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代  表  者   役  職  名 代表取締役社長 

          氏    名 西村 隆 

問い合わせ先  責任者役職名 取締役管理本部長 
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決算取締役会開催日  平成18年11月21日 

米国会計基準採用の有無   無 

１．18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 
(1) 連結経営成績 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 

18年９月中間期 
17年９月中間期 

5,687（0.4） 
5,662（1.9） 

230（△ 6.5） 
246（△26.9） 

251（△ 2.8） 
259（△25.1） 

18年３月期 13,625               498       545 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益 

 百万円    ％ 円  銭 円  銭 

18年９月中間期 
17年９月中間期 

127（△22.1） 
163（  9.1） 

22.95 
29.45 

―    
―    

18年３月期 291 52.57 ―    
(注)①持分法投資損益    18年９月中間期   ４百万円 17年９月中間期     １百万円 18年３月期   ２百万円 
    ②期中平均株式数(連結) 18年９月中間期 5,540,000株 17年９月中間期  5,540,000株 18年３月期 5,540,000株 
    ③会計処理の方法の変更   無 
    ④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
(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 

18年９月中間期 
17年９月中間期 

6,577  
7,875  

4,353  
4,225  

66.2  
53.7  

785.81  
762.72  

18年３月期 6,435  4,331  67.3  781.86  
(注)期末発行済株式数（連結）18年９月中間期 5,540,000株   17年９月中間期 5,540,000株    18年３月期 5,540,000株 
 
(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 

18年９月中間期 
17年９月中間期 

170  
212  

△1,515  
△27  

△98  
△83  

2,398  
3,526  

18年３月期 400  255  △238  3,842  
 
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
   連結子会社数  ２社  持分法適用非連結子会社数  －社  持分法適用関連会社数  １社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
   連結 (新規)  －社 (除外)   －社    持分法 (新規)   －社 (除外)   －社 
 
２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通   期 11,372  601  349  
(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  63円 00銭 

 

 

※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。 
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１．企業集団の状況 

 

当社グループは、株式会社丸誠(以下当社という)、子会社３社及び関連会社１社で構成され、各種

建物の総合管理及び工事を主な事業内容としております。 

当社グループの事業に係わる位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであり

ます。 

 

事業名 内容 担当会社名 

設備エンジニアリング事業 
各種建物の設備保守点検業務、 

建築設備工事、建築工事、内装仕上工事 
当社 

環境エンジニアリング事業 建物清掃業務 
当社 

㈱丸誠環境システムズ 

マネジメント＆サービス事業 

常駐警備業務、複合警備業務、駐車場管理業務、

管理人業務、海外スーパーバイザー業務、システ

ム開発・運用業務、商品販売・輸出、住宅性能評

価業務、建物に関わる検査業務 

当社 

㈱エム・エス・エス 

NANTAWAN-MARUSEI CO.,LTD. 

㈱住宅検査保証協会 

 

以上の企業集団の状況について、事業系統図を示すと次のとおりであります。 

 
 

清
掃

業

務

委
託

顧客（国内） 顧客（海外）

㈱
丸
誠
環
境
シ
ス
テ
ム
ズ

　
　

（
連
結
子
会
社

）

㈱
エ
ム
・
エ
ス
・
エ
ス

　
　

（
連
結
子
会
社

）

㈱住宅検査保証協会

（非連結子会社）

（持分法非適用会社）

㈱
 

丸
 

誠

NANTAWAN-MARUSEI

CO.,LTD.

（持分法適用関連会社）

清掃業務委託

警備業務委託

設備保守業務委託
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２．経営方針 

 

（１）会社の経営の基本方針 

  当社グループは昭和41年の設立以来、電気、空調、通信などの設備管理・運営を軸に事業拡大を

図ってまいりました。平成９年以降清掃事業を中心とした環境ビジネスや警備事業を中心としたセ

キュリティービジネスにも本格的に進出し、大型オフィスビルをはじめ、著名なホテルや病院など、

各種建物の総合的なマネジメントサービスを展開しております。 

当社グループの強みとするあらゆる設備に対応できる技術力やノウハウ、当社開発の機器運転デ

ータ収集装置（ＰＬＣ）で得た科学的なデータ分析に基づく提案力は「技術の丸誠」として業界内

では高く評価されていると自負しております。今後、ビル設備の高度化がますます進展する中で、

当社グループは積極的に成長機会を捉え、本格的なプロパティ・マネジメントへの進出も視野に入

れながら、総合的なソリューション・エンジニアリングとして事業展開を図ってまいります。 

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

当社グループは、株主に対する利益還元を重要課題であると認識しており、安定的な経営基盤の

確保と将来の事業展開のための企業体質強化に配慮の上、業績に応じた安定的な配当を継続するこ

とを基本方針としております。 

また、平成19年３月期は平成18年８月に当社創立40周年を迎えたことより期末普通配当18円に記

念配当５円を加え期末配当23円を予定しております。 

内部留保資金につきましては、今後の事業展開に伴う資金需要に備えるとともに経営基盤の強化

を図り、将来の成長と収益向上のため活用していく方針であります。 

   なお、会社法において配当に関する回数制限の撤廃等が認められ、当社も今後は配当額及び支払 

  い時期に関しましては業績等を鑑みながら検討をしてまいります。 

    

（３）目標とする経営指標 

   当社グループが重要と考えております経営指標は、売上高営業利益率であり、中長期的に５％を

上回る状態を維持することを目標としております。また、事業効率性や生産性を図る尺度として、

労働生産性を重要視しております。 

 

（４）中長期的な会社の経営戦略 

   ビルメンテナンス業界を取り巻く市場環境は、不動産の流動化等により一層厳しさを増していく

ものと予想されています。そうした中での当社グループの将来企業像としては建物不動産に関わる

総合サービスとしての「建物施設運営におけるハイパフォーマンス・ローコスト運営サービスの提

供」を目標とし、ビルメンテナンスの総合管理業務からプロパティ・マネジメント業務、更にはそ

の他関連業務領域までのアウトソーシング支援企業を目指します。 
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（５）会社の対処すべき課題 

当社グループが対処すべき課題は、当社の特色であり、強みである設備エンジニアリング事業の

充実・強化と、当社グループ企業各社連携による総合力の強化とともに、更なる周辺業務の拡大を

図り、企業の競争力を高めることにあります。 

具体的な課題は次のとおりです。 

① 設備エンジニアリング事業の充実・強化 

当社グループのコアである技術力をベースとした設備管理業務については、各種データの収集分

析を行い管理手法の効率化を更に徹底し、それに基づく品質システムの全社運用・当社独自の管 

理機器の活用等により、お客様の目に見える他社にないサービスを提供し、お客様に安心・安全を

お届けいたします。また、営業面につきましては得意とする病院・ホテルを中心に積極的な営業展

開を図ってまいります。特にホテル事業顧客に対しては首都圏におけるホテル事業所群を統括する

ホテル事業部を新設し、更なる営業強化、ホテル施設管理ノウハウの確立を図ります。 

 

