
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

     

 

     

     

 

     

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年５月期の連結業績（平成24年６月１日～平成25年５月31日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年５月期 11,933 5.7 1,320 0.1 1,319 0.7 802 14.2
24年５月期 11,289 8.1 1,319 31.9 1,310 25.2 702 4.5

(注) 包括利益 25年５月期 802百万円( 14.2％) 24年５月期 702百万円( 4.5％)

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高 
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年５月期 102.77 102.53 33.1 29.2 11.1
24年５月期 90.21 89.90 37.1 32.1 11.7

(参考) 持分法投資損益 25年５月期 ―百万円 24年５月期 ―百万円

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

25年５月期 4,751 2,718 57.0 345.62
24年５月期 4,272 2,169 50.0 274.41

(参考) 自己資本 25年５月期 2,706百万円 24年５月期 2,137百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による 

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年５月期 657 △84 △234 1,602
24年５月期 △543 △343 △212 1,262

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)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 百万円 ％ ％

24年５月期 ― 14.00 ― 16.00 30.00 233 33.3 12.3
25年５月期 ― 16.00 ― 21.00 37.00 289 36.0 11.9

26年５月期(予想) ― 17.00 ― 17.00 34.00 31.7

(注)  25年５月期期末配当金の内訳 普通配当 16円00銭 記念配当 5円00銭

３．平成26年５月期の連結業績予想（平成25年６月１日～平成26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

第２四半期(累計) 6,672 11.9 647 △10.6 655 △10.2 354 △22.2 45.20
通 期 13,333 11.7 1,450 9.8 1,462 10.9 839 4.6 107.19



  

 

     

   

   

     

 

   

     

（２）個別財政状態 

 

   

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

 

 

 

   

 

 
  

※ 注記事項

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 有

  新規 １社 (社名)株式会社東京建築検査機構

（２）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18ページ「(５)連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご参照ください。

（３）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 7,832,400株 24年５月期 7,790,100株

② 期末自己株式数 25年５月期 83株 24年５月期 ―株

③ 期中平均株式数 25年５月期 7,806,177株 24年５月期 7,784,770株

(参考) 個別業績の概要
１．平成25年５月期の個別業績（平成24年６月１日～平成25年５月31日）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年５月期 11,700 5.6 1,325 △0.5 1,323 0.0 804 11.9
24年５月期 11,078 7.4 1,332 27.0 1,323 20.8 719 6.5

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

25年５月期 103.12 102.87
24年５月期 92.43 92.11

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

25年５月期 4,657 2,728 58.6 348.37
24年５月期 4,272 2,188 50.5 276.83

(参考) 自己資本 25年５月期 2,728百万円 24年５月期 2,156百万円

２．平成26年５月期の個別業績予想（平成25年６月１日～平成26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

第２四半期(累計) 6,286 7.2 654 △10.6 662 △10.2 362 △22.4 46.28

通 期 12,558 7.3 1,435 8.3 1,447 9.4 826 2.7 105.56

※ 監査手続の実施状況に関する表示
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品
取引法に基づく財務諸表の監査手続が実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判
断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の 
前提となる過程及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料２ページ「経営成績に関する 
分析」をご覧ください。
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当連結会計年度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、新政権による各種経済対策及び日本銀行の大規模な金融緩和策により、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、店舗・倉庫等の増

加により、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、住宅瑕疵担保保険の検査業務、長期優良住宅技術的審査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、低炭素化への

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、更なる事業拡大を目的に、平成25年５月29日に株式会社東京建築検査機構の株式を取得し、子

会社化いたしました。 

 この結果、当連結会計年度の業績は、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、売上高は前期比5.7％増の11,933百万円となりました。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期比6.5％増の10,612百万円となり、営業利益は前期比0.1％増の1,320百万

円、経常利益は前期比0.7％増の1,319百万円、当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期比14.2％増の802百万円となりました。 

 なお、当社は平成25年５月24日に東京証券取引所市場第一部銘柄に指定されました。今後とも企業信

用力の更なる向上と経営基盤の強化に努めてまいります。 

 セグメントの状況は次のとおりであります。 

  

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

①当期の経営成績
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（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、売上高は前期比14.5％増の7,161百万円となり、営業利益は前期比63.7％増の681

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

上高は前期比5.5％減の3,149百万円となり、営業利益は前期比23.1％減の598百万円となりました。 

（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、売上高は前期比4.7％減の1,622百万円となり、営業利益

は前期比67.1％減の41百万円となりました。 

  

セグメント別売上高及び営業利益の状況 
(単位：百万円) 

 

