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１．平成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 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 6,320 (△0.1) 173 (19.6) 258 (7.2)

17年9月中間期 6,324 (1.3) 144 (2.1) 240 (8.3)

18年3月期 12,555 353 506

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 161 (20.6) 43 57 － －

17年9月中間期 133 (29.2) 37 24 － －

18年3月期 308 84 84 － －

（注）①持分法投資損益 18年9月中間期 49百万円 17年9月中間期 52百万円 18年3月期   97 百万円
②期中平均株式数（連結）18年9月中間期 3,537,920 株 17年9月中間期 3,587,920株 18年3月期 3,572,441 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であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 6,784 4,652 68.4 1,312 51

17年9月中間期 6,551 4,377 66.8 1,220 14

18年3月期 6,621 4,565 69.0 1,289 07

（注）期末発行済株式数（連結） 18年9月中間期 3,537,920株 17年9月中間期 3,587,920株 18年3月期 3,537,920株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 179 21 △170 1,832

17年9月中間期 124 △341 △189 1,822

18年3月期 371 △507 △340 1,752

(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 2社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  
連結（新規） １社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成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 12,700 510 310

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）87円62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５ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

当社の企業集団は三幸株式会社（当社）及び子会社２社、関連会社５社からなり、オフィスビル等の建物清掃業務、

電気及び空調機器等の諸設備の運転管理及び保守点検業務、常駐警備及び駐車場管理業務及びその他業務としてプラ

ントオペレーション、フードサービス、チャイルドケア及び実験動物飼育、人材派遣、不動産運営管理等の業務を行

なっています。

 

人材派遣 

業務委託 

       業務の流れ 

○連結子会社   ２社 

●関連会社で持分法適用会社   ２社 

この他に関連会社で持分法非適用会社３社（コムコ㈱、㈲アッシュ・プランニング、幸栄リビルト㈱）があります。 

得   意   先 

  

三 

幸 
株 

式 

会 

社 

○ 

かずさファシリティサービス（株） 

● 

キャリアビジネス（株） 

 ○ 

三幸ビルソリューション㈱ 

ビルメンテナンス業 

 

労働者派遣業 

ビルメンテナンス業 

業務委託 

業務委託 

ビルメンテナンス業 
業務委託 

業務委託 

● 

都市総合整備（株） 
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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、高品質で低コストのサービスを提供するとともに、お客様の利益につながるサービスを提案・

提供することを経営の基本方針としております。更には、社会経済の変化に対応して、マーケットを充分把握し、

お客様のニーズに対応した当社独自のサービスを開発することを常に心掛け、実践して参ります。 

 

      (２）会社の利益配分に関する基本方針

  当社グループの利益配分については、持続的成長を確保するための経営基盤強化を図るとともに、株主の皆様に

対して安定かつ充実した利益還元を行うことを基本方針としております。また、平成19年3月期より、中間配当金を

実施することとし、年2回の配当を予定しております。

 

      (３)目標とする経営指標

　当社グループは、株主価値増大のために資本効率の向上を目指しております。これを数値化する経営指標として

株主資本当期純利益率（ＲＯＥ）を重視し、ビルメンテナンス業界の経営環境が厳しい中、常にその向上を目指し

て参ります。

 

      (４）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループが持続的な株主価値の増大を実現するためには、市場・顧客に対して当社の独自性を打出し、当

社との取引の必然性を獲得することが重要であると考えており、当社グループ企業間の連携強化を図るとともに、

お客様の問題解決を図る「ソリューション提供型企業」を目指します。

 　　　  そのため、「提案営業主体となる中・小型ビル」を重点分野と位置づけ、「請負業務主体となる大規模施設」と

あわせ、市場・顧客に応じた営業政策を講じることと致します。

　　　  具体的には、

　  ①中小型ビルに対するトータルソリューションの提供

　・ビルのライフサイクルに係わる総合的なビル管理業務を最重点業務として位置づけ、ソリューション事業

本部でのスキル開発等を基に、ビルに常駐拠点を有するというメリットを生かし、単発請負業務から総合

管理業務へ、更には、修繕・省エネ等の建築・設備工事、ビル運営管理業務へと事業展開を図ります。

・スポーツ施設・集会場等のマネジメント業務についても当社が独自性を発揮しうる分野であり、力を入れて

参ります。

　        ②大規模施設に対する営業力強化

　　　　　 ・大規模施設については、平成18年4月に子会社三幸ビルソリューション（株）（資本金50百万円）を設立、

同年5月には開発元である富士重工業（株）の資本参加(15%)を受け、大規模施設への清掃ロボット導入を促

進すべく今後、業務・資本両面にわたり協同連携を取って参ります。

        　また、ソリューション提供型企業を実現するためには、現場での提案能力の向上、専門家の育成が不可欠であ

り、引き続き人材育成・教育に力を入れて参ります。

　