② 総合力の強化 

当社グループ企業各社は、独立採算を推進・維持しつつ、営業活動の連携・共同化を強化し、顧

客の信頼を高め、他社の参入を許さない設備・清掃・警備の総合管理力を強化してまいります。 

   また、更なる成長に向けて他業態とのアライアンス・Ｍ＆Ａをとおして、指定管理者制度、プロ

パティ・マネジメント、その他関連業務領域への参入に積極的に取り組んでまいります。 

 

（６）その他、会社の経営上の重要な事項 

 該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 

（１）経営成績 

当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社、以下同じ）におきましては、設備エンジ

ニアリング事業及びマネジメント＆サービス事業では、新規受注はあったものの、解約減額がそれ

らを上回りました。しかし、清掃業務の順調な増加により、売上高につきましては5,687百万円（前

年同期比0.4％増）となりました。 

利益面につきましては、既存契約において減額等に対する外部支払い原価及び労務費削減等の対

応が十分でなかったこともあり、営業利益では230百万円（前年同期比6.5％減）、経常利益では251

百万円（前年同期比2.8％減）となりました。 

また、当中間連結会計期間においては、前年同期間における投資有価証券売却益、減損損失等に

よる特別損益の増減要因はなく、中間純利益は127百万円（前年同期比22.1％減）となりました。 

  

（２）財政状態 

  ①当中間連結会計期間の概況 

  キャッシュ・フローの状況                        （単位：百万円） 

 当中間連結会計期間 前中間連結会計期間 増減額 

営業活動によるキャッシュ・フロー １７０ ２１２ △４２ 

投資活動によるキャッシュ・フロー △１，５１５ △２７ △１，４８７ 

財務活動によるキャッシュ・フロー △９８ △８３ △１５ 

現金及び現金同等物の期末残高 ２，３９８ ３，５２６ △１，１２８ 

 

  （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、170百万円の収入となりました。 

   主な増減といたしましては、税金等調整前中間純利益が251百万円と前年同期間と比べ59百万円減

少し、法人税等の支払額が前年同期間と比べ39百万円減少しました。また、前年同期間における減

損損失92百万円や投資有価証券売却益△140百万円がなくなり、連結範囲の変更を伴う子会社を売却

により仕入債務の増加額が99百万円減少し、役員退職金支払いが減り役員退職引当金の増減額が29

百万円増加しました。 

  この結果、前中間連結会計期間比42百万円の減少となりました。 

  （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、△1,515百万円の支出となりました。 

   主な増減といたしましては、前年同期間に計上した投資有価証券売却による収入145百万円と連結

範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出167百万円がなくなり、金融商品を主体とした運用を

行った結果、前年同期間比有価証券の取得による支出799百万円、投資有価証券の取得による支出

699百万円が増加しました。 

この結果、前中間連結会計期間比△1,487百万円の減少となりました。 

  （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、△98百万円の支出となりました。 
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   これは、主として配当金の支払増加15百万円によるものです。 

   この結果、前中間連結会計期間比△15百万円の減少となりました。 

   以上の結果、当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、2,398百万円と前

年同期比1,128百万円の減少となりました。 

②通期の見通し 

当期純利益は349百万円を見込んでおり、引続き積極的に投資を実施する予定ですので、当期の現

金及び現金同等物の期末残高は前期より減少するものと予想しております。 

 

③キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 平成17年９月中間期 平成18年９月中間期 

自己資本比率（％） 53.7 66.2 

時価ベースの自己資本比率（％） 59.9 66.4 

債務償還年数（年） 3.8          ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 309.3 224.9 

  （注）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 

     債務償還年数 ： 有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー 

     インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー / 利払い 

※ 各指標は、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。 

※ 株式時価総額は、中間期末株価終値×中間期末発行済株式総数により算出しております。 

※ 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・

フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち

利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キ

ャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

※ 当社グループは今中間期末時点で有利子負債がないため、債務償還年数は、－としており

ます。前中間期末時点においては、前期に売却した子会社が含まれております。 

 

（３）通期の見通し 

  今後の経済見通しとしては、企業収益の改善や個人消費の増加により、景気は回復基調にあるもの

の、当ビルメンテナンスにおきましては依然価格競争は激しく厳しい環境にあります。 

  そうした中で、当社グループといたしましては引続き積極的に営業展開を図って参ります。 

  通期（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の業績見通しにつきましては、売上高11,372

百万円、経常利益601百万円、当期純利益349百万円を見込んでおります。 

 

（４）事業等のリスク 

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

事項には、次のようなものがあります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間現在において当社グループが判断したもの
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であります。 

① 法的規制について 

当社グループが行う事業に関する法的規制については、事業の許認可・登録に関するものと、業 

務の実施に関するものがあります。内容は、次のとおりであります。 

 

 ａ．事業の許認可・登録に関する法的規制と内容 

関係法令 許認可等 関連する当社業務 

建設業法 都道府県・一般建設業登録 建築工事・内装仕上工事・電気工事・管工事・消防施設工事 

労働者派遣法 厚生労働省・許可（一般）・特定（届出） 人材派遣 

マンションの管

理の適正化の推

進に関する法律 

 

国土交通省・登録 

マンション管理に伴う事務管理業務・管理人業務・清掃業

務・設備管理業務 

警備業法 都道府県公安委員会・認定 警備業 

住宅の品質確保

の促進等に関す

る法律 

国土交通大臣登録住宅性能評価機関第12号 住宅性能評価業務、建物に関わる検査 

 

 

 ｂ．業務の実施に関する主な法的規制と内容 

   当社グループは業務の実施に関しても各種の法的規制を受けております。主なものとその内 

  容は、次のとおりであります。 

   建築基準法（エレベータ・エスカレータ等の性能検査）、電気事業法（受変電設備の安全維

持管理及び定期検査）、高圧ガス保安法（冷凍機の安全維持管理及び保安検査）、労働安全衛

生法（ボイラの安全維持管理及び性能検査）、建築物における衛生的環境の確保に関する法律

（略称：ビル管法、建物内の衛生的環境確保に関する全般的事項）、水道法（ビル管法適用の

建物の水質維持は同法で包括、それ以外の建物は簡易専用水道として規制）、浄化槽法（し

尿・合併処理槽の維持管理）、水質汚濁防止法（工場・事業場の排水の管理、特にホテル・食

品工場等の厨房排水除害設備の排水管理）、大気汚染防止法（ボイラの排気）、消防法（消防

用設備の維持管理、ボイラ用燃料他の安全管理）、エネルギー使用の合理化に関する法律（一

定規模以上のエネルギーを消費する工場・建物等のエネルギー管理）、住宅の品質確保の促進

等に関する法律（住宅性能評価書の発行業務） 

 

以上の関係法令に定められた事項に当社グループが違反した場合には、罰則の適用などを通じ、

当社グループの業績等が影響を受ける可能性があります。 

また現在、環境に関する規制は強化される傾向にあり、これら規制が強化された場合には、新た

な許認可の取得や有資格者の確保において、当社事業が影響を受ける可能性があります。 
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② 経営成績の変動要因について 

