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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２四半期
連結累計期間

第38期
第２四半期
連結累計期間

第37期
第２四半期
連結会計期間

第38期
第２四半期
連結会計期間

第37期

会計期間

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成22年
    ４月１日
至  平成22年
    ９月30日

自  平成21年
    ７月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成22年
    ７月１日
至  平成22年
    ９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) 2,438,8372,681,1661,204,9501,282,5025,190,503

経常利益 (千円) 119,881 93,476 51,302 42,728 208,387

四半期(当期)純利益 (千円) 66,284 46,707 28,508 25,603 135,682

純資産額 (千円) ― ― 1,666,8811,763,7851,738,575

総資産額 (千円) ― ― 3,237,7043,392,9973,134,012

１株当たり純資産額 (円) ― ― 820.98 868.51 856.66

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 32.68 23.03 14.06 12.62 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 (％) ― ― 51.4 51.9 55.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 46,174 119,751 ― ― △23,172

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △3,450 56,910 ― ― 30,727

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 43,454 96,694 ― ― △97,265

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 771,315 868,782 595,427

従業員数 (人) ― ― 315 332 469

(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２四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２四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９月30日現在

従業員数(名) 332

(注) 従業員は、就業人員であります。

　

(2) 提出会社の状況

　 平成22年９月30日現在

従業員数(名) 150

(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２四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２四半期
連結会計期間 
(自平成21年 
　７月１日 
至平成21年 
　 ９月30日)

ユーティリティー 81,781131,988213,769130,76683,002 7.6 6,308123,949

リフォーム 158,611383,005541,616298,878242,73838.5 93,379378,811

防水 23,647281,444305,091275,58129,510 48.6 14,349165,502

合計 264,040796,4371,060,478705,226355,25132.1114,036668,263

当第２四半期
連結会計期間 
(自平成22年 
　７月１日 
至平成22年 
　 ９月30日)

ユーティリティー 75,158171,566246,724146,470100,25420.4 20,461158,238

リフォーム 162,876329,033491,910265,967225,94363.3142,999327,250

防水 19,051270,280289,332266,32623,005 72.1 16,601268,370

合計 257,085770,8811,027,967678,764349,20351.6180,061753,858

(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２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９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 46,438 6.6 48,299 7.1

(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２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９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 168,207 △2.1

防湿サービス 63,107 △0.8

合計 231,314 △1.8

(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２四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２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９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 167,836 △2.6

防湿サービス 61,184 △2.9

合計 229,021 △2.6

(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２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９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 51,771 22.0 79,179 21.1

(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２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９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 374,717 41.7

合計 374,717 41.7

(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２四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２四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、当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２四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

加や設備投資の回復基調により、一時的な持ち直し傾向が見られたものの、為替相場の円高による回復の

鈍化や失業率が高水準にあることなどから、引き続き、雇用環境、所得環境は厳しい状況でありました。ま

た依然として、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。 

当社グループの中心となっている住宅建築業界においては、住宅取得促進への諸政策、住宅エコポイン

ト制度の導入や金融機関の住宅ローンに対する低金利施策などの効果により、わずかながら回復基調が

見えてきておりますが、引き続き、雇用不安や所得環境への懸念を背景として、新築住宅着工件数が依然

として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、ビルメンテナンス事業において平成21年10月に株式会社ビルワークが子会社化したムサ

シ管財株式会社の業績が当四半期に加わったことにより、売上高は伸長いたしました。

この結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は1,282,502千円(前年同四半期比6.4％増)、営業利益は

39,754千円(前年同四半期比23.2％減)、経常利益は42,728千円(前年同四半期比16.7％減)、四半期純利益

は25,603千円(前年同四半期比10.2％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。しかしながら、既設住宅向けの省エネ対応設備への取換リ

フォームが堅調に推移したことや太陽光発電システム設置工事の受注件数が増加していること、また、既

存取引先や新規取引先開拓などに努めたことから業績を確保いたしました。この結果、売上高は146,470

千円(前年同四半期比12.0％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でリフォーム需要は堅調であり、受注案

件のなかで小規模工事件数の割合は依然として高いものの、受注件数は増加いたしました。しかしなが

ら、グループ会社での戸建注文住宅の受注については、前四半期同様、低迷しております。この結果、売上

高は265,967千円(前年同四半期比11.0％減)となりました。
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防水においては、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