       (５)会社の対処すべき課題

　ビルメンテナンス業界を取り巻く環境は、不動産所有形態の変化、アウトソーシングの増大などの社会経済環

境の変化を背景に、不動産運用利回り・効率性が重視されるようになってきました。その結果、請負価格の低下、

商権の不安定化などの影響が顕著になっております。

  　　　　このような厳しい経営環境の中で、当社が持続的な株主価値の増大を実現するためには、市場・顧客に対して

当社の独自性を打出すことが重要であり、市場・顧客ニーズの把握と開拓、独自ソリューションの開発、人材育

成が重要な課題であるとの認識の下で、中長期的な経営戦略をとって参ります。

 

（６）親会社等に関する事項

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

　当中間連結会計期間のわが国経済は、一部の雇用情勢の厳しさや原油価格の動向等に不透明感はあるものの、輸出

や設備投資の堅調な推移を背景に企業業績が回復し、それに伴う個人消費も堅調に推移する等、持続的な景気回復基

調を示しております。

　ビルメンテナンス業界においては、好調な景気動向から東京都心部の賃貸オフィスビル入居率の向上、平均賃料の

下げ止まり傾向などマクロ指標において好転の傾向が見られるものの、企業レベルにおける経営環境は、顧客からの

価格見直し要請、同業者間の受注競争が強く、当中間期も厳しい状況が継続しております。

　当社グループはこのような中、原価・販管費のコスト削減努力を継続する一方、提案型営業の一層の推進・中小型

ビルのライフサイクル全体に関わる総合的な管理業務の展開に努めて参りました。

 この結果、当中間連結会計期間の業績は連結売上高は63億20百万円（前年同期比0.1％減）、連結経常利益は2億58百

万円（前年同期比7.2％増）、中間純利益1億61百万円（前年同期比20.6％増）となりました。

 

部門別売上高の概況は、次のとおりであります。

＜清掃部門＞

　清掃部門では、新規受注、既存顧客からの受注拡大がありましたが、解約値下げ等が上回りました。その結果

当部門の売上高は29億96千万(前年同期比0.6%減)となりました。

＜設備部門＞

  設備部門では、新規受注と既存顧客からの受注拡大がありましたが、解約値下げ等が上回りました。その結果、

当部門の売上高は18億26百万円(前年同期比2.5%増)となりました。

＜警備部門＞

　警備部門では、新規受注がありましたが、解約値下げ等が上回りました。その結果、当部門の売上高は、5億44

百万円(前年同期比5.1%減)となりました。

＜その他部門＞

　その他部門では、新規受注、既存顧客からの受注拡大がありましたが、子会社（株）三幸人材センターの連結

除外による売上減、解約値下げ等が上回りました。その結果、当部門の売上高は9億53百万円(前年同期比0.3%減)

となりました。

(２）財政状態

当中間連結会計期間のキャッシュフローの状況

当中間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、長期借入金の返済、配当金の支払

等の要因により一部相殺されたものの、税金等調整前中間純利益が264百万円 (前年同期比19.6%増) と増加した

ことと、投資有価証券の売却による収入があったことから、前中間連結会計期間期末に比べて９百万増加 (前年

同期比0.5%増) し、当中間連結会計期間末には、1,832百万円となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　営業活動により得られた資金は179百万円(前年同期比43.9%増)となりました。これは主に税金等調整前中間利

益が264百万円 (前年同期比19.6%増)計上され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)

  投資活動の結果得られた資金は21百万円(前年同期は341百万円の使用)となりました。これは主に有価証券の償

還による収入100百万円、投資有価証券の売却による収入39百万円、投資有価証券の償還による収入17百万円と投

資有価証券の取得による支出が138百万円あったことを反映したものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動の結果使用した資金は170百万円(前年同期比10.0%減)となりました。これは主に長期借入金の返済100

百万円、配当金の支払70百万円を反映したものであります。
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 (３)事業等のリスク

　　　当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる事項を記載しております。

なお、以下に記載した文章のうち将来に関する事項のものは当中間連結会計期間末（平成18年9月30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人材の確保について

　当社グループの行う建物清掃業務は典型的な労働集約型業務であることから、労働力の確保は重要な問題であり

ます。労務費、募集費等のコスト増が著しい場合、十分な労働力が確保できなかった場合には、当社の事業展開や

経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

 　　②警備業法について

　当社グループの行う警備業法はその性格上、高い社会的信頼性が不可欠であることから、「警備業法」(昭和47年

7月5日法律第117号）及び「警備業法施行規則」(昭和58年1月総理府令第1号）の規制を受けます。

警備業を営むには、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に申請を行い認定を受ける必要があり、業務