ａ．ビルメンテナンス業界の市場環境について 

わが国経済は、ようやく景気回復の動きが本格化し企業業績と雇用情勢の改善が見られ民間

設備投資は増加基調に転じ、企業収益にバラツキはあるものの概ね増益基調を辿りました。し

かし、一方では原油などの原材料価格などの高騰が長期化の様相を呈するなど経済環境として

は厳しい状況下にあります。ビルメンテナンス業界におきましては、都心の新規大型オフィス

ビルの竣工が増加し、その他地域のオフィスビルとの間で受注単価の格差が拡大している他、

都心のオフィスビル間でも大規模とその他、新築とその他の格差も拡大しております。さらに

資産の再活用・流動化の影響もあり、不動産を所有するリスクを軽減するため、大企業を中心

に資産の効率化・事業の集中化による資産リストラの一環として不動産売却が増加し、都心大

規模再開発と併せて不動産ファンドビジネスが急拡大しております。 

また、ビルの緑地化等環境保護強化の動きや企業のコスト削減を前提とした省エネ対策も活

発化しており、ＥＳＣＯ事業への新規参入が増加し、従来から同事業を行っている不動産、リ

ース会社等もビルメンテナンス子会社を通じて同事業を強化する動きが見られます。その他、

外資系企業によるホテル、物流、流通等への進出も活発化しております。 

このような中で、不動産関連事業のひとつであるビルメンテナンス業界は、競合企業の増加

による新たなリスクが増しております。 

一方、ビルメンテナンス業界の取引形態は、年間契約が主流であるため、通常、実績が計画

から大幅に乖離することはありませんでしたが、前述のとおり、都心大規模再開発や不動産フ

ァンドビジネスの急拡大等により不動産業界への新規参入が増加しており、万が一契約途中で

大口契約先が交替した場合、契約の継続に影響を与える可能性がある他、競合他社との受注競

争による単価の下落やその他大口の解約・値引き要請の対応次第で当社グループの経営成績に

影響を与える可能性があります。 

ｂ．労務費について 

当社グループが行う事業は、その性質上、原価に占める労務費の割合が高い事業であります。

従って、雇用環境の変化や雇用に係わる法改正等、例えば社会保険料負担率の上昇により労務

費が増加した場合等には、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

ｃ．その他 

  原油を含む素材価格の高騰による原材料費及び経費等の価格上昇により当社グループの経営

成績に影響を与える可能性があります。 

 

③ 業務の実施に関する損害対応について 

  当社グループが行う事業について、従業員により、または使用する機器の故障等により、取引先

や第三者に損害を与えてしまった場合に備えて損害賠償保険を付保しておりますが、その補償限度

を超える損害が生じた場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性がありま

す。 
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④ 株式会社西友への依存度について 

当社グループは同社から店舗等に関するビル総合管理業務の一部を受託しております。同社との

取引割合は、徐々に低下しておりますが、平成18年９月期における取引金額は、556,197千円（同期

連結売上高に占める割合は9.78％）と依然大きな割合を占めており、同社との取引関係が変化した

場合には、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

当社グループの最近４年間の各事業年度及び当中間連結会計期間の株式会社西友への販売実績の

推移は、次のとおりであります。 

区分 
平成15年 

３月期 

平成16年 

３月期 

平成17年 

３月期 

平成18年 

３月期 

平成18年 

９月中間期 

売上高 (千円)  1,413,584 1,302,329 1,089,210 1,126,692 556,271 

割合  (％) 12.77 11.62 9.95 8.27 9.78 

（注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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４．中間連結財務諸表等 

中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金 ※３  3,765,470   2,398,542   3,842,733  

２ 受取手形及び売掛金 ※５  1,454,986   1,428,069   1,358,633  

３ 有価証券   99,406   799,168   ―  

４ たな卸資産   391,405   25,946   5,797  

５ 繰延税金資産   177,306   170,491   165,781  

６ その他   128,762   66,662   73,592  

貸倒引当金   △16,690   △14,334   △12,288  

流動資産合計   6,000,648 76.2  4,874,546 74.1  5,434,249 84.5 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

(1) 土地 ※３ 671,858   231,158   231,158   

(2) その他 
※1、
3 

304,320 976,179  164,978 396,137  152,738 383,897  

２ 無形固定資産           

 (1) 連結調整勘定  42,970   ―   ―   

  (2) その他  98,815 141,785  66,723 66,723  80,137 80,137  

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  224,100   856,886   168,095   

(2) 繰延税金資産  192,687   167,032   152,456   

(3) その他 ※２ 377,082   216,785   216,338   

貸倒引当金  △36,642 757,228  △742 1,239,961  ― 536,890  

固定資産合計   1,875,193 23.8  1,702,821 25.9  1,000,925 15.5 

資産合計   7,875,841 100.0  6,577,368 100.0  6,435,175 100.0 
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前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形及び買掛金   1,243,147   961,560   928,153  

２ 短期借入金   390,960   ―   ―  

３ １年以内返済予定 
長期借入金 

※３  166,371   ―   ―  

４ １年以内償還予定 
社債 

  20,000   ―   ―  

５ 未払法人税等   152,346   144,545   96,525  

６ 未払費用   328,993   214,483   232,540  

７ 賞与引当金  350,798   333,980   332,514  

８ 工事補償引当金  1,809   ―   ―  

９ その他  

 

 

191,829   168,243   121,515  

流動負債合計   2,846,256 36.1  1,822,812 27.7  1,711,249 26.6 

Ⅱ 固定負債           

１ 社債   170,000   ―   ―  

２ 長期借入金 ※３  63,448   ―   ―  

３ 退職給付引当金   339,479   345,031   338,011  

４ 役員退職慰労引当金   108,498   54,512   53,557  

５ その他   2,875   1,626   870  

固定負債合計   684,301 8.7  401,169 6.1  392,439 6.1 

負債合計   3,530,557 44.8  2,223,982 33.8  2,103,688 32.7 

           

(少数株主持分)           

少数株主持分   119,842 1.5  ― ―  ― ― 

           

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   419,000 5.3  ― ―  419,000 6.5 

Ⅱ 資本剰余金   232,000 3.0  ― ―  232,000 3.6 

Ⅲ 利益剰余金   3,507,088 44.5  ― ―  3,635,170 56.5 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  69,742 0.9  ― ―  46,538 0.7 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △2,389 △0.0  ― ―  △1,221 △0.0 

資本合計   4,225,441 53.7  ― ―  4,331,486 67.3 

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  7,875,841 100.0  ― ―  6,435,175 100.0 
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前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   ― ―  419,000 6.4  ― ― 

２ 資本剰余金   ― ―  232,000 3.5  ― ― 

３ 利益剰余金   ― ―  3,662,574 55.7  ― ― 

株主資本合計   ― ―  4,313,574 65.6  ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ―  40,055 0.6  ― ― 