 わが国経済は、世界経済の減速による輸出や設備投資等の鈍化に加え欧州や中国等の対外環境の不確

実性もあり、先行き不透明な状況が続きました。一方で、政権交代に伴い、金融緩和をはじめとした将

来的な期待感から円安基調への転換、株価の上昇等景気回復への期待も高まっています。こうした環境

認識の下、次連結会計年度の住宅・建築業界においては、東日本大震災からの復興も本格化し今後想定

される消費税増税前の駆け込み需要や住宅ローン減税の延長に伴う住宅購入・建替の増加も見込まれ、

新設住宅着工戸数は前連結会計年度より５％程度増加の93万戸前後と予測しております。加えて、省エ

ネ基準適合の義務化、耐震診断実施の義務化などの法令改正や新たな政策によるビジネスチャンスが増

えることも想定されます。一方で団塊世代の人材の大量リタイアによる担い手不足が深刻な問題となっ

ています。 

 当社グループとしては、新設着工戸数の増加や新たなビジネスチャンスの増加等の需要に対してきめ

細やかに対応することで、建築確認業務、住宅性能評価業務のシェア拡大を目指すと同時に「建築分野

の第三者検査機関」としての社会的使命を果たしてまいります。 

  

 こうした状況を踏まえて、次連結会計年度の業績見通しは、売上高13,333百万円（前期比11.7％

増）、経常利益1,462百万円（前期比10.9％増）、純利益839百万円（前期比4.6％増）を見込んでおり

ます。 

  

売上高
前期比
増減金額

前期比
増減率

営業利益
前期比
増減金額

前期比
増減率

確認検査事業 7,161 907 14.5％ 681 265 63.7％

住宅性能評価及び
関連事業

3,149 △183 △5.5％ 598 △179 △23.1％

その他 1,622 △79 △4.7％ 41 △84 △67.1％

合計 11,933 644 5.7％ 1,320 1 0.1％

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478百万円増加し、4,751百万円とな

りました。これは、流動資産が365百万円増加し、固定資産が113百万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299百万円等によるものであり、固定資産の増加は、主に無

形固定資産の取得54百万円、保証金の差入39百万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69百万円減少し、2,033百万円となりました。これは

未払法人税等の減少100百万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548百万円増加し、2,718百万円となりました。これ

は当期純利益による利益剰余金の増加552百万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とおりであります。 

（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657百万円の収入（前連結会計年度は543百万円の支出）となり

ました。これは主に法人税等の支払額621百万円及び未払費用の減少85百万円等による支出があったも

のの、税金等調整前当期純利益1,356百万円等の収入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84百万円の支出（前連結会計年度は343百万円の支出）となり

ました。これは主に無形固定資産の取得による支出65百万円等によるものであります。 

（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234百万円の支出（前連結会計年度は212百万円の支出）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14百万円があったものの、配当金の支払による支

出248百万円等によるものであります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１ いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

 ２ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式を除く）により算出しております。 

 ３ キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。 

  

（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

平成21年５月期 平成22年５月期 平成23年５月期 平成24年５月期 平成25年５月期

自己資本比率(％) 25.0 41.0 42.4 50.0 57.0

時価ベースの自己資本比率
(％)

172.5 109.6 198.9 138.4 247.6

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率(％)

― ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ(倍)

430.0 138.5 402.9 ― 202.9
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当社は、株主への利益還元を経営の重要な課題ととらえておりますが、配当政策については企業体質

の強化と将来の事業展開のために内部留保の充実を図るとともに、業績に応じて中間配当及び期末配当

として年２回、継続的に配当を行うことを基本方針としており、業績を勘案しながら連結配当性向30％

程度を確保することを目処に株主への利益還元を行ってゆく所存であります。 

 また、定款に、会社法第459条第１項に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により行う旨の定

めを設けております。 

 当事業年度の配当につきましては、中間配当として１株当たり16円を実施しており、期末配当につい

ても取締役会決議を経て普通配当16円に東証一部指定記念配当５円を加え１株当たり合計21円を実施い

たしました。その結果、年間配当は１株当たり37円となりました。 

 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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

（４）継続企業の前提に関する重要事象等
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当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び連結子会社３社(株式会社ＥＲＩソリューシ

ョン、株式会社ＥＲＩアカデミー及び株式会社東京建築検査機構）の計４社で構成され、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付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、以

下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。 

   

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、低炭素建築物

の技術的審査業務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、施工監査業務、省エネ・環境関連事業（ＣＡＳＢＥＥ認証など）、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※9、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。 

 なお、平成25年５月29日付にて当社は、株式会社東京建築検査機構の株式を取得し、子会社化してお

ります。また同社は、確認検査事業、性能評価事業、調査診断事業及び関連事業などを行っておりま

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  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住宅性能評価及び関連事業

   ③その他
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〈事業系統図〉 

 事業系統図は、以下のとおりであります。 
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当社グループは、建築分野における第三者検査機関として、まずは、公正さ・中立性を確保したうえ