の実施上も警備員の服装、警備員指導教育責任者の選任などでさまざまな規定があります。違反をすると営業停止

命令等の罰則があり、事業展開や経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

 　　③受注競争について

　　　　ビルメンテナンス業界は、受注競争の激化が今後も継続することが予想されることから、請負単価の下落傾向が

　　　継続することが見込まれます。また既存の物件においても、顧客からの解約、値下げ要求が見込まれます。このこ

　　　とは当社の事業展開や経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

 　　④短時間労働者（パートタイマー）に対する法改正について

　　　　当社グループは業種柄、従業員に占める短時間労働者の比率が高いため、今後短時間労働者のための厚生年金の

　　　適用拡大等、法令や規則等の改正が生じた場合、新たに多額の費用が発生する可能性があり、当社の事業展開や経

　　　営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

　　 ⑤個人情報管理について　

　当社グループでは、業務遂行上の必要性から個人情報を取り扱う場合があります。これらについては、関連法令

等を遵守し適正な管理を行うよう努めておりますが、万一個人情報に関する事故が発生した場合、当社グループの

経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 　　⑥大口取引先との取引について

　　　　大口取引先との取引において、条件の変更、解約、事故等が生じた場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼ

　　　す可能性があります。なお、平成18年9月期において、当社グループ売上高の１割を超える取引先はありません。

 

(４）通期の見通し

　　今後のわが国経済の見通しにつきましては、引き続き底堅い回復基調を維持すると思われ、賃貸オフィスビル市

場も好転を持続することが期待されます。しかし、ビルメンテナンス業界においては、価格見直し要請・受注競争

が依然として強く、加えて労務関係コストの増加も懸念され、引き続き厳しい経営環境が継続するものと想定され

ます。

　このような状況の中、引き続きコスト削減に努め、提案型営業の一層の推進・中小型ビルのライフサイクル全体

に関わる総合的な管理業務の展開に努めていくことにより、通期連結会計年度の業績は、期初の公表どおり、売上

高12,700百万円、経常利益510百万円、当期純利益310百万円を見込んでおります。なお、配当金につきましては、

１株につき年間20円(中間10円・期末10円)を予定しております。
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４．中間連結財務諸表等
(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 1,842,468 1,842,278 1,762,341

２．受取手形及び売掛金 ※２ 1,342,789 1,361,202 1,299,931

３．有価証券 133,198 233,054 234,959

４．たな卸資産 17,107 15,722 16,355

５．その他 203,919 222,119 190,031

貸倒引当金 △13,005 △4,075 △6,467

流動資産合計 3,526,478 53.8 3,670,301 54.1 3,497,151 52.8

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１ 239,428  250,706  259,282  

２．無形固定資産 24,485  24,342  21,116  

３．投資その他の資産

(1)投資有価証券 1,687,941 2,077,975 1,886,919

(2)その他 1,074,963 765,719 958,777

貸倒引当金 △1,771 2,761,133  △4,387 2,839,307  △1,784 2,843,912  

固定資産合計 3,025,047 46.2 3,114,356 45.9 3,124,311 47.2

資産合計 6,551,526 100.0 6,784,658 100.0 6,621,462 100.0

       

－ 6 －



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．買掛金 286,975 278,624 295,234

２．短期借入金 300,000 200,000 200,000

３．未払法人税等 105,191 118,875 42,806

４．未払費用 423,429 526,183 441,227

５．賞与引当金 246,894 222,507 236,444

６．役員賞与引当金 － 2,535 －

７．その他 244,221 318,858 265,426

流動負債合計 1,606,712 24.5 1,667,583 24.6 1,481,140 22.4

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 100,000 － 100,000

２．退職給付引当金 375,704 369,298 380,524

３．役員退職慰労引当金 91,355 95,562 94,097

固定負債合計 567,059 8.7 464,861 6.9 574,621 8.7

負債合計 2,173,771 33.2 2,132,445 31.4 2,055,761 31.0

（資本の部）

Ⅰ　資本金 374,048 5.7 － － 374,048 5.6

Ⅱ　資本剰余金 251,575 3.8 － － 251,575 3.8

Ⅲ　利益剰余金 3,708,373 56.6 － － 3,831,809 57.9

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

43,758 0.7 － － 108,268 1.6

資本合計 4,377,754 66.8 － － 4,565,700 69.0

負債、少数株主持分及
び資本合計

6,551,526 100.0 － － 6,621,462 100.0

       

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 374,048 5.5 － －

２　資本剰余金  － － 251,575 3.7 － －

３　利益剰余金  － － 3,917,188 57.7 － －

株主資本合計  － － 4,542,811 67.0 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価
差額金

 － － 100,738 1.5 － －

評価・換算差額等合計  － － 100,738 1.5 － －

Ⅲ　少数株主持分  － － 8,663 0.1 － －

純資産合計  － － 4,652,213 68.6 － －

負債純資産合計  － － 6,784,658 100.0 － －

－ 7 －



(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 6,324,979 100.0 6,320,098 100.0 12,555,218 100.0