２ 為替換算調整勘定   ― ―  △243 △0.0  ― ― 

評価・換算差額等 
合計 

  ― ―  39,812 0.6  ― ― 

純資産合計   ― ―  4,353,386 66.2  ― ― 

負債純資産合計   ― ―  6,577,368 100.0  ― ― 
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② 中間連結損益計算書 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   5,662,807 100.0  5,687,924 100.0  13,625,409 100.0 

Ⅱ 売上原価   4,781,266 84.4  4,815,950 84.7  11,771,000 86.4 

売上総利益   881,540 15.6  871,974 15.3  1,854,409 13.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  635,339 11.2  641,854 11.3  1,355,701 9.9 

営業利益   246,200 4.3  230,119 4.0  498,707 3.7 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息  0   336   3,206   

２ 受取配当金  2,752   456   5,784   

３ 持分法による 
  投資利益 

 1,412 
   

  
 4,168   2,827   

４ 不動産賃貸収入  3,438   ―   11,130   

５ 団体保険取扱手数料  1,686   ―   3,283   

６ 受取事務手数料  ―   3,340   ―   

７ 保険解約返戻金  2,987   9,093   7,633   

８ 保険満期返戻金  ―   3,011   ―   

９ その他  2,902 15,179 0.3 3,915 24,323 0.4 24,964 58,830 0.4 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息  688   757   5,154   

２ 不動産賃貸費用  1,364   ―   4,240   

３ 貸倒引当金繰入額  ―   709   ―   

４ その他  308 2,361 0.0 1,099 2,566 0.0 2,873 12,267 0.1 

経常利益   259,018 4.6  251,876 4.4  545,270 4.0 

Ⅵ 特別利益           

１ 投資有価証券売却益  140,204   ―   185,535   

２ その他  4,869 145,073 2.6 ― ― ― 19,935 205,471 1.5 

Ⅶ 特別損失           

１ 関係会社株式売却損  ―   ―   91,717   

２ 減損損失 ※２ 92,300 92,300 1.6 ― ― ― 92,300 184,017 1.4 

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

  311,792 5.5  251,876 4.4  566,724 4.1 

法人税、住民税 
及び事業税 

 126,136   132,955   212,803   

法人税等調整額  22,483 148,620 2.6 △8,202 124,752 2.2 63,906 276,710 2.0 

少数株主損失   ― ―  ― ―  1,239 0.0 

中間(当期)純利益   163,171 2.9  127,123 2.2  291,253 2.1 
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③ 中間連結剰余金計算書 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   232,000  232,000 

Ⅱ 資本剰余金中間期末(期末)残高   232,000  232,000 

      

(利益剰余金の部)      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   3,434,844  3,434,844 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

 １ 中間(当期)純利益  163,171 163,171 291,253 291,253 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

 １ 配当金  83,100  83,100  

 ２ 役員賞与  6,380  6,380  

 ３ 連結除外による利益剰余金減少高  1,447 90,927 1,447 90,927 

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高   3,507,088  3,635,170 
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④ 中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

株主資本 評価・換算差額等 

項目 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 
株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高 

(千円) 
419,000 232,000 3,635,170 4,286,170 46,538 △1,221 45,316 4,331,486 

中間連結会計期間中の変動額         

 剰余金の配当（注）   △99,720 △99,720    △99,720 

 中間純利益   127,123 127,123    127,123 

株主資本以外の項目の中間

連結会計期間中の変動額

(純額) 

    △6,482 978 △5,504 △5,504 

中間連結会計期間中の変動額

合計        (千円) 
― ― 27,403 27,403 △6,482 978 △5,504 21,899 

平成18年９月30日残高 

(千円) 
419,000 232,000 3,662,574 4,313,574 40,055 △243 39,812 4,353,386 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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⑤ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の要約連結 

キャッシュ・フロー計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

１ 税金等調整前中間(当期)純利益  311,792 251,876 566,724 

２ 減価償却費  28,786 32,592 67,861 

３ 減損損失  92,300 ― 92,300 

４ 貸倒引当金の増減額(△は減少)  △4,887 2,036 △7,620 

５ 賞与引当金の増加額  11,258 1,465 1,974 

６ 退職給付引当金の増加額  3,242 7,019 3,298 

７ 役員退職慰労引当金の増減額 
  (△は減少) 

 △28,645 955 △34,987 

８ 受取利息及び受取配当金  △2,752 △793 △8,991 

９ 支払利息  688 757 5,154 

10 持分法による投資利益  △1,412 △4,168 △2,827 

11 保険解約返戻金  ― △9,093 ― 

12 保険満期返戻金  ― △3,011 ― 

13 関係会社株式売却損  ― ― 91,717 

14 投資有価証券売却益  △140,204 ― △185,535 

15 売上債権の増加額  △56,038 △69,435 △229,782 

16 たな卸資産の増減額(△は増加)  △1,978 △20,148 248,246 

17 仕入債務の増加額  132,807 33,406 86,840 

18 役員賞与の支払額  △6,380 ― △6,380 

19 その他  6,894 41,991 △11,950 

小計  345,471 265,450 676,042 

20 利息及び配当金の受取額  2,752 756 9,165 

21 利息の支払額  △688 △757 △5,837 

22 法人税等の支払額  △134,679 △95,053 △279,103 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 212,856 170,395 400,268 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の要約連結 

キャッシュ・フロー計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

１ 有価証券の取得による支出  ― △799,430 ― 

２ 有価証券の償還による収入  ― ― 103,551 

３ 有形固定資産の取得による支出  △15,533 △19,957 △50,506 

４ 無形固定資産の取得による支出  △7,399 △2,050 △7,825 

５ 投資有価証券の取得による支出  △1,987 △701,171 △3,974 

６ 投資有価証券の売却による収入  145,080 ― 209,906 

７ 投資不動産の売却による収入  ― ― 89,081 

８ 連結範囲の変更を伴う子会社株式 
  の取得による支出 

 △167,279 ― △167,279 

９ 連結範囲の変更を伴う子会社株式 
  の売却による収入 

 ― ― 58,130 

10 子会社株式の追加取得による支出  ― ― △10,374 

11 貸付等による支出  △200,000 ― △208,587 

12 貸付金等の回収による収入  200,000 ― 232,876 

13 差入保証金の払込による支出  △1,430 △601 △10,403 

14 差入保証金の解約による収入  20,286 275 21,501 

15 保険積立金の解約等による収入  ― 9,704 ― 

16 その他  447 △2,409 △374 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △27,815 △1,515,640 255,721 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

１ 短期借入れによる収入  140,000 140,000 710,000 

２ 短期借入金の返済による支出  △140,000 △140,000 △850,960 

３ 長期借入れによる収入  ― ― 70,000 

４ 長期借入金の返済による支出  ― ― △74,229 

５ 社債償還による支出  ― ― △10,000 

６ 配当金の支払額  △83,100 △98,946 △83,100 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △83,100 △98,946 △238,289 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 
  （△は減少） 

 101,940 △1,444,190 417,700 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  3,426,138 3,842,733 3,426,138 

