント利益に与える影響は軽微であります。

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成24年６月１日 至 平成25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

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 5,204,986 2,409,952 7,614,939 1,215,468 8,830,408 ― 8,830,408

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― 41,214 41,214 △41,214 ―

計 5,204,986 2,409,952 7,614,939 1,256,683 8,871,622 △41,214 8,830,408

セグメント利益 442,727 475,841 918,568 47,779 966,348 ― 966,348

（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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