Ⅱ　売上原価 5,205,980 82.3 5,206,546 82.4 10,281,334 81.9

売上総利益 1,118,999 17.7 1,113,551 17.6 2,273,884 18.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 974,000 15.4 940,097 14.9 1,920,803 15.3

営業利益 144,999 2.3 173,454 2.7 353,081 2.8

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 6,487 7,519 18,549

２．受取配当金 7,625 9,623 13,048

３．保険配当金 25,232 22,198 25,678

４．持分法による投資利
益

52,688 49,719 97,366

５．その他 17,387 109,421 1.7 8,822 97,882 1.5 16,041 170,685 1.4

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 3,705 1,836 6,452

２．障害者雇用納付金 9,600 10,600 9,600

３．その他 216 13,521 0.2 581 13,017 0.2 1,301 17,353 0.1

経常利益 240,899 3.8 258,319 4.1 506,412 4.0

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却益 － 24,811 11,152

２．役員退職慰労引当金
戻入益

15,834 － －

３．貸倒引当金戻入益 － 15,834 0.2 238 25,049 0.4 11,000 22,152 0.2

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除売却損 ※２ 227 125 712

２．関係会社株式売却損 － － 10,001

３．減損損失 ※５ 34,964 － 34,964

４.損害賠償金  － － 9,500

５．会員権売却損 200 － 200

６．事業所閉鎖損失  ※３ －   18,619   －   

７．その他 － 35,392 0.6 － 18,745 0.3 232 55,611 0.4

税金等調整前中間
（当期）純利益

221,341 3.5 264,623 4.2 472,953 3.8

法人税、住民税及び
事業税

※４ 87,720 102,253 100,442

法人税等調整額 － 87,720 1.4 － 102,253 1.6 64,355 164,797 1.3

 少数株主利益  － －  1,163 0.0  － －

中間（当期）純利益 133,620 2.1 161,207 2.6 308,156 2.5

       

－ 8 －



(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 251,575 251,575

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

251,575 251,575

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 3,668,151 3,668,151

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．中間（当期）純利益 133,620 133,620 308,156 308,156

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 89,698 89,698

２．役員賞与 3,700  3,700  

３.自己株式消却額 － 93,398 51,100 144,498

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

3,708,373 3,831,809

－ 9 －



(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

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年3月31日　残高
（千円）

374,048 251,575 3,831,809 4,457,432

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）   △70,758 △70,758

役員賞与（千円）   △5,070 △5,070

別途積立金（千円）     

中間純利益（千円）   161,207 161,207

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）
（千円）

   －

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － 85,379 85,379

平成18年9月30日　残高
（千円）

374,048 251,575 3,917,188 4,542,811

評価・換算差
額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価
証券評価差
額金

平成18年3月31日　残高
（千円）

108,268 － 4,565,700

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）   △70,758

役員賞与（千円）   △5,070

中間純利益（千円）   161,207

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）
（千円）

△7,529 8,663 1,134

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△7,529 8,663 86,512

平成18年9月30日　残高
（千円）

100,738 8,663 4,652,213

－ 10 －



(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

税金等調整前中間(当期)純
利益

221,341 264,623 472,953

減価償却費 11,633 10,836 23,036

減損損失 34,964 － 34,964

事業所閉鎖損失 － 4,951 －

連結調整勘定償却額 1,331 － 1,331

持分法による投資利益 △52,688 △49,719 △97,366

貸倒引当金の増加額 8,560 211 7,335

賞与引当金の減少額 △1,073 △13,936 △10,501

役員賞与引当金の増加額 － 2,535 －

退職給付引当金の減少額
（または増加額）

470 △11,225 9,478

役員退職慰労引当金の増加
額（または減少額）

△14,909 1,465 △9,286

受取利息及び受取配当金 △14,113 △17,142 △31,597

支払利息 3,705 1,836 6,452

投資有価証券売却益 － △24,811 △11,152

関係会社株式売却損 － － 10,001

有形固定資産除売却損 227 125 712

会員権売却損 200 － 200

売上債権の増加額（または
減少額）

△32,773 △58,526 5,385

たな卸資産の減少額（また
は増加額）

△340 632 411

その他の流動資産の増加額 △22,498 △33,180 △12,227

仕入債務の減少額（または
増加額）

1,506 △16,610 9,826

未払費用の増加額（または
減少額）

△18,416 85,108 932

未払消費税等の増加額 6,931 40,559 2,365

－ 11 －



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）

その他の流動負債の増加額 2,783 10,160 26,458

役員賞与の支払額 △3,700 △5,070 △3,700

その他 △12,206 △6,300 △5,115

小計 120,936 186,523 430,897

利息及び配当金の受取額 19,033 18,173 31,785

持分法適用会社からの配当
金

－ 3,000 3,000

利息の支払額 △3,406 △1,923 △6,545

法人税等の支払額 △11,751 △26,184 △87,445

営業活動によるキャッシュ・
フロー

124,813 179,589 371,691

Ⅱ　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 △120,000 △10,000 △120,000