で、各種業務を遂行することとしており、これは、以下に掲げる「７つの理念」を実践して、良質なす

まい・建物を実現し、安全で美しい街づくりに貢献することを目標とする当社グループ創業以来の基本

方針であります。 

  

「７つの理念」 

 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。 

 理念２．法令・規程を遵守し、第三者性・中立性を保ちます。 

 理念３． 高水準の技術を提供して、技術の基準となります。 

 理念４．ニーズをすべて引受け、迅速なサービスに努めます。 

 理念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。 

 理念６．可能な限りの情報を公開し、透明な会社となります。 

 理念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業務をお客様へ提供し、これまで

に培った「ＥＲＩブランド」を確立させて、顧客満足度と企業価値を向上させ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ます。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、中長期的に10％を目標としております。 

  

当社グループは、「建築や建設に関する安全・安心の確保」という社会的な使命を果たしつつ、引き

続きお客さまからの信頼を積み重ねることにより、「建築分野の第三者検査機関のリーディングカンパ

ニー」として、消費者やお客さまから指名される会社となることを目指しております。 

 そのために、従来より法令遵守（コンプライアンス）と適正な企業統治（コーポレートガバナンス）

の構築に努めており、次の３つの取り組みを推進しております。 

  

○高い業務品質と充実したサービスを武器とする「ＥＲＩブランド」確立による他機関との差別化への

取り組み。 

  

○各部門、各支店、子会社の収益力を高め、確実に収益をあげる強い組織作りへの取り組み。 

  

○当社グループの長期的・継続的な発展・成長軌道の確立のために優秀な人材の確保及び人材育成への

取り組み。 

  

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略
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わが国経済は、世界経済の減速による輸出や設備投資等の鈍化に加え欧州や中国等の対外環境の不確

実性もあり、先行き不透明な状況が続きました。一方で、政権交代に伴い、金融緩和をはじめとした将

来的な期待感から円安基調への転換、株価の上昇等景気回復への期待も高まっています。こうした環境

認識の下、次連結会計年度の住宅・建築業界においては、東日本大震災からの復興も本格化し、今後想

定される消費税増税前の駆け込み需要や住宅ローン減税の延長に伴う住宅購入・建替の増加も見込ま

れ、新設住宅着工戸数は前連結会計年度より５％程度増加の93万戸前後と予測しております。加えて、

省エネ基準適合の義務化、耐震診断実施の義務化などの法令改正や新たな政策によるビジネスチャンス

が増えることも想定されます。一方で団塊世代の人材の大量リタイアによる担い手不足が深刻な問題と

なっています。 

 このような経済環境の中で当社グループは、引き続きお客さまの多様なニーズに対応したサービスの

提供と顕在化する人材不足に対して適正な人材の採用と次世代の人材資源の養成を行う必要があるとの

認識から以下の４点を重点課題として取り組んでまいります。 

  

①確認検査業務では、申請案件の正確かつ迅速な対応と、法令改定への情報収集、対応を迅速に行い的

確な情報発信を行うことでお客さまのニーズにお応えしてまいります。また、住宅性能評価業務や長

期優良住宅技術的審査業務については、電子申請化を積極的に推進し、効率的な審査業務の推進、審

査体制の効率化を図ることでお客さまの利便性向上を図ります。 

  

②国の新成長戦略として国土交通省が示す「中古住宅・リフォームトータルプラン」への対応では、新

築中心からストック型への住宅市場の転換に向けて、既存住宅流通の活性化とともに今後も拡大が予

想されるリフォーム市場を新たなビジネスチャンスと捉えて、ＥＲＩソリューションを中心に、既存

住宅診断、リフォームインスペクション業務の推進を積極的に行ってまいります。同時に、低炭素住

宅をはじめ省エネ関連業務や省エネビルの格付制度などの新たな業務へも取り組んでまいります。 

  

③当社グループでは、各地域の特性を踏まえ営業基盤の強化を目的として平成24年６月に山口支店、平

成25年５月に鹿児島支店の開設を行いました。また、次連結会計年度、平成25年９月には厚木支店、

11月には三重支店の開設を計画しております。今後、当社グループの強みである全国ネットワーク体

制を更に強固なものにするため、大都市圏や当社の支店がない空白地域の充実・進出について、充分

な検討を重ねてまいります。 

  

④当社グループでは、団塊世代の大量リタイヤに対し、次世代を担う人材の採用を計画的に進めるとと

もに、人事ローテーションと社外との人事交流を積極的に展開するほか、技術力のみならずマネジメ

ント力の向上なども取り入れた研修プログラムを実践し、中長期的な視野に立ち次世代を見据えた戦

略的な人材育成を推進してまいります。 

  