防水工事の受注件数は増加しておりますが、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

て低迷いたしました。この結果、売上高は266,326千円(前年同四半期比3.4％減)となりました。

以上の結果、建設工事事業の売上高は678,764千円(前年同四半期比3.8％減)、営業利益は957千円(前年

同四半期比76.4％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促進し、販売強化を実施いたしましたが、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229,021千円(前年同四半期比2.6％減)、営業利益は37,705

千円(前年同四半期比3.0％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月に子会社化したムサシ管財株式会社の業績が当四半期に加わったことにより、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374,717千円(前年同四半期比41.7％増)、営業利益は

36,776千円(前年同四半期比7.1％減)となりました。

　

　

(2) 財政状態の分析

当第２四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258,985千円増加し、

3,392,997千円となりました。主な増減は、現金及び預金の増加274,560千円、たな卸資産の増加22,630千

円、売掛債権の増加11,256千円が合ったものの、営業所用地の売却による土地の減少55,890千円があった

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233,775千円増加し、1,629,212千円となりました。主な増減は、短期

借入金の増加139,000千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25,210千円増加し、1,763,785千円となりました。主な増減は、利

益剰余金の増加30,481千円、少数株主持分の増加1,170千円があったものの、その他有価証券評価差額金

の減少6,442千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11円85銭増加し、868円51銭となりました。

また、自己資本比率は、51.9％(前年同四半期は51.4％)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２四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、121,186千円増

加(前年同四半期は65,111千円増加)し、当第２四半期連結会計期間末には868,782千円(前年同四半期は

771,315千円)となりました。

当第２四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２四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、95,669千円(前年同四半期は85,813

千円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益43,927千円に加えて、売上債権の減少

による資金の増加107,178千円があったものの、たな卸資産の増加による資金の減少37,764千円、仕入債

務の減少による資金の減少17,671千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２四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、39,706千円(前年同四半期は1,441

千円の減少)となりました。これは、営業所用地などの有形固定資産の売却による収入39,274千円があっ

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２四半期連結会計期間における財務活動による資金の減少は、14,220千円(前年同四半期は19,260

千円の減少)となりました。これは、長期借入金の返済9,220千円、短期借入の減少5,000千円があったこと

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２四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２四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２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間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２四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２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年11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７月１日～
平成22年９月30日

─ 2,030 ─ 186,072 ─ 145,813
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(6) 【大株主の状況】

　 　 平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

中野　良治 名古屋市昭和区 481 23.69

堀　睦美 名古屋市北区 300 14.77

奥田　清人 愛知県春日井市 150 7.38

ＮＩＴＴＯＨ社員持株会 名古屋市北区平安二丁目10番19号 103 5.07

有限会社ピュアワン・インベス
トメント

東京都中央区日本橋二丁目６番５号 91 4.48

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 60 2.95

株式会社愛知銀行 名古屋市中区栄三丁目14番12号 41 2.01

東邦瓦斯株式会社 名古屋市熱田区桜田町19番18号 30 1.47

中野　良子 名古屋市昭和区 29 1.42

中野　英樹 名古屋市瑞穂区 28 1.37

計 ― 1,313 64.67

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成22年９月30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22年９月30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
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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 ７月 ８月 ９月

最高(円) 356 400 399 430 440 425

最低(円) 332 350 398 389 429 410

(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２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年９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２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年９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２四半期連結会計期間(平成21年７月１

日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日

まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年９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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 907,543 632,983

受取手形及び売掛金 664,333 653,076

たな卸資産 ※1
 428,110

※1
 405,479

その他 128,357 91,712

貸倒引当金 △8,034 △7,360

流動資産合計 2,120,310 1,775,891

固定資産

有形固定資産

土地 563,586 619,477

その他 ※2
 329,626

※2
 334,947

有形固定資産合計 893,213 954,424

無形固定資産

のれん 63,157 72,903

その他 11,118 11,924

無形固定資産合計 74,275 84,827

投資その他の資産 312,013 328,286

貸倒引当金 △6,816 △9,419

固定資産合計 1,272,686 1,358,120

資産合計 3,392,997 3,134,012

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 380,227 371,560

短期借入金 460,000 321,000

1年内返済予定の長期借入金 6,480 31,120

未払法人税等 37,757 42,340

賞与引当金 74,910 73,100

完成工事補償引当金 18,200 15,800

その他 229,250 134,978

流動負債合計 1,206,825 989,898

固定負債

長期借入金 － 1,440

退職給付引当金 258,322 252,372

長期未払金 24,840 24,840

その他 139,224 126,886

固定負債合計 422,387 405,538

負債合計 1,629,212 1,395,437
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 1,422,465 1,391,983