定期預金の払戻による収入 20,000 10,000 30,000

有価証券の取得による支出 △100,535 － △133,189

有価証券の償還による収入 100,000 100,000 132,663

有形固定資産の取得による
支出

△29,246 △1,133 △56,693

有形固定資産の売却による
収入

860 － 860

無形固定資産の取得による
支出

△80 △6,414 △80

投資有価証券の取得による
支出

△96 △138,038 △203,433

投資有価証券の売却による
収入

 － 39,725 109,630

投資有価証券の償還による
収入

 － 17,588 －

関係会社株式取得による支
出

－ － △50,000

連結の範囲変更を伴う子会
社株式売却による増加額

 ※２ － － △5,685

連結子会社の株式売却によ
る収入

 － 7,500 －

出資金の取得による支出 △200,000 － △200,000

出資金の売却による収入 － － 7,997

－ 12 －



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）

長期前払費用の払込による
支出

△600 △2,306 △5,212

会員権の取得による支出 △1,000 － △1,000

会員権の売却による収入 1,800 － 2,873

貸付けによる支出 △2,280 △2,570 △4,760

貸付金の回収による収入 2,170 2,924 5,041

差入保証金の払込による支
出

△10,396 △2,737 △26,389

差入保証金の解約による収
入

2,440 10,788 18,759

金銭信託（固定）の預入に
よる支出

△40 － △72

保険積立金の払込による支
出

△4,219 △4,219 △8,438

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△341,221 21,106 △507,126

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

長期借入による収入 100,000 － 100,000

長期借入金の返済による支
出
 

△200,000 △100,000 △300,000

自己株式取得による支出 － － △51,100

配当金の支払額 △89,698 △70,758 △89,698

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△189,698 △170,758 △340,798

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額
（または減少額）

△406,106 29,937 △476,233

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

2,228,574 1,752,341 2,228,574

Ⅵ　 新規連結に伴う現金及び現金
同等物の増加額

－ 50,000 －

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期
末(期末)残高

※１ 1,822,468 1,832,278 1,752,341

     

－ 13 －



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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)

１．連結の範囲に関する事項 (1）子会社は次の3社でありこれら

は全て連結されております。

㈱三幸人材センター

かずさファシリティサービス㈱

㈱アセットビジョン

 

 

(1）子会社は次の2社でありこれら

は全て連結されております。

三幸ビルソリューション（株）

かずさファシリティサービス㈱

 

 

 上記のうち三幸ビルソリューショ

ン（株）については、当中間連結

会計期間において新たに設立した

ため、連結の範囲に含めておりま

す。

(1）子会社は次の１社であり、これ

らはすべて連結されております。

かずさファシリティサービス㈱

 

 

　なお、㈱三幸人材センターにつき

ましては、平成18年2月22日に全

株式を譲渡したため、株式譲渡日

までの財務諸表を連結しておりま

す。

㈱アセットビジョンにつきまして

は、平成18年3月31日に特別精算

を終了しており、清算終了日まで

の財務諸表を連絡しております。

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の関連会社数

２社

キャリアビジネス㈱ 

都市総合整備㈱

(1）持分法適用の関連会社数

同左

 

 

(1）持分法適用の関連会社数

同左

(2）持分法を適用してない関連会社

はコムコ㈱、㈲アッシュ・プラン

ニング及び幸栄リビルト㈱の３社

であり、それぞれ中間連結純利益

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

範囲から除外しております。

(2）同左 (2）持分法を適用していない関連会

社はコムコ㈱及び㈲アッシュプラ

ンニング及び幸栄リビルト（株）

の３社であり、それぞれ連結純利

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

範囲から除外しております。

 

３．連結子会社の（中間）決

算日等に関する事項

　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。

同左 　すべての連結子会社の事業年度の

末日は連結決算日と一致しておりま

す。

－ 14 －



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)

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

満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）

その他有価証券

　時価のあるもの

　中間決算日の市場価格

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)

　時価のないもの

移動平均法による原価法

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

満期保有目的の債券

同左

その他有価証券

　時価のあるもの

中間決算日の市場価格等

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)

 

　時価のないもの

同左

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

満期保有目的の債券

同左

その他有価証券

　時価のあるもの

　決算日の市場価格等に

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)

　時価のないもの

同左

②　たな卸資産

商品、原材料及び貯蔵品

　最終仕入原価法

②　たな卸資産

同左

②　たな卸資産

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

　主として定率法（ただし、平

成10年４月１日以降に取得した

建物（附属設備を除く）は定額

法）を採用しております。

　　なお、主な耐用年数は以下の

　とおりであります。

(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

同左

 