なお、当社グループは、企業の信用力の更なる向上と経営基盤の強化を図り、企業価値を高めるため

に平成25年５月24日に東京証券取引所市場第一部銘柄に指定されました。また、５月29日には株式会社

東京建築検査機構をグループの一員に迎え既存の子会社を含め、ＥＲＩグループとして 大の成果を上

げるべく経営体制の改革を行ってまいります。 

（４）会社の対処すべき課題
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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24年５月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,302,673 1,602,647

売掛金 421,655 476,855

仕掛品 293,621 321,871

繰延税金資産 209,477 173,468

その他 79,426 96,342

貸倒引当金 △3,800 △2,841

流動資産合計 2,303,054 2,668,344

固定資産   

有形固定資産   

建物 71,135 98,303

減価償却累計額 △30,842 △40,577

建物（純額） 40,293 57,725

工具、器具及び備品 109,923 145,804

減価償却累計額 △68,357 △93,884

工具、器具及び備品（純額） 41,566 51,920

有形固定資産合計 81,859 109,645

無形固定資産   

ソフトウエア 15,215 47,401

ソフトウエア仮勘定 24,130 42,374

その他 434 434

無形固定資産合計 39,780 90,210

投資その他の資産   

投資有価証券 200,538 200,283

差入保証金 361,091 392,030

供託金 1,196,980 1,196,980

繰延税金資産 42,162 41,954

その他 48,000 52,460

貸倒引当金 △525 △54

投資その他の資産合計 1,848,247 1,883,654

固定資産合計 1,969,887 2,083,510

資産合計 4,272,942 4,751,855
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年５月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

未払金 250,092 276,633

未払費用 573,958 499,722

未払法人税等 355,672 255,387

前受金 625,081 660,121

その他 66,500 88,984

流動負債合計 1,871,305 1,780,848

固定負債   

退職給付引当金 107,455 107,203

長期未払金 124,200 133,600

その他 － 11,516

固定負債合計 231,655 252,319

負債合計 2,102,960 2,033,167

純資産の部   

株主資本   

資本金 984,540 992,784

資本剰余金 18,060 26,304

利益剰余金 1,135,091 1,687,962

自己株式 － △70

株主資本合計 2,137,692 2,706,980

新株予約権 32,289 －

少数株主持分 － 11,707

純資産合計 2,169,981 2,718,688

負債純資産合計 4,272,942 4,751,855
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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23年６月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成25年５月31日) 

売上高 11,289,002 11,933,409

売上原価 7,792,627 8,372,777

売上総利益 3,496,374 3,560,631

販売費及び一般管理費 ※1  2,176,743 ※1  2,239,790

営業利益 1,319,631 1,320,841

営業外収益   

受取利息 3,227 3,649

保険配当金 5,929 4,871

受取手数料 4,568 4,312

助成金収入 2,320 2,270

雑収入 1,109 1,843

営業外収益合計 17,155 16,947

営業外費用   

支払利息 4,330 3,242

上場関連費用 20,000 －

一部指定関連費用 － 12,370

支払手数料 － 2,500

雑損失 1,753 347

営業外費用合計 26,084 18,459

経常利益 1,310,702 1,319,329

特別利益   

新株予約権戻入益 － 30,294

負ののれん発生益 － 8,072

特別利益合計 － 38,366

特別損失   

固定資産除却損 ※2  52 ※2  1,211

特別損失合計 52 1,211

税金等調整前当期純利益 1,310,650 1,356,484

法人税、住民税及び事業税 561,107 518,013

法人税等調整額 47,294 36,216

法人税等合計 608,401 554,229

少数株主損益調整前当期純利益 702,248 802,254

当期純利益 702,248 802,254
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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23年６月１日
 至 平成24年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年６月１日
 至 平成25年５月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 702,248 802,254

その他の包括利益   

その他の包括利益合計 － －

包括利益 702,248 802,254

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 702,248 802,254

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23年６月１日
 至 平成24年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年６月１日
 至 平成25年５月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 979,246 984,540

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 5,294 8,243

当期変動額合計 5,294 8,243

当期末残高 984,540 992,784

資本剰余金   

当期首残高 12,766 18,060

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 5,294 8,243

当期変動額合計 5,294 8,243

当期末残高 18,060 26,304

利益剰余金   

当期首残高 655,854 1,135,091

当期変動額   

剰余金の配当 △223,011 △249,383

当期純利益 702,248 802,254

当期変動額合計 479,236 552,871

当期末残高 1,135,091 1,687,962

自己株式   

当期首残高 － －

当期変動額   

自己株式の取得 － △70

当期変動額合計 － △70

当期末残高 － △70

株主資本合計   

当期首残高 1,647,867 2,137,692

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 10,588 16,487

剰余金の配当 △223,011 △249,383

当期純利益 702,248 802,254

自己株式の取得 － △70

当期変動額合計 489,825 569,288

当期末残高 2,137,692 2,706,980
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成25年５月31日) 

