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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第36期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第35期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　６月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高 (千円) 1,271,5515,178,563

経常利益 (千円) 83,729 191,644

四半期(当期)純利益 (千円) 10,793 37,121

純資産額 (千円) 1,524,5841,523,220

総資産額 (千円) 3,250,4363,059,492

１株当たり純資産額 (円) 751.68 751.00

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 5.32 18.30

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ─ ─

自己資本比率 (％) 46.9 49.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △93,194 208,882

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △4,730 △9,869

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 87,730△121,760

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 597,657 607,852

従業員数 (人) 323 321

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事

業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年６月30日現在

従業員数(人) 323

(注) 従業員は、就業人員であります。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(人) 159

(注) 従業員は、就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

当第１四半期連結会計期間における生産、受注及び販売の状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、

次のとおりであります。

　

(1) 建設工事事業

受注工事高及び施工高の状況

受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高

　

期別 取扱品目
期首繰越
工事高
(千円)

期中受注
工事高
(千円)

計
(千円)

期中完成
工事高
(千円)

期末繰越工事高 期中
施工高
(千円)手持工事高

(千円)
うち施工高
(％、千円)

当第１四半期
連結会計期間
(自平成20年
　４月１日
至平成20年
　 ６月30日)

ユーティリティー 76,759132,406209,166121,57687,589 9.7 8,457119,562

リフォーム 151,258292,879444,138253,423190,71460.9116,107298,799

防水 15,553315,931331,485305,88925,595 58.1 14,869308,628

合計 243,572741,217984,790680,890303,89945.9139,434726,990

(注) １　金額は、販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

２　期末繰越工事高の施工高は、未成工事支出金により手持工事高の施工高を推定したものであります。

３　期中施工高は、(期中完成工事高＋期末繰越施工高－期首繰越施工高)に一致しております。

４　主な相手先の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

金額(千円) 割合(％)

愛知県経済農業協同組合連合会 80,846 11.9

(注)　金額は、販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 住宅等サービス事業

①　生産実績

　

区分

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

金額(千円)

住宅等サービス事業

防虫駆除サービス 237,443

防湿サービス 88,879

合計 326,322

(注)　金額は、販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

　

②　受注実績

当事業における業務は、受注から売上高計上までが短期間で完了し、当第１四半期連結会計期間にお

ける受注残高の金額が少ないため、記載を省略しております。
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③　販売実績

　

区分

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月31日)

金額(千円)

住宅等サービス事業

防虫駆除サービス 237,653

防湿サービス 88,879

合計 326,533

(注) １　金額は、販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

２　主な相手先の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

金額(千円) 割合(％)

愛知県経済農業協同組合連合会 122,411 37.5

(注)　金額は、販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

　

(3) ビルメンテナンス事業

①　生産実績

当事業における業務では、生産実績を画一的に表示することが困難であるため、記載を省略しており

ます。

　

②　受注実績

当事業における業務では、受注実績を画一的に表示することが困難であるため、記載を省略しており

ます。

　

③　販売実績

　

区分

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

金額(千円)

ビルメンテナンス事業 264,127

合計 264,127

(注)　金額は、販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 業績の状況

当第１四半期におけるわが国の経済状況は、企業業績の先行き不安、原油や食料素材の高騰による個人

消費の低下、株式市場の低迷や為替市場の変動の影響を受けて厳しい状況で推移いたしました。このよう

な経済状況のもとで、当社グループの当第１四半期におきまして、建設工事事業は新築住宅着工件数の減

少、原油高騰による資材価格の上昇、建材需要の低下に伴う建設資材の価格上昇などの影響により、依然

として厳しい状況となりました。

　この結果、当第１四半期の連結売上高は1,271,551千円(前年同期比0.4％減)、連結営業利益は83,590千

円(前年同期比17.9％増)、連結経常利益は83,729千円(前年同期比18.5％増)、連結四半期純利益は10,793

千円(前年同期比67.7％減)となりました。

なお、事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。

(建設工事事業)

