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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】

連結経営指標等

　

回次
第37期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第38期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第37期

会計期間

自  平成21年
     ４月１日
至  平成21年
     ６月30日

自  平成22年
     ４月１日
至  平成22年
      ６月30日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成22年
     ３月31日

売上高 (千円) 1,233,8871,398,6645,190,503

経常利益 (千円) 68,245 50,748 208,387

四半期(当期)純利益 (千円) 37,775 21,104 135,682

純資産額 (千円) 1,639,4051,741,5181,738,575

総資産額 (千円) 3,254,9823,400,7293,134,012

１株当たり純資産額 (円) 807.00 857.65 856.66

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 18.62 10.41 66.90

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ─ ─ ─

自己資本比率 (％) 50.3 51.2 55.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △39,638 24,051 △23,172

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △2,009 17,203 30,727

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 62,714 110,914△97,265

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 706,203 747,596 595,427

従業員数 (名) 320 338 469

(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) 連結会社の状況

　 平成22年６月30日現在

従業員数(名) 338

(注) １　従業員は、就業人員であります。

２  従業員数が当第１四半期連結会計期間において131名減少しておりますが、主としてビルメンテナンス事業に

おいてムサシ管財株式会社の従業員が、勤務形態の見直し実施に伴う勤務時間の減少により、臨時従業員と

なったことによるものであります。

　

(2) 提出会社の状況

　 平成22年６月30日現在

従業員数(名) 155

(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)

前第１四半期
連結会計期間
(自平成21年
　４月１日
至平成21年
　 ６月30日)

ユーティリティー 70,415129,353199,769117,98781,781 16.1 13,125121,484

リフォーム 166,705257,353424,059265,447158,61161.7 97,855352,259

防水 22,934263,026285,961262,31423,647 56.9 13,447178,160

合計 260,056649,733909,789645,749264,04047.1124,427651,904

当第１四半期
連結会計期間 
(自平成22年 
　４月１日 
至平成22年 
　 ６月30日)

ユーティリティー 60,637149,633210,271135,11375,158 11.6 8,692138,741

リフォーム 149,679313,897463,577300,700162,87650.2 81,715306,420

防水 17,116272,443289,559270,50819,051 76.4 14,557275,203

合計 227,433735,974963,408706,322257,08540.8104,966720,366

(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

前第１四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

愛知県経済農業協同組合連合会 74,549 11.5 52,623 7.5

(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。

　

(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22年４月１日
至　平成22年６月30日)

前年同四半期比

金額(千円) 増減比(％)

住宅等サービス事業

防虫駆除サービス 220,564 △4.1

防湿サービス 92,052 △3.2

合計 312,616 △3.9

(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。
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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。

　
③　販売実績

　

区分

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

前年同四半期比

金額(千円) 増減比(％)

住宅等サービス事業

防虫駆除サービス 220,534 △4.1

防湿サービス 94,331 △1.7

合計 314,865 △3.4

(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

前第１四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

愛知県経済農業協同組合連合会 97,619 30.0 106,962 34.0

(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22年４月１日
至　平成22年６月30日)

前年同四半期比

金額(千円) 増減比(％)

ビルメンテナンス事業 377,475 44.0

合計 377,475 44.0

(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。
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２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

　

３ 【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の決定又は締結等はありません。

　

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものでありま

す。

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済状況は、国内企業の収益が一部海外地域への輸出増

加により、一時的な持ち直し傾向が見られるものの、一方では、失業率が高水準にあるなど、依然として雇

用環境、所得環境は厳しく、また、今後の欧州などの海外経済の金融不安の懸念が残る不安定な状況が続

いております。　

当社の中心となっている住宅建築業界においては、引き続き、雇用不安や所得減少の懸念を背景として

住宅購入意欲は落ち込んだまま横ばいとなっており、住宅取得促進への諸政策、住宅エコポイント制度が

打ち出されているものの、新築住宅着工件数が低水準で推移する厳しい状況となりました。しかしなが

ら、株式会社ビルワークが平成21年10月にムサシ管財株式会社を子会社化したことにより売上高は伸長

いたしました。

この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は1,398,664千円(前年同四半期比13.4％増)、営業利益

は48,478千円(前年同四半期比19.2％減)、経常利益は50,748千円(前年同四半期比25.6％減)、四半期純利

益は21,104千円(前年同四半期比44.1％減)となりました。

　

セグメントの業績を示すと、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、ガスシステムを中心としておりますが、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推移しました。しかし、引き続き、既設住宅での省エネ対応設備への取換リ