新株予約権   

当期首残高 35,282 32,289

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,993 △32,289

当期変動額合計 △2,993 △32,289

当期末残高 32,289 －

少数株主持分   

当期首残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 11,707

当期変動額合計 － 11,707

当期末残高 － 11,707

純資産合計   

当期首残高 1,683,150 2,169,981

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 10,588 16,487

剰余金の配当 △223,011 △249,383

当期純利益 702,248 802,254

自己株式の取得 － △70

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,993 △20,582

当期変動額合計 486,831 548,706

当期末残高 2,169,981 2,718,688
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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23年６月１日
 至 平成24年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年６月１日
 至 平成25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 1,310,650 1,356,484

減価償却費 37,170 41,341

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,549 △252

受取利息 △3,227 △3,649

支払利息 4,330 3,242

新株予約権戻入益 － △30,294

負ののれん発生益 － △8,072

有形固定資産除却損 52 1,128

無形固定資産除却損 － 82

売上債権の増減額（△は増加） △5,337 △30,364

たな卸資産の増減額（△は増加） △36,580 △13,968

未払金の増減額（△は減少） 32,293 20,583

未払費用の増減額（△は減少） △66,644 △85,465

前受金の増減額（△は減少） 62,758 13,558

その他 △29,297 13,970

小計 1,312,717 1,278,325

利息及び配当金の受取額 3,440 3,905

利息の支払額 △4,330 △3,242

供託金の預入による支出 △1,196,980 －

法人税等の支払額 △658,345 △621,270

営業活動によるキャッシュ・フロー △543,498 657,717

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 40,000

投資有価証券の取得による支出 △200,752 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ ※2  45,893

有形固定資産の取得による支出 △58,199 △57,456

無形固定資産の取得による支出 △21,382 △65,013

差入保証金の差入による支出 △11,625 △39,386

差入保証金の回収による収入 3,769 4,693

資産除去債務の履行による支出 △5,251 △5,658

その他 △9,984 △7,297

投資活動によるキャッシュ・フロー △343,426 △84,225

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 900,000 1,000,000

短期借入金の返済による支出 △900,000 △1,000,000

ストックオプションの行使による収入 8,320 14,582

配当金の支払額 △221,068 △248,631

自己株式の取得による支出 － △70

財務活動によるキャッシュ・フロー △212,748 △234,119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,099,673 339,372

現金及び現金同等物の期首残高 2,362,347 1,262,673

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,262,673 ※1  1,602,046
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該当事項はありません。 

  

  

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数  ３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 

株式会社東京建築検査機構 

株式会社東京建築検査機構は、当連結会計年度に株式を取得し、子会社となったため、連結の範囲

に含めております。なお、みなし取得日を平成25年３月31日としており、株式会社東京建築検査機構

の決算日は３月31日であることから、当連結会計年度においては貸借対照表のみを連結しておりま

す。 

  

２ 持分法の適用に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、株式会社東京建築検査機構の決算日は３月31日であります。  

連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な調整を行っております。  

  

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 

イ 有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）を採用しております。 

ロ たな卸資産 

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。 

（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
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(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 ３～20年 

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。 

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。 

(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。 

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。 

(4) 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。 

(5) 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。 

  

  

(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、当連結会計年度より、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、この変更による当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。 

  

  

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

(会計方針の変更)

(未適用の会計基準等)
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※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。 
  

 
（注）「役員報酬」は、販売費及び一般管理費の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より掲記しておりま

す。この表示方法の変更を反映するため、前連結会計年度の当該費目及び金額を掲記しております。 

  

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 
  

 
  

  

前連結会計年度(自 平成23年６月１日 至 平成24年５月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成24年６月１日 至 平成25年５月31日) 

該当事項はありません。 

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成24年５月31日)

当連結会計年度
(平成25年５月31日)

偶発債務

 (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(判決

書の送達を受けた日 平成24年２月２日)、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。

偶発債務

 (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。

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成23年６月１日
至  平成24年５月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年６月１日
至  平成25年５月31日)

給与手当 801,871千円 836,776千円

役員報酬 211,488〃 253,182〃

退職給付費用 34,251〃 36,759〃

貸倒引当金繰入額 △30〃 △2,088〃

前連結会計年度
(自 平成23年６月１日
至 平成24年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年６月１日
至 平成25年５月31日)

建物 ―千円 1,081千円

工具、器具及び備品 52〃 46〃

ソフトウエア ―〃 82〃

計 52千円 1,211千円

(連結包括利益計算書関係)
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前連結会計年度(自 平成23年６月１日 至 平成24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、平成23年６月１日付での１株につき300株の株式分割による増加7,747,688株、ス

トック・オプションの行使による増加16,500株であります。 

  