ユーティリティーにおいては、当社グループが主力としておりますガスシステムの新築住宅への新規

組込件数は、新築住宅着工件数の減少や電気システムとの競合が激しく、依然として厳しい状況でありま

す。しかし、住宅リフォーム需要に伴う既設住宅への床暖房リフォームは堅調に推移していることから受

注件数が増加し、業績が伸長いたしました。この結果、売上高は121,576千円(前年同期比16.2％増)となり

ました。

リフォームにおいては、依然として需要は増加傾向にありますが、個人消費の低迷の影響により受注件

数は減少いたしました。当四半期においては、小規模工事件数の割合は大きいものの、子会社化したセブ

ンハウス株式会社の業績が加わったことにより、業績は増加いたしました。この結果、売上高は253,423千

円(前年同期比3.7％増)となりました。

防水においては、当社グループの受注基盤である注文戸建住宅の着工件数は低調に推移し、受注件数も

低迷しており、また、請負単価の低価格化と原油高による材料費の高騰も続いており、依然として厳しい

状況が続いております。この結果、売上高は305,889千円(前年同期比3.2％減)となりました。

以上の結果、建設工事事業の売上高は680,890千円(前年同期比2.4％増)となりました。

　

(住宅等サービス事業)

住宅等サービス事業においては、新規顧客の開拓などに継続して注力しておりますが、シロアリ対策の

依頼件数が減少傾向にあること、防湿商品の需要は年々減少傾向にあることにより、業績は伸長いたしま

せんでした。

以上の結果、住宅等サービス事業の売上高は326,533千円(前年同期比8.1％減)となりました。

　

(ビルメンテナンス事業)

ビルメンテナンス事業においては、首都圏において、引き続き都市整備に伴うビルプロジェクトや高層

マンションの建設が進行しており、社員教育の徹底により品質の高いサービスを提供し、他社との差別化

を図ることで、安定的に収益を確保いたしました。

以上の結果、ビルメンテナンス事業の売上高は264,127千円(前年同期比3.1％増)となりました。
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(2) キャッシュ・フローの分析

当第１四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、10,195千円減少し、当第１四半期

末には597,657千円となりました。

(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、93,194千円の減少となりました。これは、主に税金等調整前四

半期純利益49,264千円に加えて、仕入債務の増加による資金の増加72,616千円があったものの、売上債権

の増加による資金の減少118,017千円、たな卸資産の増加による資金の減少97,668千円があったことによ

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、4,730千円の減少となりました。これは、主に定期預金の預入に

よる支出31,721千円があったものの、定期預金の払戻による収入35,425千円があったことによるもので

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、87,730千円の増加となりました。これは、短期借入の増加

100,000千円、長期借入による収入30,000千円の資金の増加があったものの、長期借入金の返済26,044千

円、配当金の支払額16,226千円があったことによるものであります。

　

なお、当年度は、四半期報告書制度の導入初年度であるため、「(1)業績の状況」及び「(2)キャッシュ

・フローの分析」において比較、分析に用いた前年同期数値は、独立監査人による四半期レビューを受け

ておりません。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題について

重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

　

(4)研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計

画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 6,700,000

計 6,700,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 2,030,180 2,030,180
名古屋証券取引所
(市場第二部)

─

計 2,030,180 2,030,180 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年４月１日～
平成20年６月30日

─ 2,030 ─ 186,072 ─ 145,813

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握してお

りません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年３月31日の株主名簿により記載しております。

　

① 【発行済株式】

平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ― ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ─

議決権制限株式(その他) ─ ─

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式　　1,000

― ─

完全議決権株式(その他)
普通株式

2,028,000
2,028 ─

単元未満株式 普通株式　　1,180 ― ─

発行済株式総数 2,030,180― ―

総株主の議決権 ― 2,028 ―

　

② 【自己株式等】

平成20年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社ニットー

名古屋市北区平安二丁目
10番19号

1,000 ─ 1,000 0.0

計 ― 1,000 ─ 1,000 0.0

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月

最高(円) 300 295 295

最低(円) 275 270 286

(注)　最高・最低株価は、名古屋証券取引所市場第二部におけるものであります。

　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツにより四半期レ

ビューを受けております。
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1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年6月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 631,582 645,482