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

同左

 

 

建物及び構築物 10年～47年

機械装置及び車輌

運搬具
3年～15年

工具器具備品 4年～6年

  

  

  

  

②　無形固定資産

　定額法を採用しております。

ただし、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（5年）に基づいて

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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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)

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、

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

性を勘案し、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、支給見込額に基づき、計

上しております。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

同左

③役員賞与引当金

         ――――

③ 役員賞与引当金

 当社は役員賞与の支出に備えて、

当連結会計年度における支給見込

額の当中間連結会計期間負担額を

計上しております。

(会計方針の変更)

当中間連結会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」(企業会

計基準第4号　平成17年11月29

日)を適用しております。

これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前中間純利益は、そ

れぞれ2,535千円減少しておりま

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。

③ 役員賞与引当金

          ――――

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当社及び連結子会社の一部

は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。

　なお、数理計算上の差異はそ

の発生時の翌連結会計年度に全

額費用処理することとしており

ます。

④　退職給付引当金

同左

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当社及び連結子会社の一部

は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。

　なお、数理計算上の差異はそ

の発生時の翌連結会計年度に全

額費用処理することとしており

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、当社及び連結子会社

の一部は内規に基づく中間期末

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、当社及び連結子会社

の一部は内規に基づく期末要支

給額を計上しております。
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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)

(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

転するもの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）重要なヘッジ会計の方針

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては特例

処理の条件を充たしているので、

特例処理を採用しております。

(5）重要なヘッジ会計の方針

①　ヘッジ会計の方法

同左

(5）重要なヘッジ会計の方針

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段…金利スワップ

　ヘッジ対象…借入金

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

　金利変動リスク低減のため、

対象債務の範囲内でヘッジを

行っております。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　特例処理の要件を充たしてい

るため、有効性の評価を省略し

ております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(6）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(6）その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

　消費税等の会計処理

　消費税及び地方税の会計処理

は税抜方式によっております。

　消費税等の会計処理

　同左

　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（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲

　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僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限が到来する短期投資から

なっております。

同左 同左
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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の変更

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

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

前事業年度
（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より、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」(企業会計審議会平成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」(企業会計基準適用指針第

6号平成15年10月31日)を適用しており

ます。これにより税金等調整前中間純

利益は34,964千円減少しております。

なお、減損損失累計額については、改

正後の中間連結財務諸表規則に基づき

各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)

 当連結会計年度より、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

業会計審議会平成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」(企業会計基準適用指針第6号

平成15年10月31日)を適用しております。

これにより税金等調整前当期純利益は

34,964千円減少しております。

なお、減損損失累計額については、改

正後の連結財務諸表規則に基づき各資

産の金額から直接控除しております。

 ──────  (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合計に相当する金

額は4,643,550千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間連結財務諸表等規則の改正に伴い、

改正後の中間連結財務諸表等規則によ

り作成しております。

 ──────
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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
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は79,382 千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は62,467千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は80,343千円であります。

   

※２　  ──── ※２.中間連結会計期間末日満期手形

中間期末日の満期手形の会計処理は、

手形交換日をもって決済処理してお

ります。 なお、当中間会計末日は

金融機関の休日であったため、次の

中間期期末満期手形が中間期末残高

に含まれております。

　受取手形　　　　　　3,141千円

※２　  ────
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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。

※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。

※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 426,839千円

賞与引当金繰入額 89,980千円

退職給付引当金繰入額 10,563千円

役員退職慰労引当金繰

入額
1,003千円

貸倒引当金繰入額 8,560千円

給料手当 377,613千円

賞与引当金繰入額 66,989千円

退職給付引当金繰入額 7,753千円

役員退職慰労引当金繰

入額
1,582千円

 役員賞与引当金繰入

額
2,535千円 

給料手当 855,075千円

賞与引当金繰入額 85,821千円

退職給付引当金繰入額 19,751千円

役員退職慰労引当金繰

入額
1,792千円

※２．固定資産除売却損の内容は次の

とおりであります。

※２．固定資産除売却損の内容は次の

とおりであります。

※２．固定資産除売却損の内容は次の

とおりであります。

(1) 除却損   

　建物 190千円

　工具器具備品 37千円

　　　合計 227千円

(1) 除却損   

　建物 99千円

　工具器具備品 26千円

　　　合計 125千円

(1) 除却損   

　建物 599千円

　工具器具備品 112千円

　　　合計 712千円

※３．　　　────── ※３．事業所閉鎖損失は梱包事業所閉

鎖に伴うものであり、その内訳は次

のとおりであります。　

※３．　　　──────

建物等廃却損 4,951千円

建物等解体費用 12,480千円

その他 1,188千円

　　　合計 18,619千円
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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．当中間連結会計期間における税