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 

 
（注）平成23年６月１日付にて普通株式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。 

  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類
当連結会計年度期首 

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 25,912 7,764,188 ― 7,790,100

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)

当連結会計 増加 減少 当連結会計

年度期首 年度末

提出会社
平成19年ストッ
ク・オプション

普通株式 ― ― ― ― 32,289

合計 ― ― ― ― 32,289

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23年７月12日 
取締役会

普通株式 114,012 4,400 平成23年５月31日 平成23年７月29日

平成23年12月28日 
取締役会

普通株式 108,998 14 平成23年11月30日 平成24年１月31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24年７月10日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 124,641 16 平成24年５月31日 平成24年７月31日
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当連結会計年度(自 平成24年６月１日 至 平成25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 

 
（変動事由の概要） 

  単元未満株式の買取請求による自己株式の取得    83株 
  

３．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
  

４．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

  

 
（注）１株当たり配当額21円には、東証一部指定記念配当５円を含んでおります。 

  

株式の種類
当連結会計年度期首 

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 7,790,100 42,300 ― 7,832,400

株式の種類
当連結会計年度期首 

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 ― 83 ― 83

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24年７月10日 
取締役会

普通株式 124,641 16 平成24年５月31日 平成24年７月31日

平成24年12月28日 
取締役会

普通株式 124,741 16 平成24年11月30日 平成25年１月31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25年７月９日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 164,478 21 平成25年５月31日 平成25年７月31日
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※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たに株式会社東京建築検査機構を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債

の内訳並びに株式会社東京建築検査機構株式の取得価額と株式会社東京建築検査機構取得による収入

(純額)との関係は次のとおりです。 

 
  

  

被取得企業の名称  株式会社東京建築検査機構 

事業の内容     確認検査事業、性能評価事業、調査診断事業及び関連事業 

当社グループは、「建築や住宅に関する安全・安心の確保」という社会的な使命を果たしつつ、お

客様からの信頼を積み重ねることにより、「建築分野の第三者検査機関のリーディングカンパニー」

として、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ます。 

 株式会社東京建築検査機構は確認検査事業等、当社グループと同様な業務を行っております。特に

同社は大型物件に強みがあり、また超高層などの建築物の構造安全性に関する性能評価や防火・避難

安全の性能評価、建築物建材の品質に関する性能評価等で充実した人材を有しております。 

 当社が重点施策として取組んでいる大型物件の獲得や人材の確保に対し相乗効果が期待でき、更な

る事業拡大につながるものと考えております。 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成23年６月１日
至  平成24年５月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年６月１日
至  平成25年５月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,302,673千円

預入期間が３か月を超える定
期預金

△40,000〃

現金及び現金同等物  1,262,673千円

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,602,647千円

預入期間が３か月を超える定
期預金

△600〃

現金及び現金同等物 1,602,046千円

流動資産 114,075千円

固定資産 15,338〃

流動負債 △57,718〃

固定負債 △20,916〃

少数株主持分 △11,707〃

負ののれん発生益 △8,072〃

株式の取得価額 31,000千円

株式取得に係る未払金 △1,000〃

現金及び現金同等物 △75,893〃

差引：取得による収入 45,893千円

(企業結合等に関する注記)

取得による企業結合

(1) 企業結合の概要

① 被取得企業の名称及び事業の内容

② 企業結合を行った主な理由
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当社の現金を対価とする株式取得を実施したため、当社を取得企業としております。 

みなし取得日を平成25年３月31日として連結しているため、被取得企業の業績は当連結会計年度の業

績に含まれておりません。 

 

 
② 発生原因 

企業結合時の時価純資産額が取得原価を上回ったため、その差額を負ののれん発生益として計上して

おります。 

 

 
（概算額の算定方法） 

企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定して計算された売上高及び営業利益と、当社

の連結損益計算書における売上高及び営業利益との差額を、影響の概算額としています。なお、当該

注記は監査証明を受けておりません。 

③ 企業結合日 平成25年５月29日（株式取得日）

  平成25年３月31日（みなし取得日）

④ 企業結合の法的形式 株式の取得

⑤ 結合後企業の名称 名称の変更はありません。

⑥ 取得した議決権比率 76.9％

⑦ 取得企業を決定するに至った根拠

(2) 連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

(3) 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価 現金 30,000千円

取得に直接要した費用 アドバイザリー費用 1,000千円

取得原価   31,000千円

(4) 発生した負ののれん発生益の金額及び発生原因

① 発生した負ののれん発生益の金額    8,072千円

(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 114,075千円

固定資産 15,338千円

資産合計 129,414千円

流動負債 57,718千円

固定負債 20,916千円

負債合計 78,634千円

(6) 企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書

に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

売上高 402,434千円

営業利益 18,357千円
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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、当社名にあるとお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