フォームが堅調に推移しており、また、太陽光発電システム設置工事の受注件数の増加、既存取引先や新

規取引先開拓などから業績を確保いたしました。この結果、売上高は135,113千円(前年同四半期比14.5％

増)となりました。

リフォームにおいては、新築住宅着工が低水準で推移するなか、リフォーム需要は小規模工事件数の割

合が高いものの、堅調であり、受注件数が増加いたしました。また、グループ会社での戸建注文住宅の受注

については、微増にとどまっております。この結果、売上高は300,700千円(前年同四半期比13.3％増)とな

りました。
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防水においては、新築戸建住宅向けの防水工事が住宅着工件数の影響を受けて低迷しておりますが、新

規取引先開拓を継続して実施していることで戸建住宅以外の中規模建設物の改修防水工事の受注は増加

しております。この結果、売上高は270,508千円(前年同四半期比3.1％増)となりました。

以上の結果、建設工事事業の売上高は706,322千円(前年同四半期比9.4％増)、営業損失は5,777千円(前

年同四半期は16,815千円の損失)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、シロアリ対策の新規依頼件数が減少していることや防湿商品の需要

も年々減少傾向にあることから、継続して新規顧客の開拓などに注力しております。シロアリ再施工工事

の既存顧客の掘り起こしや床下環境改善の防湿商品販売の強化を実施いたしましたが、新規受注件数は

減少いたしました。

以上の結果、住宅等サービス事業の売上高は314,865千円(前年同四半期比3.4％減)、営業利益は71,421

千円(前年同四半期比7.7％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、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

化を図っており、また、首都圏においては、継続して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、既存顧客の維持と新規顧客の開拓に注力し受注が増加いたしました。また、平成

21年10月にムサシ管財株式会社を子会社化したことにより売上高は伸長いたしました。

以上の結果、ビルメンテナンス事業の売上高は377,475千円(前年同四半期比44.0％増)、営業利益は

29,059千円(前年同四半期比24.5％減)となりました。

　

　

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて266,717千円増加し、

3,400,729千円となりました。主な増減は、現金及び預金の増加153,374千円、売掛債権の増加118,434千

円、たな卸資産の減少15,133千円があったことによるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べて263,773千円増加し、1,659,210千円となりました。主な増減は、短期

借入金の増加144,000千円、仕入債務の増加26,338千円があったことによるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べて2,943千円増加し、1,741,518千円となりました。主な増減は、利益

剰余金の増加4,878千円、少数株主持分の増加934千円があったものの、その他有価証券評価差額金の減少

2,869千円があったことによるものであります。

この結果、１株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べて99銭増加し、857円65銭となりました。また、

自己資本比率は、51.2％(前年同四半期は55.4％)となりました。
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(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、152,169千円増

加(前年同四半期は21,066千円増加)し、当第１四半期連結会計期間末には747,596千円(前年同四半期は

706,203千円)となりました。

当第１四半期連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結会計期間における営業活動による資金の増加は、24,051千円(前年同四半期は39,638

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52,653千円に加えて、仕入債務の増加

による資金の増加26,338千円、たな卸資産の減少による資金の増加15,133千円、退職給付引当金の増加に

よる資金の増加11,932千円、減価償却費6,011千円、のれんの償却費4,872千円、資産除去債務会計基準の

適用に伴う影響額3,721千円、完成工事等補償引当金の増加額2,500千円があったものの、売上債権の増加

による資金の減少118,434千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)

当第１四半期連結会計期間における投資活動による資金の増加は、17,203千円(前年同四半期は2,009

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38,856千円、社用地などの有形固定資

産の売却による収入24,352千円があったものの、定期預金の預入による支出40,061千円、車両運搬具など

有形固定資産の取得による支出5,637千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)

当第１四半期連結会計期間における財務活動による資金の増加は、110,914千円(前年同四半期は

62,714千円の増加)となりました。これは、短期借入の増加144,000千円があったものの、長期借入金の返

済16,860千円、配当金の支払額16,225千円があったことによるものであります。

　

　

(4) 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、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

　

　

(5) 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、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、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、除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22年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年８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) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【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22年４月１日～
平成22年６月30日

─ 2,030 ─ 186,072 ─ 145,813

　

(6) 【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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(7) 【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、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成22年３月31日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成22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

2,027,000
2,027 ─

単元未満株式
普通株式

2,180
― ─

発行済株式総数 2,030,180― ―

総株主の議決権 ― 2,027 ―

　

② 【自己株式等】

　 　 平成22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22年
　４月 ５月 ６月

最高(円) 356 400 399

最低(円) 332 350 398

(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、本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。

なお、前第１四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第１四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び当第１四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則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、前第１四半期連結会計期間(平成21年４月１

日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日

まで)及び当第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30　日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、有限責任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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 786,357 632,983