Ⅵ 連結除外による現金及び現金 
  同等物の減少額 

 △1,105 ― △1,105 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末 
  (期末)残高 

※１ 3,526,973 2,398,542 3,842,733 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

（1）連結子会社の数  ３社 

 主要な連結子会社の名称 

㈱丸誠環境システムズ 

㈱エム・エス・エス 

  ㈱住環境ジャパン 

 

（注）㈱住環境ジャパンは平成17年

９月12日の株式取得に伴い、当

中間連結会計期間より連結子会

社となりました。なお、みなし

取得日を当中間連結会計期間末

としているため、当中間連結会

計期間は中間貸借対照表のみを

連結しております。 

   また、前連結会計年度まで連

結子会社であったPT TOKYO 

TECHNICAL SERVICE INDONESIA

は、清算中であり重要性がなく

なったため、当中間連結会計期

間より連結の範囲から除外して

おります。 

 

１ 連結の範囲に関する事項 

（1）連結子会社の数  ２社 

 主要な連結子会社の名称 

㈱丸誠環境システムズ 

㈱エム・エス・エス 

   

 

（注）前連結会計年度において連結

子会社であった㈱住環境ジャパ

ンは、平成18年２月28日に保有

株式を全て売却したため、当中

間連結会計期間より連結の範囲

から除外しております。 

１ 連結の範囲に関する事項 

（1）連結子会社の数  ３社 

 主要な連結子会社の名称 

㈱丸誠環境システムズ 

㈱エム・エス・エス 

  ㈱住環境ジャパン 

 

（注）㈱住環境ジャパンは平成17年

９月12日の株式取得に伴い、支

配権のみなし取得日を平成17年

９月30日として当連結会計年度

より連結子会社となりました

が、平成18年２月28日に保有株

式を全て売却したことに伴い、

支配権のみなし解消日を当連結

会計年度末としているため、当

連結会計年度は支配権のみなし

取得日以降の損益計算書とキャ

ッシュ・フロー計算書のみを連

結しております。 

   また、前連結会計年度まで連

結子会社であったPT TOKYO 

TECHNICAL SERVICE INDONESIA

は清算中であり重要性がなくな

ったため、当連結会計年度より

連結の範囲から除外しておりま

す。 

 

（2）主要な非連結子会社名 

  ㈱住宅検査保証協会 

  ㈱住設管理保証 

 PT TOKYO TECHNICAL SERVICE 

INDONESIA 

 

連結の範囲から除いた理由 

   非連結子会社３社は、いずれ

も小規模会社であり、合計の総

資産、売上高、中間純損益及び

利益剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも中間連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていな

いためであります。 

（2）主要な非連結子会社名 

  ㈱住宅検査保証協会 

  PT TOKYO TECHNICAL SERVICE 

INDONESIA 

 

 

連結の範囲から除いた理由 

   非連結子会社２社は、いずれ

も小規模会社であり、合計の総

資産、売上高、中間純損益及び

利益剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも中間連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていな

いためであります。 

（2）主要な非連結子会社名 

  ㈱住宅検査保証協会 

  PT TOKYO TECHNICAL SERVICE 

INDONESIA 

 

 

連結の範囲から除いた理由 

   非連結子会社２社は、いずれ

も小規模会社であり、合計の総

資産、売上高、純損益及び利益

剰余金（持分に見合う額）等

は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないため

であります。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社数 

１社 

会社の名称 

NANTAWAN-MARUSEI CO.,LTD. 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社数 

１社 

会社の名称 

NANTAWAN-MARUSEI CO.,LTD. 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社数 

１社 

会社の名称 

NANTAWAN-MARUSEI CO.,LTD. 

 

(2) 持分法を適用していない非連

結子会社の名称 

   ㈱住宅検査保証協会 

  ㈱住設管理保証 

PT TOKYO TECHNICAL SERVICE 

INDONESIA 

なお、持分法を適用していな

い関連会社はありません。 

 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、それぞ

れ中間純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体としても重要性がないた

め、持分法の適用から除外して

おります。 

 

 

(2) 持分法を適用していない非連

結子会社の名称 

   ㈱住宅検査保証協会 

  PT TOKYO TECHNICAL SERVICE 

INDONESIA 

なお、持分法を適用していな

い関連会社はありません。 

 

 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、それぞ

れ中間純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体としても重要性がないた

め、持分法の適用から除外して

おります。 

 

(2) 持分法を適用していない非連

結子会社の名称 

   ㈱住宅検査保証協会 

  PT TOKYO TECHNICAL SERVICE 

INDONESIA 

なお、持分法を適用していな

い関連会社はありません。 

 

 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、それぞ

れ純損益及び利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ全

体としても重要性がないため、

持分法の適用から除外しており

ます。 

(3) 持分法適用会社の中間決算日

は中間連結決算日と異なります

が、中間連結財務諸表の作成に

あたっては、当該会社の中間会

計期間に係る中間財務諸表を使

用しております。 

(3) 持分法適用会社の中間決算日

は中間連結決算日と異なります

が、中間連結財務諸表の作成に

あたっては、当該会社の中間会

計期間に係る中間財務諸表を使

用しております。 

(3) 持分法適用会社の決算日は連

結決算日と異なりますが、連結

財務諸表の作成にあたっては、

当該会社の会計年度に係る財務

諸表を使用しております。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

連結子会社のうち、㈱住環境ジ

ャパンの中間決算日は、８月31日

であります。 

中間連結財務諸表の作成にあた

っては、同中間決算日現在の中間

財務諸表を使用し、中間連結決算

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。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

すべての連結子会社の中間期の

末日は、中間連結決算日と一致し

ております。 

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、㈱住環境ジ

ャパンの決算日は、２月28日であ

ります。 

連結財務諸表の作成にあたって

は、同決算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。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

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 

① 有価証券 

 ａ 

 ───── 

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 

① 有価証券 

ａ 満期保有目的の債券 

      償却原価法(定額法) 

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 

① 有価証券 

 ａ 

 ───── 

ｂ その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間連結決算期末日の

市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部資本

直入法により処理し、売

却原価は移動平均法によ

り算定)を採用しており

ます。 

ｂ その他有価証券 

時価のあるもの 

      中間連結決算期末日の

市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部純資

産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法に

より算定)を採用してお

ります。 

ｂ その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結決算期末日の市場

価格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定)を採用しておりま

す。 

時価のないもの 

 移動平均法による原価

法を採用しております。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

② たな卸資産 

ａ 未成工事支出金 

 個別法による原価法を採

用しております。 

② たな卸資産 

ａ 未成工事支出金 

同左 

② たな卸資産 

ａ 未成工事支出金 

同左 

ｂ 貯蔵品 

 最終仕入原価法を採用し

ております。 

ｂ 貯蔵品 

同左 

ｂ 貯蔵品 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

 定率法を採用しておりま

す。 

 ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物附

属設備を除く)については定

額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

 建物及び構築物 ７～50年 

 機械装置及び運搬具 

２～５年 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

 定率法を採用しておりま

す。 

 ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物附

属設備を除く)については定

額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

 建物及び構築物 ７～50年 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

 定率法を採用しておりま

す。 

 ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物附

属設備を除く)については定

額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

 建物及び構築物 ７～50年 

 機械装置及び運搬具 

２～５年     

② 無形固定資産 

 ソフトウェア(自社利用分)