の形態及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うえで、「確認検査事

業」「住宅性能評価及び関連事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「確認検査事業」は当社における建築基準法に基づく建築物の確認検査業務であります。 

 「住宅性能評価及び関連事業」は当社における住宅品確法に基づく新築住宅及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であります。 

  

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。 

  

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、当連結会計年度より、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、この変更による当連結会計年度のセグメント利益に与える影響は軽微であります。 

  

(セグメント情報等)

(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23年６月１日 至 平成24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 セグメント資産の調整額2,735,539千円は、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)及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。 

  

当連結会計年度(自  平成24年６月１日 至 平成25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、子会社である株式
会社東京建築検査機構における事業などが含まれております。 

    ２ セグメント資産の調整額2,968,209千円は、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)及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
財務諸表 
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 6,253,440 3,332,963 9,586,404 1,702,598 11,289,002 ― 11,289,002

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― 34,603 34,603 △34,603 ―

計 6,253,440 3,332,963 9,586,404 1,737,201 11,323,605 △34,603 11,289,002

セグメント利益 416,314 778,006 1,194,320 125,310 1,319,631 ― 1,319,631

セグメント資産 890,139 449,115 1,339,255 198,147 1,537,402 2,735,539 4,272,942

その他の項目

  減価償却費 24,461 7,688 32,150 5,020 37,170 ― 37,170

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

33,727 34,731 68,459 6,922 75,381 ― 75,381

(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
財務諸表 
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 7,161,025 3,149,617 10,310,643 1,622,766 11,933,409 ― 11,933,409

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― 48,026 48,026 △48,026 ―

計 7,161,025 3,149,617 10,310,643 1,670,792 11,981,435 △48,026 11,933,409

セグメント利益 681,627 598,011 1,279,638 41,203 1,320,841 ― 1,320,841

セグメント資産 965,245 408,503 1,373,749 409,896 1,783,646 2,968,209 4,751,855

その他の項目

  減価償却費 24,190 10,497 34,688 6,652 41,341 ― 41,341

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

63,816 40,166 103,982 40,204 144,186 ― 144,186
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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。 

  

 
  

  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自  平成23年６月１日
至  平成24年５月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年６月１日
至  平成25年５月31日)

１株当たり純資産額 274円41銭 345円62銭

１株当たり当期純利益金額 90円21銭 102円77銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

89円90銭 102円53銭

前連結会計年度
(自 平成23年６月１日
至 平成24年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年６月１日
至 平成25年５月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(千円) 702,248 802,254

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 702,248 802,254

普通株式の期中平均株式数(株) 7,784,770 7,806,177

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) 26,677 18,344

 (うち新株予約権(株)) (26,677) (18,344)

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

― ―

(重要な後発事象)
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年５月31日) 

当事業年度 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,161,652 1,394,756

売掛金 408,126 445,461

仕掛品 284,416 287,851

前払費用 68,809 75,899

繰延税金資産 206,300 169,159

その他 51,737 60,500

貸倒引当金 △3,800 △2,148

流動資産合計 2,177,242 2,431,481

固定資産   

有形固定資産   

建物 71,135 91,740

減価償却累計額 △30,842 △37,454

建物（純額） 40,293 54,285

工具、器具及び備品 106,954 140,446

減価償却累計額 △67,877 △91,027

工具、器具及び備品（純額） 39,077 49,419

有形固定資産合計 79,370 103,705

無形固定資産   

ソフトウエア 15,215 43,587

ソフトウエア仮勘定 24,130 42,374

電話加入権 406 406

無形固定資産合計 39,752 86,368

投資その他の資産   

投資有価証券 200,538 200,283

関係会社株式 128,372 159,372

差入保証金 361,091 386,399

長期前払費用 11,613 6,073

供託金 1,196,980 1,196,980

繰延税金資産 42,162 41,954

その他 36,386 44,901

貸倒引当金 △525 △54

投資その他の資産合計 1,976,619 2,035,910

固定資産合計 2,095,742 2,225,985

資産合計 4,272,984 4,657,466
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年５月31日) 

当事業年度 
(平成25年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

未払金 246,390 258,586

未払費用 573,958 488,493

未払法人税等 351,463 248,897

前受金 619,084 630,118

預り金 47,217 51,681

その他 14,361 19,741

流動負債合計 1,852,475 1,697,519

固定負債   

退職給付引当金 107,455 107,203

長期未払金 124,200 124,200

固定負債合計 231,655 231,403

負債合計 2,084,130 1,928,922

純資産の部   

株主資本   

資本金 984,540 992,784

資本剰余金   

資本準備金 18,060 26,304

資本剰余金合計 18,060 26,304

利益剰余金   

利益準備金 28,759 53,697

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,125,203 1,655,827

利益剰余金合計 1,153,962 1,709,525

自己株式 － △70

株主資本合計 2,156,564 2,728,543

新株予約権 32,289 －

純資産合計 2,188,853 2,728,543

負債純資産合計 4,272,984 4,657,466
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（２）損益計算書 
(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年６月１日
 至 平成24年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年６月１日
 至 平成25年５月31日) 