金費用については、簡便法による税効

果会計を適用しているため、法人税等

調整額は「法人税、住民税及び事業

税」に含めて表示しております。

※４．　　　　同左 ※４．　　　──────

※５．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ております。

(減損損失を認識した資産の概要)

場所 用途 種類

福島県岩瀬

郡
遊休 土地

(グルーピングの方法)

　当社グループは原則として管理会計上

の区分を基準にグルーピングを行い、遊

休資産については、各物件単位でグルー

ピングしております。

(減損損失を認識するに至った経緯)

　遊休資産の土地の価額が下落している

ことにより、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額(34,964千円)を特

別損失に計上しております。

 (減損損失の金額)

 土地　　34,964千円

(回収可能価額の算定方法)

  回収可能価額は正味売却価額により測

定しており、信託銀行の調査による不動

産鑑定評価額に基づいて評価しておりま

す。

※５　   　──────  ※５．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

減損損失を計上しております。

(減損損失を認識した資産の概要)

場所 用途 種類

福島県岩瀬

郡
遊休 土地

(グルーピングの方法)

　当社グループは原則として管理会計上

の区分を基準にグルーピングを行い、遊

休資産については、各物件単位でグルー

ピングしております。

(減損損失を認識するに至った経緯)

　遊休資産の土地の価額が下落している

ことにより、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額(34,964千円)を特

別損失に計上しております。

 (減損損失の金額)

 土地　　 34,964千円

(回収可能価額の算定方法)

  回収可能価額は正味売却価額により測

定しており、信託銀行の調査による不動

産鑑定評価額に基づいて評価しておりま

す。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 3,537,920 － － 3,537,920

合計 3,537,920 － － 3,537,920

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 ２．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28日

定時株主総会
普通株式 70,758 20 平成18年3月31日 平成18年6月29日

 （２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月22日

取締役会
普通株式 35,379   利益剰余金 10 平成18年9月30日 平成18年12月12日
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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記載され

ている科目の金額との関係

（平成17年９月30日現在）

※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記載され

ている科目の金額との関係

（平成18年９月30日現在）

※１　現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に記載されている科

目の金額との関係

（平成18年３月31日現在）

①　現金及び預金

勘定
1,842,468千円

②　預入期間が

３ヶ月を超え

る定期預金

△20,000千円

③　現金及び現金

同等物
1,822,468千円

①　現金及び預金

勘定
1,842,278千円

②　預入期間が

３ヶ月を超え

る定期預金

△10,000千円

③　現金及び現金

同等物
1,832,278千円

①　現金及び預金

勘定
1,762,341千円

②　有価証券勘定 234,959千円

③　預入期間が

３ヶ月を超え

る定期預金

△10,000千円

④　株式及び償還

期間が３ヶ月

を超える債券

等

△234,959千円

⑤　現金及び現金

同等物
1,752,341千円

 ※２．当連結会計年度に株式の売却に

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（株）三幸人材セン

ター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（株）三幸人材センターの売却価額

と売却による収入は次のとおりであり

ます。

                            千円

流動資産　　　　　　　　　27,780

固定資産             　    4,843 

流動負債           　    △5,233

固定負債　　　           △7,068

株式売却損　 　  　　 　　△10,001

(株）三幸人材センター

　　　　 株式売却価格 　  10,320

(株)三幸人材センター

　　現金及び現金同等物　 △16,005

差引:売却による支出　　　　5,685
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①　リース取引

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)

　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

　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

　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

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

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

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）

中間期末
残高相当
額
（千円）

建物附属 5,348 2,317 3,030

車両運搬具 6,544 2,502 4,041

工具器具備品 140,188 52,301 87,887

ソフトウェア 3,000 1,150 1,850

合計 155,080 58,271 96,809

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）

建物附属 5,348 3,387 1,960

車両運搬具 7,441 2,213 5,228

工具器具備品 144,143 80,863 63,280

ソフトウェア 3,000 1,750 1,250

合計 159,933 88,213 71,720

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）

建物付属 5,348 2,852 2,495

車輌運搬具 6,544 3,156 3,387

工具器具備品 144,510 66,674 77,836

ソフトウェア 3,000 1,450 1,550

合計 159,402 74,133 85,269

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当額

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当額

②　未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

一年以内 30,782千円

一年超 69,900千円

　合計 100,683千円

一年以内 32,827千円

一年超 42,618千円

　合計 75,445千円

一年以内 32,311千円

一年超 56,907千円

　合計 89,218千円

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

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

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 16,757千円

減価償却費相当額 15,321千円

支払利息相当額 1,663千円

支払リース料 17,462千円

減価償却費相当額 16,039千円

支払利息相当額 1,335千円

支払リース料 34,091千円

減価償却費相当額 31,178千円

支払利息相当額 3,210千円

④　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　減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤　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