については、社内における利

用可能期間(５年)に基づく定

額法を採用しております。 

② 無形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

同左 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に

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検討

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

② 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備え

るため、支給見込額の当中間

連結会計期間負担額を計上し

ております。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備え

るため、支給見込額の当連結

会計年度負担額を計上してお

ります。 

③ 工事補償引当金 

 請負工事の補修による費用

支出に備えるため、かし担保

費用見込額を過去の実績を基

礎として計上しております。 

③ 工事補償引当金 

 

───── 

③ 工事補償引当金 

    

───── 

④ 退職給付引当金 

 従業員の退職金の支出に備

えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、当

中間連結会計期間末において

発生していると認められる額

を計上しております。 

 過去勤務債務については、

その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

(５年)による定額法により費

用処理しております。 

 数理計算上の差異について

は、各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(５

年)による定額法により、そ

れぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理をしておりま

す。 

④ 退職給付引当金 

同左 

④ 退職給付引当金 

 従業員の退職金の支出に備

えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上

しております。 

 過去勤務債務については、

その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

(５年)による定額法により費

用処理しております。 

 数理計算上の差異について

は、各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(５

年)による定額法により、そ

れぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理をしておりま

す。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく中

間連結会計期間末要支給額を

計上しております。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

同左 

⑤ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく連

結会計年度末要支給額を計上

しております。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

(5) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税

抜方式によっております。 

(5) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

(5) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現金

同等物)は、手許現金、随時引き

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

いては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 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金、随時引き出し

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

は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。 
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会計処理の変更 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間から「固定資

産の減損に係る会計基準」（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計基準委員

会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準委員会 平成

15年10月31日 企業会計基準適用指

針第6号）を適用しております。 

 これにより、税金等調整前中間純

利益が92,300千円減少しておりま

す。 

 なお、減損損失累計額につきまし

ては、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づき当該資産の金額から直接

控除しております。 

 

 

───── 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度から「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計基準委員会 

平成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成15

年10月31日 企業会計基準適用指針

第6号）を適用しております。 

 これにより、特別損失として減損

損失92,300千円計上しております

が、当該資産を当連結会計年度中に

売却した為、税金等調整前当期純利

益に与える影響はありません。 

 

 

 

───── 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号 

平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は4,353,386千円でありま

す。 

 なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。 

 

 

───── 
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表示方法の変更 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

 

 

───── 

 

 

 

 

（中間連結損益計算書） 

 受取事務手数料については、前中間連結会計期間まで

団体保険に係るものを「団体保険取扱手数料」（当中間

連結会計期間の金額は1,560千円）として区分掲記して

おりましたが、当中間連結会計期間からその他の事務手

数料を含めて「受取事務手数料」として表示しておりま

す。 

 なお、前中間連結会計期間における「受取事務手数

料」の金額は3,664千円であります。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前中間連結会計期間において営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「役員退職慰労引当金の増減額」については、重要性が

増したため、当中間連結会計期間より区分掲記しており

ます。 

 なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれてい

る「役員退職慰労引当金の増減額」は3,363千円であり

ます。 

 

 

───── 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 
前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

516,421千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

354,930千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

340,682千円 

※２ 投資その他の資産の減価償却

累計額 

61,762千円 

※２ 

 

─―──── 

※２ 

 

─―──── 

※３ 担保資産 

 建物  89,985千円（帳簿価額） 

土地 263,000千円（ 〃  ） 

計  352,985千円（帳簿価額） 

上記物件は、借入金33,548千円

（長期借入金7,652千円、１年以内

返済予定の長期借入金25,896千円）

の担保に供しております。 

 

 定期預金 66,059千円 

上記定期預金は、借入金27,784千

円（長期借入金7,096千円、１年以

内返済予定の長期借入金20,688千

円）の担保に供しております。 

 

※３ 

 

─―──── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３ 

 

─―──── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 連結子会社（㈱住環境ジャパ

ン）においては、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行３行と当

座貸越契約及び貸出コミットメント

契約を締結しております。 

 当中間連結会計期間末における当

座貸越契約及び貸出コミットメント

に係る借入未実行残高等は次のとお

りであります。 

 

当座貸越極度額及び貸出コミット

メントの総額  900,000千円 

借入実行残高  390,960千円 

差引額     509,040千円 

 

 ４ 

 

─―──── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 

 

─―──── 

 

※５ 

 

─―──── 

※５ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理をして

おります。 

   なお、当中間連結会計期間の

末日は金融機関の休日であった

ため、次の中間連結会計期間末

日満期手形が中間連結会計期間

末残高に含まれております。 

   受取手形  4,700千円 

 

※５ 

 

─―──── 
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(中間連結損益計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※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。 

給料手当 250,732千円
賞与引当金 
繰入額 

51,277千円

退職給付費用 12,318千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

4,408千円

減価償却費 17,929千円

 
 

※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。 

給料手当 255,158千円
賞与引当金 
繰入額 

48,502千円

退職給付費用 6,516千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

4,223千円

減価償却費 18,117千円
貸倒引当金 
繰入額 

8,051千円
 

※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。 

給与手当 511,367千円
賞与引当金 
繰入額 

49,736千円

退職給付費用 26,538千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

9,203千円

減価償却費 40,216千円
貸倒引当金 
繰入額 

3,602千円

  
※２ 減損損失 
  当中間連結会計期間において
当社グループは、以下の資産グ
ループについて減損損失を計上
しました。 

用途 賃貸用不動産 

種類 投資不動産 

場所 東京都板橋区 

金額 92,300千円 

（経緯）当該賃貸用不動産につき
ましては、取得時からの市場価
額の著しい下落により、当該資
産グループの帳簿価額を回収可
能価額まで減額し、当該減少額
を減損損失（92,300千円）とし
て特別損失に計上しました。そ
の内訳は土地92,300千円であり
ます。 
  なお、当該資産グループの回
収可能価額は、不動産鑑定評価
基準に基づく鑑定評価額を使用
しております。 
（グルーピングの方法）当社グル
ープでは減損会計の適用にあた
り、継続的に収支の把握、投資
等の意思決定及びキャッシュ・
フローを生み出す最小の単位で
ある事業部を、他に賃貸してい
る不動産につきましては、賃貸
用不動産ごとに、本社資産、従
業員厚生施設及び研修施設等に
つきましては、独立したキャッ
シュ・フローを生み出さないこ
とから共用資産としてグルーピ
ングをしております。 
  また、連結子会社につきまし
ては、各社を１グループとして
資産のグルーピングをしており
ます。 

※２ 
 
 