受取手形及び売掛金 771,511 653,076

たな卸資産 ※1
 390,345

※1
 405,479

その他 127,911 91,712

貸倒引当金 △7,002 △7,360

流動資産合計 2,069,123 1,775,891

固定資産

有形固定資産

土地 601,306 619,477

その他 ※2
 334,659

※2
 334,947

有形固定資産合計 935,966 954,424

無形固定資産

のれん 68,030 72,903

その他 11,613 11,924

無形固定資産合計 79,644 84,827

投資その他の資産 324,316 328,286

貸倒引当金 △8,322 △9,419

固定資産合計 1,331,605 1,358,120

資産合計 3,400,729 3,134,012

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 397,899 371,560

短期借入金 465,000 321,000

1年内返済予定の長期借入金 15,700 31,120

未払法人税等 33,489 42,340

賞与引当金 41,841 73,100

完成工事補償引当金 18,300 15,800

その他 262,268 134,978

流動負債合計 1,234,498 989,898

固定負債

長期借入金 － 1,440

退職給付引当金 264,305 252,372

長期未払金 24,840 24,840

その他 135,567 126,886

固定負債合計 424,712 405,538

負債合計 1,659,210 1,395,437
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22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 1,396,862 1,391,983

自己株式 △623 △623

株主資本合計 1,728,123 1,723,245

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 11,359 14,228

評価・換算差額等合計 11,359 14,228

少数株主持分 2,035 1,101

純資産合計 1,741,518 1,738,575

負債純資産合計 3,400,729 3,134,012
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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）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

売上高 ※1
 1,233,887 1,398,664

売上原価 825,021 974,664

売上総利益 408,865 423,999

販売費及び一般管理費 ※2
 348,890

※2
 375,521

営業利益 59,975 48,478

営業外収益

受取利息 2 25

受取配当金 351 401

受取手数料 1,561 542

補助金収入 6,000 1,231

その他 1,704 1,222

営業外収益合計 9,619 3,422

営業外費用

支払利息 1,207 948

その他 142 203

営業外費用合計 1,349 1,152

経常利益 68,245 50,748

特別利益

固定資産売却益 － 6,005

特別利益合計 － 6,005

特別損失

固定資産売却損 － 52

固定資産除却損 80 7

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,721

投資有価証券評価損 － 320

特別損失合計 80 4,100

税金等調整前四半期純利益 68,164 52,653

法人税、住民税及び事業税 46,935 44,064

法人税等調整額 △16,177 △13,449

法人税等合計 30,757 30,614

少数株主損益調整前四半期純利益 － 22,038

少数株主利益又は少数株主損失（△） △367 934

四半期純利益 37,775 21,104
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22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 68,164 52,653

減価償却費 5,448 6,011

のれん償却額 1,645 4,872

賞与引当金の増減額（△は減少） △27,356 △31,258

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 2,200 2,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,451 11,932

貸倒引当金の増減額（△は減少） 47 △1,454

受取利息及び受取配当金 △353 △426

支払利息 1,207 948

固定資産除却損 80 7

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,721

売上債権の増減額（△は増加） △122,575 △118,434

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,393 15,133

仕入債務の増減額（△は減少） 64,285 26,338

その他 45,991 97,187

小計 29,843 69,732

利息及び配当金の受取額 353 426

利息の支払額 △1,125 △1,007

法人税等の支払額 △68,710 △45,100

営業活動によるキャッシュ・フロー △39,638 24,051

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 △38,752 △40,061

定期預金の払戻による収入 39,943 38,856

有形固定資産の取得による支出 △3,603 △5,637

有形固定資産の売却による収入 － 24,352

無形固定資産の取得による支出 － △80

保険積立金の積立による支出 － △360

貸付金の回収による収入 175 134

その他 226 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,009 17,203

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 100,000 144,000

長期借入金の返済による支出 △21,060 △16,860

配当金の支払額 △16,225 △16,225

財務活動によるキャッシュ・フロー 62,714 110,914

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 21,066 152,169

現金及び現金同等物の期首残高 685,137 595,427

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 706,203

※
 747,596
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【継続企業の前提に関する事項】

当第１四半期連結会計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

該当事項はありません。

　

　

【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22年４月１日  至  平成22年６月30日)

会計処理基準に関する事項の変更

　「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号  平成20年３月31

日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号  平成20年３月31日)を適

用しております。

これにより、営業利益及び経常利益は、それぞれ141千円、税金等調整前四半期純利益は3,862千円減少しており

ます。

また、当会計基準適用開始による資産除去債務の変動額は1,333千円であります。
 

　

　

【表示方法の変更】

　
当第１四半期連結会計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

(四半期連結損益計算書関係)

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)に基づき財務諸表等規則等の一

部を改正する内閣府令(平成21年３月24日  内閣府令第５号)の適用に伴い、当第１四半期連結累計期間では、「少

数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。
 

　

　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間 

(自 平成22年４月１日 至 平成22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。
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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22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１  たな卸資産の内訳