売上高 11,078,770 11,700,426

売上原価 7,645,844 8,184,808

売上総利益 3,432,926 3,515,618

販売費及び一般管理費 2,100,637 2,190,397

営業利益 1,332,289 1,325,220

営業外収益   

受取利息 469 306

有価証券利息 2,736 3,316

保険配当金 5,929 4,871

受取手数料 4,568 4,312

助成金収入 2,320 2,270

雑収入 1,080 1,744

営業外収益合計 17,104 16,822

営業外費用   

支払利息 4,330 3,242

上場関連費用 20,000 －

一部指定関連費用 － 12,370

支払手数料 － 2,500

雑損失 1,592 332

営業外費用合計 25,922 18,444

経常利益 1,323,471 1,323,598

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 52 1,211

特別損失合計 52 1,211

税引前当期純利益 1,323,418 1,352,681

法人税、住民税及び事業税 556,040 510,385

法人税等調整額 47,844 37,349

法人税等合計 603,884 547,734

当期純利益 719,534 804,946
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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23年６月１日
 至 平成24年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年６月１日
 至 平成25年５月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 979,246 984,540

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 5,294 8,243

当期変動額合計 5,294 8,243

当期末残高 984,540 992,784

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 12,766 18,060

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 5,294 8,243

当期変動額合計 5,294 8,243

当期末残高 18,060 26,304

資本剰余金合計   

当期首残高 12,766 18,060

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 5,294 8,243

当期変動額合計 5,294 8,243

当期末残高 18,060 26,304

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 6,458 28,759

当期変動額   

利益準備金の積立 22,301 24,938

当期変動額合計 22,301 24,938

当期末残高 28,759 53,697

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

当期首残高 650,981 1,125,203

当期変動額   

剰余金の配当 △223,011 △249,383

利益準備金の積立 △22,301 △24,938

当期純利益 719,534 804,946

当期変動額合計 474,222 530,624

当期末残高 1,125,203 1,655,827

利益剰余金合計   

当期首残高 657,439 1,153,962

当期変動額   

剰余金の配当 △223,011 △249,383

利益準備金の積立 － －

当期純利益 719,534 804,946

当期変動額合計 496,523 555,562

当期末残高 1,153,962 1,709,525
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成25年５月31日) 

自己株式   

当期首残高 － －

当期変動額   

自己株式の取得 － △70

当期変動額合計 － △70

当期末残高 － △70

株主資本合計   

当期首残高 1,649,452 2,156,564

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 10,588 16,487

剰余金の配当 △223,011 △249,383

当期純利益 719,534 804,946

自己株式の取得 － △70

当期変動額合計 507,111 571,979

当期末残高 2,156,564 2,728,543

新株予約権   

当期首残高 35,282 32,289

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,993 △32,289

当期変動額合計 △2,993 △32,289

当期末残高 32,289 －

純資産合計   

当期首残高 1,684,735 2,188,853

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 10,588 16,487

剰余金の配当 △223,011 △249,383

当期純利益 719,534 804,946

自己株式の取得 － △70

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,993 △32,289

当期変動額合計 504,118 539,689

当期末残高 2,188,853 2,728,543
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役員の新任・退任については平成25年８月29日開催予定の定時株主総会において、役職の異動に

ついては、同株主総会で選任されることを条件に総会後の取締役会及び監査役会において、それぞれ正

式に決定される予定です。  

  

 ①代表者の異動  

 ・代表者の役職変更 

 
  

 ②取締役及び監査役の異動  

  ・取締役の役職変更 

 
  

 ・監査役の役職変更 

 
  

 ・退任予定取締役 

 
  

 ・新任監査役候補 

 
  

 ・退任予定監査役 

 
  

６．その他

（１）役員の異動

新役職名 氏名 現役職名

代表取締役専務 確認検査本部長 馬野 俊彦 代表取締役専務 住宅評価本部長

新役職名 氏名 現役職名

取締役 住宅評価本部長兼評価企画部長 
兼省エネ企画推進部長

堂山 俊介
取締役 住宅評価本部副本部長兼評
価企画部長兼省エネ企画推進部長  

新役職名 氏名 現役職名

監査役（非常勤） 大塚 和彦 監査役（常勤）

現役職名 氏名 備考

取締役 確認検査本部長 金澤 秀一 退任後、監査役に就任予定です。

新役職名 氏名 現役職名

監査役（常勤） 金澤 秀一 取締役 確認検査本部長

現役職名 氏名 備考

監査役（非常勤） 町田 曻                -
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