――――――― 

※２ 減損損失 
  当連結会計年度において当社
グループは、以下の資産グルー
プについて減損損失を計上しま
した。 

用途 賃貸用不動産 

種類 投資不動産 

場所 東京都板橋区 

金額 92,300千円 

（経緯）当該賃貸用不動産につき
ましては、取得時からの市場価
額の著しい下落により、当該資
産グループの帳簿価額を回収可
能価額まで減額し、当該減少額
を減損損失（92,300千円）とし
て特別損失に計上しました。そ
の内訳は土地92,300千円であり
ます。 
  なお、当該資産グループの回
収可能価額は、不動産鑑定評価
基準に基づく鑑定評価額を使用
しております。 
（グルーピングの方法）当社グル
ープでは減損会計の適用にあた
り、継続的に収支の把握、投資
等の意思決定及びキャッシュ・
フローを生み出す最小の単位で
ある事業部を、他に賃貸してい
る不動産につきましては、賃貸
用不動産ごとに、本社資産、従
業員厚生施設及び研修施設等に
つきましては、独立したキャッ
シュ・フローを生み出さないこ
とから共用資産としてグルーピ
ングをしております。 

  また、連結子会社につきまして
は、各社を１グループとして資
産のグルーピングをしておりま
す。 
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式(千株) 5,540         ―         ― 5,540 
 
 

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 

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 

平成18年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 99,720 18 平成18年３月31日 平成18年６月27日 

 

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌中間連結会計

期間後となるもの 
 

該当事項はありません。 
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

                    
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の中間期
末残高と中間連結貸借対照表に
掲記されている科目の金額との
関係 

(平成17年９月30日) 

現金及び預金勘定 3,765,470千円
預入期間３ケ月超 
の定期預金 

238,496千円

現金及び 
現金同等物 

3,526,973千円

  

※１ 現金及び現金同等物の中間期
末残高と中間連結貸借対照表に
掲記されている科目の金額との
関係 

(平成18年９月30日) 

現金及び預金勘定 2,398,542千円
預入期間３ケ月超 
の定期預金 

―千円

現金及び 
現金同等物 

2,398,542千円

  

※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 

(平成18年３月31日) 

現金及び預金勘定 3,842,733千円
預入期間３ケ月超 
の定期預金 

―千円

現金及び 
現金同等物 

3,842,733千円

  

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㈱住環
境ジャパン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㈱住環境ジャパン株式の取
得価額と㈱住環境ジャパン取得の
ための支出（純額）との関係は次
のとおりであります。 

(千円) 
 流動資産      1,305,200 
 固定資産       700,712 
 連結調整勘定      42,970 
流動負債     △1,079,999 
 固定負債      △294,688 
 少数株主持分    △119,842 
 ㈱住環境ジャパン 
 株式の取得価額      554,352 
 ㈱住環境ジャパン 
 現金及び現金同等物  387,073 
 差引：㈱住環境ジャ 
 パン取得のための 
 支出         167,279 
 

２  
 

――――――― 
 

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㈱住環
境ジャパン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㈱住環境ジャパン株式の取
得価額と㈱住環境ジャパン取得の
ための支出（純額）との関係は次
のとおりであります。 

(千円) 
 流動資産      1,305,200 
 固定資産       700,712 
 連結調整勘定      42,970 
流動負債     △1,079,999 
 固定負債      △294,688 
 少数株主持分    △119,842 
 ㈱住環境ジャパン 
 株式の取得価額      554,352 
 ㈱住環境ジャパン 
 現金及び現金同等物  387,073 
 差引：㈱住環境ジャ 
 パン取得のための 
支出         167,279 

３ 
 

――――――― 
 

３ 
 

――――――― 
 

３ 株式の売却により連結子会社
でなくなった会社の資産及び負
債の主な内訳 
 
 株式の売却により㈱住環境ジャ
パンが連結子会社でなくなった
ことに伴う売却時の資産及び負
債の内訳並びに㈱住環境ジャパ
ン株式の売却価額と売却による
収入（純額）は次のとおりであ
ります。 

(千円) 
流動資産      1,077,592 
固定資産       685,856 
連結調整勘定      38,856 
流動負債      △836,275 
固定負債      △301,615 
少数株主持分    △108,609 
株式売却損     △106,417 
㈱住環境ジャパン 
株式の売却価額    449,384 
㈱住環境ジャパン 
現金及び現金同等物  391,253 
差引：㈱住環境ジャパン 
売却による収入     58,130 
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(リース取引関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

（借主側） 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

（借主側） 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

（借主側） 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

 

 
取得価額 
相当額 
 

(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末
残高 
相当額 
(千円) 

その他(有形 
固定資産) 

74,024 37,693 36,330 

  

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

 

 
取得価額 
相当額 
 

(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末
残高 
相当額 
(千円) 

その他(有形 
固定資産) 

15,906 6,223 9,682 

  

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額 

 

 
取得価額 
相当額 
 

(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

 
期末残高 
相当額 
 

(千円) 
その他(有形 
固定資産) 

15,336 7,288 8,048 

  

② 未経過リース料中間期末残高

相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相

相当額 

１年以内 14,475千円 

１年超 22,834千円 

合計 37,310千円 
 

② 未経過リース料中間期末残高

相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相

相当額 

１年以内 3,655千円

１年超 7,214千円

合計 10,870千円
  

② 未経過リース料期末残高相当額

及びリース資産減損勘定期末残高 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 2,861千円

１年超 5,410千円

合計 8,272千円
 

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 4,104千円

減価償却費相当額 3,854千円

支払利息相当額 310千円
  

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 1,856千円

減価償却費相当額 1,572千円

支払利息相当額 113千円
 

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 7,635千円

減価償却費相当額 7,091千円

支払利息相当額 289千円
 

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 
 

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

同左 

利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。 

利息相当額の算定方法 

同左 

利息相当額の算定方法 

同左 

２ 

 

――――――― 

２ オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

   未経過リース料 
 

１年以内    1,617千円 

１年超     2,414千円 

合計      4,031千円 

２ オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

   未経過リース料 
 

１年以内    2,048千円 

１年超     3,063千円 

合計      5,111千円 

(減損損失について) 

 リース資産に配分された減損損失

はありません。 

(減損損失について) 

同左 

(減損損失について) 

同左 
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(有価証券関係) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 
前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

区分 
中間連結 
貸借対照表 
計上額 
(千円) 

 
時価 
 

 (千円) 

 
差額 
 

(千円) 

中間連結 
貸借対照表 
計上額 
(千円) 

 
時価 
 

 (千円) 

 
差額 
 

(千円) 

中間連結 
貸借対照表 
計上額 
(千円) 

 
時価 
 

 (千円) 

 
差額 
 

(千円) 

① 国債・地方債等 ― ― ― 1,098,023 1,098,507 483 ― ― ― 

計 ― ― ― 1,098,023 1,098,507 483 ― ― ― 

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

 
前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

区分 
 

取得原価 
 

(千円) 

中間連結 
貸借対照表 
計上額 
(千円) 

 
差額 
 

(千円) 

 
取得原価 

 
(千円) 