商品 268,401千円

未成工事支出金 48,425千円

仕掛品 3,607千円

原材料及び貯蔵品 69,911千円

　計 390,345千円

※１  たな卸資産の内訳

商品 313,427千円

未成工事支出金 22,724千円

仕掛品 3,913千円

原材料及び貯蔵品 65,413千円

　計 405,479千円

※２  有形固定資産の減価償却累計額  　 242,645千円※２  有形固定資産の減価償却累計額  　 237,450千円

　

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　

前第１四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22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 39,585千円

給料及び手当 139,119千円

貸倒引当金繰入額 759千円

賞与引当金繰入額 36,104千円

退職給付費用 10,003千円

減価償却費 3,927千円

のれん償却額 1,645千円

※２  販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 35,258千円

給料及び手当 146,748千円

貸倒引当金繰入額 81千円

賞与引当金繰入額 36,128千円

退職給付費用 11,684千円

減価償却費 4,011千円

のれん償却額 4,872千円

　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第１四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22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 742,555千円

預入期間が３か月超の定期預金 △36,352千円

現金及び現金同等物 706,203千円

※  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 786,357千円

預入期間が３か月超の定期預金 　△38,761千円

現金及び現金同等物 747,596千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成22年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日

 至  平成22年６月30日)

１  発行済株式の種類及び総数

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  自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 1,973

　

　

３  新株予約権の四半期連結会計期間末残高

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
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月19日
定時株主総会

普通株式 16,225 8.0平成22年３月31日 平成22年６月21日 利益剰余金

　

(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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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21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

645,749325,968262,1681,233,887 ― 1,233,887

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

─ 1,097 30 1,127 (1,127) ―

計 645,749327,066262,1981,235,014(1,127)1,233,877

営業利益又は営業損失(△) △16,815 77,349 38,497 99,030(39,055)59,975

(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)

　　　太陽光発電装置設置工事

　　　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

　　　住宅耐震補強システムの販売、耐震診断、企画、コンサルティング　等

　　　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】

前第１四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日 至  平成21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】

前第１四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21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。
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【セグメント情報】

(追加情報)

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号  平成20年３月21日)を適用しております。

　

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、工事及び作業サービスの種類別に事業活動を展開しております。従って、当社グループ

は工事及び作業サービスの種類別セグメントから構成されており、「建設工事事業」、「住宅等サービス事

業」及び「ビルメンテナンス事業」の３つを報告セグメントとしております。

「建設工事事業」は、戸建住宅及び中規模建築物の温水床暖房、太陽光発電装置設置、空調及び各種冷暖

房、その他のガス関連設備工事、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、住宅耐震補強システムの販売、耐震診断などをしております。

「住宅等サービス事業」は、シロアリ予防、駆除、再予防作業、防湿及び防湿剤作業、ハウスクリーニング

作業などをしております。

「ビルメンテナンス事業」は、ビルの窓、外壁のクリーニングサービス及びマンション、公共施設などの

清掃管理サービスなどをしております。

　

　

２  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

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

　 　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２建設工事事業

住宅等サービ
ス事業

ビルメンテナ
ンス事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 706,322314,865377,4751,398,664 ─ 1,398,664

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

50 520 370 940 △940 ─

計 706,372315,385377,8451,399,604△940 1,398,664

セグメント利益又は損失(△) △5,777 71,421 29,059 94,703△46,225 48,478

(注) １  セグメント利益又は損失(△)の調整額△46,225千円には、セグメント間取引消去△9,693千円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用55,918千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しな

い当社の総務部等管理部門に係る費用であります。

２  セグメント利益又は損失(△)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。
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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22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　 　

　 857.65円
　

　 　

　 856.66円
　

(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎
　

項目
当第１四半期
連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 1,741,518 1,738,575

普通株式に係る純資産額(千円) 1,739,483 1,737,473

差額の主な内訳(千円) 　 　

  少数株主持分 2,035 1,101

普通株式の発行済株式数(株) 2,030,180 2,030,180

普通株式の自己株式数(株) 1,973 1,973

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(株) 2,028,207 2,028,207

　

２  １株当たり四半期純利益金額

第１四半期連結累計期間
　

前第１四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 18.62円
　

１株当たり四半期純利益金額 10.41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。

同左

(注)  １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎
　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22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) 37,775 21,104

普通株式に係る四半期純利益(千円) 37,775 21,104

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) 2,028,207 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。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成21年８月12日

株式会社　ニットー

(商号　株式会社NITTOH)

取締役会　御中

　

有限責任監査法人トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　中　　村　　誠　　一　　印

　

指定有限責任社員
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21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１

四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年

４月１日から平成21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21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。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年８月12日

株式会社　ニットー

(商号　株式会社NITTOH)

取締役会　御中

　

有限責任監査法人トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　中　　村　　誠　　一　　印

　

指定有限責任社員
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22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１

四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成22年

４月１日から平成22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22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。
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