受取手形及び売掛金 758,657 640,639

たな卸資産 ※1
 451,116

※1
 353,447

その他 146,865 128,255

貸倒引当金 △4,926 △4,426

流動資産合計 1,983,295 1,763,398

固定資産

有形固定資産

土地 619,477 654,877

その他 ※2
 327,468

※2
 332,044

有形固定資産合計 946,945 986,921

無形固定資産

のれん 26,323 27,034

その他 13,156 13,128

無形固定資産合計 39,480 40,162

投資その他の資産 280,714 269,009

固定資産合計 1,267,140 1,296,093

資産合計 3,250,436 3,059,492

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 488,640 416,023

短期借入金 350,000 250,000

1年内返済予定の長期借入金 81,716 85,020

未払法人税等 45,421 82,594

賞与引当金 42,397 76,520

完成工事補償引当金 15,000 12,600

その他 253,853 184,216

流動負債合計 1,277,028 1,106,974

固定負債

長期借入金 92,260 85,000

長期未払金 24,830 －

退職給付引当金 215,640 207,611

役員退職慰労引当金 － 22,430

その他 116,092 114,256

固定負債合計 448,822 429,297

負債合計 1,725,851 1,536,272
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年6月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年3月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 186,072 186,072

資本剰余金 145,813 145,813

利益剰余金 1,171,843 1,177,275

自己株式 △610 △610

株主資本合計 1,503,118 1,508,550

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 21,466 14,669

評価・換算差額等合計 21,466 14,669

純資産合計 1,524,584 1,523,220

負債純資産合計 3,250,436 3,059,492
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(2)【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）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
 至 平成20年6月30日)

売上高 ※1
 1,271,551

売上原価 829,231

売上総利益 442,319

販売費及び一般管理費 ※2
 358,729

営業利益 83,590

営業外収益

受取利息 58

受取配当金 464

受取手数料 610

その他 722

営業外収益合計 1,855

営業外費用

支払利息 1,686

その他 30

営業外費用合計 1,716

経常利益 83,729

特別利益

前期損益修正益 935

特別利益合計 935

特別損失

減損損失 35,400

特別損失合計 35,400

税金等調整前四半期純利益 49,264

法人税、住民税及び事業税 52,955

法人税等調整額 △14,484

法人税等合計 38,471

四半期純利益 10,793
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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）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
 至 平成20年6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 49,264

減価償却費 5,157

減損損失 35,400

のれん償却額 1,645

賞与引当金の増減額（△は減少） △34,122

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 2,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,029

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △22,430

貸倒引当金の増減額（△は減少） 888

受取利息及び受取配当金 △523

支払利息 1,686

売上債権の増減額（△は増加） △118,017

たな卸資産の増減額（△は増加） △97,668

仕入債務の増減額（△は減少） 72,616

その他 91,292

小計 △4,382

利息及び配当金の受取額 523

利息の支払額 △1,692

法人税等の支払額 △87,643

営業活動によるキャッシュ・フロー △93,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △31,721

定期預金の払戻による収入 35,425

有形固定資産の取得による支出 △7,153

無形固定資産の取得による支出 △1,082

貸付けによる支出 △1,400

貸付金の回収による収入 134

その他 1,066

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,730

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 100,000

長期借入れによる収入 30,000

長期借入金の返済による支出 △26,044

配当金の支払額 △16,226

財務活動によるキャッシュ・フロー 87,730

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,195

現金及び現金同等物の期首残高 607,852

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 597,657
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

会計方針の変更

棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計

基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９

号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基

準については、原価法から原価法(収益性の低下によ

る簿価切下げの方法)に変更しております。

なお、これにより損益に与える影響はありません。

　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関し

ては、実地棚卸高を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法に

よっております。

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低

下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。

２　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年

度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。

３　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算

定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連

結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結

会計年度において使用した将来の業績予測やタックス

・プランニングを利用する方法によっております。

　

【追加情報】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

当社は、従来、役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規による期末要支給額を計上しておりましたが、平成