中間連結 
貸借対照表 
計上額 
(千円) 

 
差額 
 

(千円) 

 
取得原価 

 
(千円) 

連結 
貸借対照表 
計上額 
(千円) 

 
差額 
 

(千円) 

① 株式 59,661 179,580 119,918 43,077 103,970 60,892 41,086 119,552 78,465 

② 債券          

国債・地方債等 99,816 99,406 △409 ― ― ― ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 100,314 100,322 7 ― ― ― 

計 159,477 278,987 119,509 143,391 204,292 60,900 41,086 119,552 78,465 

(注) 減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％

程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行う方針であり

ます。 

 

３ 時価評価されていない主な有価証券 

 

内容 
前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

（千円） 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

（千円） 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

（千円） 

① その他有価証券    

   非上場株式 4,760 1,550 1,500 

   その他 ― 300,000 ― 
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(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

当社グル－プは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

当社グル－プは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

当社グル－プは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

 

(ストック･オプション等関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

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】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

 

 
設備エンジ 
ニアリング 
事業(千円) 

環境エンジ 
ニアリング 
事業(千円) 

マネジメント 
＆サービス 
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 

4,438,530 529,280 694,996 5,662,807 ― 5,662,807 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

3,166 7,854 ― 11,020 (11,020) ― 

計 4,441,696 537,134 694,996 5,673,827 (11,020) 5,662,807 

営業費用 3,873,021 523,057 655,411 5,051,490 365,115 5,416,606 

営業利益 568,675 14,077 39,584 622,336 (376,135) 246,200 

(注) １ 事業区分の方法 

  当社の事業区分は、内部管理上採用している区分をベースに、役務提供の形態別に区分しております。 

２ 各区分に属する主要な役務 
 

事業区分 主要業務 

設備エンジニアリング事業 
 

各種建物の設備保守点検業務、建築設備工事、建築工事、内装仕上
工事 

環境エンジニアリング事業 建物清掃業務 

マネジメント＆サービス事業 
 

常駐警備業務、複合警備業務、駐車場管理業務、管理人業務、海外
スーパーバイザー業務、システム開発・運用業務、商品販売・輸出 

 
３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、376,481千円であり、親会社

本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

 



- 33 - 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

 
設備エンジ 
ニアリング 
事業(千円) 

環境エンジ 
ニアリング 
事業(千円) 

マネジメント 
＆サービス 
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 

4,429,134 599,503 659,286 5,687,924 ― 5,687,924 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

3,996 10,984 ― 14,981 (14,981) ― 

計 4,433,131 610,487 659,286 5,702,905 (14,981) 5,687,924 

営業費用 3,885,298 591,764 647,845 5,124,908 332,896 5,457,805 

営業利益 547,832 18,723 11,440 577,997 (347,877) 230,119 

(注) １ 事業区分の方法 

  当社の事業区分は、内部管理上採用している区分をベースに、役務提供の形態別に区分しております。 

２ 各区分に属する主要な役務 
 

事業区分 主要業務 

設備エンジニアリング事業 
 

各種建物の設備保守点検業務、建築設備工事、建築工事、内装仕上
工事 

環境エンジニアリング事業 建物清掃業務 

マネジメント＆サービス事業 
 

常駐警備業務、複合警備業務、駐車場管理業務、管理人業務、海外
スーパーバイザー業務、システム開発・運用業務、商品販売・輸出 

 
３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、349,140千円であり、親会社

本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 
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前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 

 
設備エンジ 
ニアリング 
事業(千円) 

環境エンジ 
ニアリング 
事業(千円) 

マネジメント 
＆サービス 
事業(千円) 

住宅 
リフォーム 
事業(千円) 

計(千円) 
消去又は 
全社(千円) 

連結(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益        

売上高        

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

8,822,027 1,141,415 1,422,023 2,239,943 13,625,409 － 13,625,409 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

6,332 16,121 39 5,895 28,388 (28,388) － 

計 8,828,359 1,157,536 1,422,062 2,245,838 13,653,798 (28,388)13,625,409 

営業費用 7,682,776 1,105,881 1,337,493 2,285,164 12,411,316 715,385 13,126,701 

 営業利益又は 
 営業損失(△) 

1,145,583 51,655 84,569 △39,326 1,242,481 (743,773) 498,707 

(注) １ 事業区分の方法 

  当社の事業区分は、内部管理上採用している区分をベースに、役務提供の形態別に区分しております。 

２ 各区分に属する主要な役務 
 

事業区分 主要業務 

設備エンジニアリング事業 
各種建物の設備保守点検業務、建築設備工事、建築工事、内装仕上
工事 

環境エンジニアリング事業 建物清掃業務 

マネジメント＆サービス事業 
常駐警備業務、複合警備業務、駐車場管理業務、管理人業務、海外
スーパーバイザー業務、システム開発・運用業務、商品販売・輸出 

住宅リフォーム事業 
住宅・ビル・マンションのリフォーム業務、住宅設備機器の販売施
工業務 

 
３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は738,178千円であり、親会社本

社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 
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【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、

所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、

所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、

所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
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 (１株当たり情報) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 
762円72銭 

１株当たり純資産額 
785円81銭 

１株当たり純資産額 
781円86銭 

１株当たり中間純利益 
29円45銭 

１株当たり中間純利益 
22円95銭 

１株当たり当期純利益 
52円57銭 

 当社は、平成16年11月１日付で株

式１株につき10株の株式分割を行な

っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

なわれたと仮定した場合の前中間連

結会計期間における１株当たり情報

については、以下のとおりとなりま

す。 

１株当たり純資産額  731円57銭 

１株当たり中間純利益  29円67銭 

 また、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

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。 

 

 

(注) １株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 

 (重要な後発事象) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

――――――― 

 

 

 

――――――― 

 

 

――――――― 

 

 

 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

中間(当期)純利益(千円) 163,171 127,123 291,253 

普通株主に帰属しない金額 
(千円) 

― ― ― 

 (うち利益処分による 
 役員賞与金) 

(―) (―) (―) 

普通株式に係る中間(当期) 
純利益(千円) 

163,171 127,123 291,253 

普通株式の期中平均株式数 
(株) 

5,540,000 5,540,000 5,540,000 
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当社グループの業務内容は、ビルメンテナンス等の役務提供を主体としており、生産の実績を画

一的に表示することは困難であるため、記載しておりません。 

 

(2) 受注実績 

当社グループの業務内容は、ビルメンテナンス等の役務提供を主体としており、受注の実績を画

一的に表示することは困難であるため、記載しておりません。 

 

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績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。 

 

イ 事業の種類別売上実績 

 

事業の種類別セグメントの名称 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

(千円) 

前年同期比(％) 

設備エンジニアリング事業 4,429,134 △0.2 

環境エンジニアリング事業 599,503 ＋13.3 

マネジメント＆サービス事業 659,286 △5.1 

合計 5,687,924 ＋0.4 

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

ロ 主な相手先別の販売実績 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 相手先 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

㈱西友 590,470 10.43 556,271 9.78 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 




