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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３四半期
連結累計期間

第36期
第３四半期
連結会計期間

第35期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　12月31日

自　平成20年
　　10月１日
至　平成20年
　　12月31日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高 (千円) 4,003,9391,331,2805,178,563

経常利益 (千円) 263,532 94,495 191,644

四半期(当期)純利益 (千円) 108,211 52,825 37,121

純資産額 (千円) ─ 1,620,2681,523,220

総資産額 (千円) ─ 3,350,6363,059,492

１株当たり純資産額 (円) ─ 798.87 751.00

１株当たり四半期(当期)
純利益

(円) 53.35 26.05 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 (％) ─ 48.2 49.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 15,379 ─ 208,882

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △11,321 ─ △9,869

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 116,740 ─ △121,760

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ─ 728,650 607,852

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３四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。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、下記の会社を設立し、関係会社といたしました。

名称 住所
資本金
(千円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有割合(％)

関係内容

(連結子会社)
日本住宅耐震補強㈱

名古屋市北区 10,000リフォーム事業 55.0役員の兼任　１名

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年12月31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12月31日現在

従業員数(人) 153

(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３四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３四半期
連結会計期間
(自平成20年
　10月１日
至平成20年
　 12月31日)

ユーティリティー 82,565146,515229,080162,29666,784 13.8 9,222164,635

リフォーム 199,244241,892441,137280,110161,02675.6121,776267,721

防水 28,374410,182438,556383,15255,404 48.6 26,922393,666

合計 310,183798,5901,108,774825,559283,21555.8157,921826,023

(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３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

金額(千円) 割合(％)

愛知県経済農業協同組合連合会 60,904 7.4

(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３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

金額(千円)

住宅等サービス事業

防虫駆除サービス 178,006

防湿サービス 44,244

合計 222,250

(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３四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３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

金額(千円)

住宅等サービス事業

防虫駆除サービス 177,883

防湿サービス 44,244

合計 222,128

(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３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

金額(千円) 割合(％)

愛知県経済農業協同組合連合会 43,102 19.4

(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３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

金額(千円)

ビルメンテナンス事業 283,593

合計 283,593

(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３四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３四半期におけるわが国の経済状況は、海外のサブプライムローン問題に端を発した金融資本市

場の混乱の影響による国内企業の業績低迷、それに伴う雇用不安や所得低減による個人消費マインドの

低下、特に不動産・住宅業界においては、住宅購入意欲の低下により企業業績が低迷し、信用不安による

企業倒産が相次ぐなどの影響を受け、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３四半期におきまして、引き続き、新築住宅着工件数

の低調な推移、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さまざまな影響により

厳しい状況となりました。

　この結果、当第３四半期連結会計期間の連結売上高は1,331,280千円(前年同期比7.9％減)、連結営業利

益は93,265千円(前年同期比0.6％増)、連結経常利益は94,495千円(前年同期比1.5％増)、連結四半期純利

益は52,825千円(前年同期比19.0％増)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低調な推移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、環境対策への関心や省エネ需要の高まりに伴い、既設住宅への床暖房リフォー

ムが堅調に推移し、受注件数が大幅に増加いたしました。この結果、売上高は162,296千円(前年同期比

20.8％増)となりました。

リフォームにおいては、依然としてリフォーム需要は増加傾向にありますが、経済環境の急激な悪化

に伴う個人消費の低迷から小規模工事件数の割合が高まり、また、注文戸建住宅も雇用や所得水準が不

安定ななかで、住宅購入の先送りなど、住宅購入意欲が低迷しており、受注件数が減少いたしました。こ

の結果、売上高は280,110千円(前年同期比39.5％減)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、また、請

負単価の低価格化と材料費の高止まりも続いており、依然として厳しい状況が続いております。しか

し、継続して強化しております戸建住宅以外の中規模建設物の改修防水工事の受注が増加したことに

より、業績はわずかながら伸長いたしました。この結果、売上高は383,152千円(前年同期比6.5％増)と

なりました。

以上の結果、建設工事事業の売上高は825,559千円(前年同期比13.8％減)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、シロアリ対策の依頼件数が減少傾向にあり、防湿商品の需要は年々

減少傾向にありますが、シロアリ再施工工事の既存顧客の掘り起こしに注力し、受注件数を増加させま

した。

以上の結果、住宅等サービス事業の売上高は222,128千円(前年同期比13.0％増)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、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しておりますが、経済環境の悪化から事業コスト削減の一環と