20年６月21日開催の定時株主総会の日をもって役員退職

慰労金制度を廃止することが決議されました。同制度廃

止にともない、定時株主総会の日以前の在任期間分につ

いての役員退職慰労金について、打切り支給することと

しました。なお、支給の時期は、各役員それぞれの退任時

とし、役員退職引当金24,830千円は全額を取崩し、退任時

まで長期未払金として計上しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　たな卸資産の内訳

商品 256,256千円

原材料 66,125千円

未成工事支出金 111,083千円

仕掛品 726千円

貯蔵品 16,927千円

計 451,116千円

 

※１　たな卸資産の内訳

商品 197,030千円

原材料 63,971千円

未成工事支出金 73,965千円

仕掛品 1,030千円

貯蔵品 17,450千円

計 353,447千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額　　 182,549千円※２　有形固定資産の減価償却累計額　　 177,636千円

　

(四半期連結損益計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※１　売上高の季節的変動について

当社グループの主たる事業である住宅等サービス

事業(シロアリ予防、駆除等)は、シロアリの活動が春

から夏にかけて活発化するため、通常、第１四半期連

結会計期間に売上高が著しく偏る傾向にあります。

 

※２　販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 36,735千円

給与手当 150,181千円

貸倒引当金繰入額 1,629千円

賞与引当金繰入額 31,274千円

役員退職慰労引当金繰入額 2,400千円

退職給付費用 8,669千円

減価償却費 3,631千円

のれん償却額 1,645千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

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 631,582千円

預入期間が３か月超の定期預金 △33,925千円

現金及び現金同等物 597,657千円

　

　

(株主資本等関係)

当第１四半期連結累計期間(自平成20年４月１日　至平成20年６月30日)

　

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 2,030,180

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 1,930

　

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

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20年６月21日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 16,226 8.0平成20年３月31日 平成20年６月23日

　

(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っ

ておりますが、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は、前連結会計年度末に比べて著しい変

動が認められないため、記載しておりません。

　

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動はありません。

　

　

(デリバティブ取引関係)

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

建設工事事業
(千円)

住宅等サービ
ス事業
(千円)

ビルメンテナ
ンス事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

680,890326,533264,1271,271,551 ― 1,271,551

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

1,214 181 50 1,445 (1,445) ―

計 682,104326,714264,1771,272,996(1,445)1,271,551

営業利益 3,042 74,352 48,649126,044(42,454)83,590

(注) １　事業区分の方法

　 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　各区分の主な事業内容

　(1) 建設工事事業

　　　ガス関連各種住宅設備工事(主に温水床暖房工事)

　　　その他一般住宅設備工事(空調及び各種冷暖房工事)

　　　給排水(上下水道配管)工事

　　　各種建築及びリフォーム工事

　　　ＦＲＰ防水・シート防水、改修防水及びその他各種防水工事

　(2) 住宅等サービス事業

　　　シロアリ予防、駆除、再予防作業、防湿及び防湿剤作業

　(3) ビルメンテナンス事業

　　　ビルの窓、外壁のクリーニングサービス

　

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

本邦以外の国又は地域に所存する連結子会社及び支店がないため、該当事項はありません。

　

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

751円68銭
 

751円00銭
 

　

　

２　１株当たり四半期純利益

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純利益 5円32銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。
 

(注)　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 10,793

普通株式に係る四半期純利益(千円) 10,793

普通株主に帰属しない金額(千円) ─

普通株式の期中平均株式数(株) 2,028,250

　

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月13日

株式会社　ニットー

(商号　株式会社NITTOH)

取締役会　御中

　

監査法人トーマツ

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　中　　村　　誠　　一　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　林　　　　　伸　　文　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社ニットー(商号　株式会社NITTOH)の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１

四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四

半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四

半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

　

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ニットー(商号　株式会社NITTOH)及び

連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において

認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

　

EDINET提出書類

株式会社ニットー(E05065)

四半期報告書

23/23


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)ライツプランの内容
	(4)発行済株式総数、資本金等の推移
	(5)大株主の状況
	(6)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該四半期累計期間における月別最高・最低株価

	３役員の状況

	第５経理の状況
	1四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(2)四半期連結損益計算書
	第1四半期連結累計期間

	(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更
	簡便な会計処理
	追加情報
	注記事項
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