自己株式 △623 △623

株主資本合計 1,753,727 1,723,245

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 7,786 14,228

評価・換算差額等合計 7,786 14,228

少数株主持分 2,271 1,101

純資産合計 1,763,785 1,738,575

負債純資産合計 3,392,997 3,134,012
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 2,438,837 2,681,166

売上原価 1,670,008 1,895,023

売上総利益 768,828 786,142

販売費及び一般管理費 ※
 656,731

※
 697,910

営業利益 112,096 88,232

営業外収益

受取利息 245 156

受取配当金 351 509

受取手数料 1,634 542

助成金収入 － 1,505

補助金収入 6,000 1,231

その他 2,246 3,412

営業外収益合計 10,477 7,356

営業外費用

支払利息 2,354 1,828

たな卸資産廃棄損 35 3

その他 302 280

営業外費用合計 2,692 2,112

経常利益 119,881 93,476

特別利益

固定資産売却益 － 7,505

特別利益合計 － 7,505

特別損失

固定資産除却損 80 72

固定資産売却損 － 235

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 － 373

特別損失合計 80 4,401

税金等調整前四半期純利益 119,801 96,580

法人税、住民税及び事業税 70,013 45,620

法人税等調整額 △15,252 3,081

法人税等合計 54,761 48,702

少数株主損益調整前四半期純利益 － 47,878

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,243 1,170

四半期純利益 66,284 46,707
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 1,204,950 1,282,502

売上原価 844,987 920,358

売上総利益 359,962 362,143

販売費及び一般管理費 ※
 308,175

※
 322,389

営業利益 51,787 39,754

営業外収益

受取利息 243 131

受取配当金 － 108

受取手数料 73 －

助成金収入 － 1,505

その他 541 2,189

営業外収益合計 858 3,933

営業外費用

支払利息 1,147 879

たな卸資産廃棄損 35 －

その他 160 80

営業外費用合計 1,342 959

経常利益 51,302 42,728

特別利益

固定資産売却益 － 1,499

貸倒引当金戻入額 333 －

特別利益合計 333 1,499

特別損失

固定資産除却損 － 64

固定資産売却損 － 183

投資有価証券評価損 － 53

特別損失合計 － 301

税金等調整前四半期純利益 51,636 43,927

法人税、住民税及び事業税 23,078 1,556

法人税等調整額 924 16,531

法人税等合計 24,003 18,087

少数株主損益調整前四半期純利益 － 25,839

少数株主利益又は少数株主損失（△） △875 236

四半期純利益 28,508 25,603
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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２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９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 119,801 96,580

減価償却費 10,853 12,016

のれん償却額 3,290 9,745

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,147 1,810

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 1,800 2,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,978 5,950

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,616 △1,928

受取利息及び受取配当金 △597 △666

支払利息 2,354 1,828

有形固定資産売却損益（△は益） － △7,270

固定資産除却損 80 72

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） △67,420 △11,256

たな卸資産の増減額（△は増加） 301 △22,630

仕入債務の増減額（△は減少） 56,631 8,667

その他 △34,227 74,647

小計 108,375 173,687

利息及び配当金の受取額 597 666

利息の支払額 △2,394 △1,873

法人税等の支払額 △60,404 △52,728

営業活動によるキャッシュ・フロー 46,174 119,751

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 △41,261

定期預金の払戻による収入 39,943 40,056

有形固定資産の取得による支出 △3,963 △6,305

有形固定資産の売却による収入 － 63,627

無形固定資産の取得による支出 △1,238 △80

保険積立金の積立による支出 － △833

保険積立金の解約による収入 － 1,297

貸付けによる支出 － △500

貸付金の回収による収入 381 299

その他 177 609

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,450 56,910

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） 100,000 139,000

長期借入金の返済による支出 △40,320 △26,080

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 43,454 96,694

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 86,178 273,355

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 ※
 771,315

※
 868,782
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【継続企業の前提に関する事項】

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９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２四半期連結累計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年９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

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、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ282千円、税金等調整前四半期純利

益は4,003千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1,341千円であります。
 

　

【表示方法の変更】

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

(四半期連結損益計算書関係)