して、作業回数の減少や請負単価の低価格化への見直し要請が増加いたしました。

以上の結果、ビルメンテナンス事業の売上高は283,593千円(前年同期比2.5％減)となりました。
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(2) キャッシュ・フローの分析

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、82,449千円減少し、

当第３四半期末には728,650千円となりました。

　

(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、85,039千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93,783千円の増加、仕入債務の増加80,620千円があったものの、たな卸資産の増加による

資金の減少142,933千円、法人税等の支払額の増加による資金の減少59,067千円、売掛債権の増加によ

る資金の減少49,827千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、1,690千円の減少となりました。これは、主に定期預金の払戻

による収入の増加による資金の増加1,200千円があったものの、有形固定資産の取得による支出の増加

による資金の減少1,655千円定期預金の預入による支出の増加による資金の減少1,204千円、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、4,280千円の増加となりました。これは、短期借入の増加

20,000千円、少数株主からの払込による収入4,500千円があったものの、長期借入金の返済20,200千円

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３四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３四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３四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３四半期会計期間末現在

発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成21年２月12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)

単元株式数は
1,000株であ
ります。

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10月１日～
平成20年12月31日

─ 2,030 ─ 186,072 ─ 145,813

　

(5) 【大株主の状況】

当第３四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３四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９月30日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年12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

― 単元株式数　1,000株

完全議決権株式(その他)
普通株式

2,028,000
2,028 同　　上

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12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 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 300 295 295 303 304 309 320 263 253

最低(円) 275 270 286 297 279 294 211 250 251

(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。

　

EDINET提出書類

株式会社ニットー(E05065)

四半期報告書

10/27



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３四半期連結会計期間(平成20年10月１

日から平成20年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 768,011 645,482

受取手形及び売掛金 728,961 640,639

たな卸資産 ※1
 460,563

※1
 353,447

その他 146,132 128,255

貸倒引当金 △5,186 △4,426

流動資産合計 2,098,483 1,763,398

固定資産

有形固定資産

土地 619,477 654,877

その他 ※2
 319,497

※2
 332,044

有形固定資産合計 938,974 986,921

無形固定資産

のれん 23,033 27,034

その他 11,988 13,128

無形固定資産合計 35,022 40,162

投資その他の資産 287,029 275,193

貸倒引当金 △8,873 △6,184

固定資産合計 1,252,152 1,296,093

資産合計 3,350,636 3,059,492

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 541,273 416,023

短期借入金 420,000 250,000

1年内返済予定の長期借入金 76,560 85,020

未払法人税等 52,388 82,594

賞与引当金 36,814 76,520

完成工事補償引当金 15,200 12,600

その他 172,756 184,216

流動負債合計 1,314,993 1,106,974

固定負債

長期借入金 51,940 85,000

長期未払金 24,830 －

退職給付引当金 221,539 207,611

役員退職慰労引当金 － 22,430

その他 117,065 114,256

固定負債合計 415,374 429,297

負債合計 1,730,367 1,536,272
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,269,261 1,177,275

自己株式 △623 △610

株主資本合計 1,600,523 1,508,550

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 15,582 14,669

評価・換算差額等合計 15,582 14,669

少数株主持分 4,163 －

純資産合計 1,620,268 1,523,220

負債純資産合計 3,350,636 3,059,492
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(2)【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）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

売上高 ※1
 4,003,939

売上原価 2,765,467

売上総利益 1,238,472

販売費及び一般管理費 ※2
 975,984

営業利益 262,487

営業外収益

受取利息 779

受取配当金 831

受取手数料 1,232

その他 4,258

営業外収益合計 7,102

営業外費用

支払利息 5,239

たな卸資産廃棄損 578

その他 240

営業外費用合計 6,057

経常利益 263,532

特別利益

前期損益修正益 935

固定資産売却益 11

特別利益合計 946

特別損失

減損損失 35,400

固定資産除却損 861

投資有価証券評価損 567

特別損失合計 36,828

税金等調整前四半期純利益 227,649

法人税、住民税及び事業税 109,298

法人税等調整額 10,476

法人税等合計 119,775

少数株主損失（△） △336

四半期純利益 108,211
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

売上高 ※1
 1,331,280

売上原価 932,203

売上総利益 399,077

販売費及び一般管理費 ※2
 305,812

営業利益 93,265

営業外収益

受取利息 50

受取手数料 424

その他 2,676

営業外収益合計 3,151

営業外費用

支払利息 1,791

その他 130

営業外費用合計 1,921

経常利益 94,495

特別損失

固定資産除却損 144

投資有価証券評価損 567

特別損失合計 711

税金等調整前四半期純利益 93,783

法人税、住民税及び事業税 28,758

法人税等調整額 12,536

法人税等合計 41,294

少数株主損失（△） △336

四半期純利益 52,825
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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３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31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 227,649

減価償却費 15,391

減損損失 35,400

のれん償却額 4,935

賞与引当金の増減額（△は減少） △39,706

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 2,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,927

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） 3,448

受取利息及び受取配当金 △1,611

投資有価証券評価損益（△は益） 567

支払利息 5,239

有形固定資産除却損 861

売上債権の増減額（△は増加） △88,321

たな卸資産の増減額（△は増加） △107,115

仕入債務の増減額（△は減少） 125,249

その他 △9,984

小計 166,101

利息及び配当金の受取額 1,611

利息の支払額 △5,235

法人税等の支払額 △147,098

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,379

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 △34,131

定期預金の払戻による収入 32,399

有形固定資産の取得による支出 △9,176

有形固定資産の売却による収入 78

無形固定資産の取得による支出 △1,083

貸付けによる支出 △1,400

貸付金の回収による収入 588

その他 1,402

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,321

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 170,000

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 △71,520

少数株主からの払込みによる収入 4,500

自己株式の取得による支出 △13

配当金の支払額 △16,226

財務活動によるキャッシュ・フロー 116,740

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 120,798

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 ※
 728,650
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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３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

１　連結の範囲に関する事項の変更

(1) 連結の範囲の変更

第３四半期連結会計期間より、日本住宅耐震補強

株式会社を新たに設立したため、連結の範囲に含め

ております。

(2) 変更後の連結子会社の数

３社

２　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。

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利

益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それ

ぞれ8,953千円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に

記載しております。

　

【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
  至　平成20年12月31日)

１　棚卸資産の評価方法　

当第３四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。
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【追加情報】

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31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、役員退職慰労引当金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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 262,831千円

原材料 55,965千円

未成工事支出金 126,651千円

仕掛品 346千円

貯蔵品 14,769千円

計 460,564千円

 

※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　　 185,226千円※２　有形固定資産の減価償却累計額　　 177,636千円
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(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31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 53,173千円

給与手当 431,091千円

貸倒引当金繰入額 4,440千円

賞与引当金繰入額 35,673千円

役員退職慰労引当金繰入額 2,400千円

退職給付費用 15,965千円

減価償却費 11,119千円

のれん償却額 4,935千円

 

　

第３四半期連結会計期間

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31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 8,193千円

給与手当 139,955千円

貸倒引当金繰入額 2,341千円

賞与引当金繰入額 35,673千円

退職給付費用 3,810千円

減価償却費 3,848千円

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３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31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 768,011千円

預入期間が３か月超の定期預金 △39,361千円

現金及び現金同等物 728,650千円

　

　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１

日　至　平成20年12月31日)

　

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
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３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 1,973

　

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。

　

　

(企業結合等関係)

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３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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

825,559222,128283,5931,331,280 ― 1,331,280

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

2,097 112 102 2,311 (2,311) ―

計 827,656222,240283,6951,333,591(2,311)1,331,280

営業利益 54,824 34,839 45,961135,626(42,361)93,265

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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

2,367,442815,431821,0654,003,939 ― 4,003,939

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

3,687 712 262 4,661 (4,661) ―

計 2,371,129811,614821,3274,008,601(4,661)4,003,939

営業利益 84,584156,641142,447383,673(121,186)262,487

(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、耐震補強工事

　　　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

３　会計処理の方法の変更

　　「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。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益は建設工事事業が6,117

千円、住宅等サービス事業が2,835千円、それぞれ減少しております。
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【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期

間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期

間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

798.87円 751.00円

　

２　１株当たり四半期純利益

第３四半期連結累計期間

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益 53.35円

　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３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

四半期純利益(千円) 108,211

普通株主に帰属しない金額(千円) ─

普通株式に係る四半期純利益(千円) 108,211

普通株式の期中平均株式数(株) 2,028,227
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第３四半期連結会計期間

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益 26.05円

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３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)

四半期純利益(千円) 52,825

普通株主に帰属しない金額(千円) ─

普通株式に係る四半期純利益(千円) 52,825

普通株式の期中平均株式数(株) 2,028,207

　

　

(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。

EDINET提出書類

株式会社ニットー(E05065)

四半期報告書

26/27



独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月12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　　一　　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３四半期連結会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間

(平成20年４月１日から平成20年12月31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ＮＩＴＴＯ

Ｈ）及び連結子会社の平成20年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及

び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・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。
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