１ 前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「助成金収入」は、営業外収益総

額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することとしております。なお、前第２

四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「助成金収入」は625千円であります。

２「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)に基づく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２四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。
 

　

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日  至  平成22年９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)に基づく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)の適用により、当第２四半期連結会計期間では、「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２四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日)

１　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。
 

２　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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 251,929千円

未成工事支出金 101,215千円

仕掛品 7,869千円

原材料及び貯蔵品 67,095千円

　計 428,110千円

※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  　 247,213千円※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２四半期連結累計期間

　

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

※  販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 47,554千円

給料及び手当 280,398千円

貸倒引当金繰入額 426千円

賞与引当金繰入額 63,874千円

退職給付費用 14,517千円

減価償却費 7,842千円

のれん償却額 3,290千円

※  販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 44,731千円

給料及び手当 291,242千円

貸倒引当金繰入額 1,085千円

賞与引当金繰入額 63,864千円

退職給付費用 13,497千円

減価償却費 7,988千円

のれん償却額 9,745千円

　

第２四半期連結会計期間

　

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

※  販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 7,969千円

給与及び手当 141,278千円

賞与引当金繰入額 27,770千円

退職給付費用 4,513千円

減価償却費 3,914千円

のれん償却額 1,645千円

※  販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 9,473千円

給与及び手当 144,493千円

貸倒引当金繰入額 1,003千円

賞与引当金繰入額 27,735千円

退職給付費用 1,813千円

減価償却費 3,977千円

のれん償却額 4,872千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９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 807,667千円

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 771,315千円

※  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 907,543千円

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 868,782千円

　

(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日

 至  平成22年９月30日)

１  発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第２四半期
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２四半期
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) 基準日が当第２四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第２四半期

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２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９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

705,226235,251264,4721,204,950 ― 1,204,950

(2) セグメント間の内部
    売上高又は振替高

─ 366 20 386 (386) ―

計 705,226235,617264,4921,205,336(386)1,204,950

営業利益 4,055 38,862 39,605 82,523(30,735)51,787

(注) １  事業の区分は、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

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９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

1,350,976561,219526,6402,438,837 ― 2,438,837

(2) セグメント間の内部
    売上高又は振替高

─ 1,463 50 1,513 (1,513) ―

計 1,350,976562,683526,6902,440,350(1,513)2,438,837

営業利益又は営業損失(△) △12,760116,21178,102181,554(69,457)112,096

(注) １  事業の区分は、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
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【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)及び前第２四半期連結累計

期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９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２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日)及び前第２四半期連結累計期

間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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)

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２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９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 1,385,086543,886752,1922,681,166 ─ 2,681,166

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

393 695 590 1,678 △1,678 ─

計 1,385,479544,581752,7822,682,844△1,6782,681,166

セグメント利益又は損失(△) △4,820 109,12765,836170,143△81,911 88,232

(注) １  セグメント利益又は損失(△)の調整額△81,911千円には、セグメント間取引消去△19,154千円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用101,066千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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当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９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 678,764229,021374,7171,282,502 ─ 1,282,502

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

343 174 220 737 △737 ─

計 679,107229,195374,9371,283,240△737 1,282,502

セグメント利益 957 37,705 36,776 75,440△35,685 39,754

(注) １  セグメント利益の調整額△35,685千円には、セグメント間取引消去△9,461千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用45,147千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２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　 　

　 868.51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２四半期
連結会計期間末
(平成22年９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) 1,763,785 1,738,575

普通株式に係る純資産額(千円) 1,761,513 1,737,473

差額の主な内訳(千円) 　 　

  少数株主持分 2,271 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等

第２四半期連結累計期間
　

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 32.68円
　

１株当たり四半期純利益金額 23.03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２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 66,284 46,707

普通株式に係る四半期純利益(千円) 66,284 46,707

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

　

EDINET提出書類

株式会社ニットー(E05065)

四半期報告書

26/30



　

第２四半期連結会計期間

　

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 14.06円
　

１株当たり四半期純利益金額 12.62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２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 28,508 25,603

普通株式に係る四半期純利益(千円) 28,508 25,603

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11月10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２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平

成21年４月１日から平成21年９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ＮＩＴＴＯ

Ｈ)及び連結子会社の平成21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び

第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年11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２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平

成22年４月１日から平成22年９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ＮＩＴＴＯ

Ｈ)及び連結子会社の平成22年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び

第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四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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