当額と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。

⑤　利息相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

同左

 (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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②　有価証券

（前中間連結会計期間）（平成17年９月30日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

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 － － －

(2)社債 400,535 398,831 △1,704

(3)その他 32,663 32,667 3

合計 433,198 431,498 △1,700

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

(1)株式 116,186 176,472 60,285

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 99,976 103,150 3,173

その他 100,000 97,590 △2,410

(3)その他 251,675 261,146 9,471

合計 567,839 638,359 70,520

３．時価のない有価証券の主な内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1)その他有価証券

非上場株式 138,166
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（当中間連結会計期間）（平成18年９月30日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

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 － － －

(2)社債 398,189 395,051 △3,138

(3)その他 132,654 132,689 35

合計 530,843 527,740 △3,102

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

(1)株式 104,078 260,646 156,567

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 99,996 100,400 403

その他 100,000 99,240 △760

(3)その他 289,080 300,007 10,926

合計 593,154 760,293 167,138

３．時価のない有価証券の主な内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1)その他有価証券

非上場株式 142,666

匿名組合出資 174,413
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（前連結会計年度）（平成18年３月31日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

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    

②社債 400,464 393,885 △6,579

③その他 132,654 132,796 142

合計 533,118 526,681 △6,436

２．その他有価証券で時価のあるもの

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 116,186 285,312 169,125

(2)債券

①国債・地方債等    

②社債 99,986 101,770 1,783

③その他 92,940 92,940 －

(3)その他 252,106 259,978 7,871

合計 561,220 740,000 178,780

３．時価のない有価証券の主な内容

連結貸借対照表計上額（千円）

(1)その他有価証券  

非上場株式 142,666

③　デリバティブ取引

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)及び前連結会計年度(自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

　当社グループのデリバティブ取引は借入金を対象とした金利スワップのみであり、金融商品に係る会計基準に

従って、当該金利スワップに係る金銭の受払の純額等を借入金に係る利息に加減して処理しているので、注記す

べき事項はありません。
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④　セグメント情報

ａ．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）

清掃事業
（千円）

設備事業
（千円）

警備事業
（千円）

その他事業
（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
3,014,671 1,780,892 573,091 956,323 6,324,979 － 6,324,979

②　セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － 63,065 63,065 △63,065 －

計 3,014,671 1,780,892 573,091 1,019,389 6,388,045 △63,065 6,324,979

営業費用 2,717,546 1,650,596 547,795 966,610 5,882,547 297,432 6,179,979

営業利益 297,125 130,296 25,296 52,779 505,497 △360,498 144,999

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）

清掃事業
（千円）

設備事業
（千円）

警備事業
（千円）

その他事業
（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
2,996,005 1,826,221 544,125 953,746 6,320,098 － 6,320,098

②　セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － － － － －

計 2,996,005 1,826,221 544,125 953,746 6,320,098 － 6,320,098

営業費用 2,699,169 1,689,027 521,340 869,247 5,778,785 367,857 6,146,643

営業利益 296,835 137,193 22,784 84,498 541,312 △367,857 173,454

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）

清掃事業
（千円）

設備事業
（千円）

警備事業
（千円）

その他事業
（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
6,040,880 3,528,698 1,103,665 1,881,973 12,555,218 － 12,555,218

②　セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － 63,065 63,065 △63,065 －

計 6,040,882 3,528,698 1,103,665 1,945,039 12,618,284 △63,065 12,555,218

営業費用 5,427,553 3,290,522 1,055,566 1,717,720 11,491,362 710,774 12,202,137

営業利益 613,327 238,175 48,099 227,319 1,126,921 △773,840 353,081

　（注）(1）事業区分の方法

　当社の事業区分はサービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。  
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　　　　(2）会計方針の変更　　　

　「中間連結財務諸表のための基本となる重要な事項」４.　(３)　③に記載のとおり、当中間連結会計期間よ

り「役員賞与に関する会計基準」　(企業会計基準第４号　平成17年11月29日)　を適用しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「消去または全社」の営業費用は2,535千円増加し、営業

利益が同額減少しております。

(2)各区分に属する主要な業務内容

①　清掃事業 オフィスビル等の清掃業務

②　設備事業 オフィスビル等の電気及び空調機器等諸設備の運転管理及び保守点検業務

③　警備事業 オフィスビル等の常駐警備及び駐車場管理業務

④　その他事業 不動産運営管理業務、プラントオペレーション業務、実験動物飼育等

(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、前中間連結会計期間360,498千円、

当中間連結会計期間367,857千円及び、前連結会計年度710,774千円でありその主なものは親会社の総務部門・

経理部門等の管理部門に係る費用であります。

ｂ．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)、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)及び前連結会計年度(自平成17年4月1日　至平成18年3月31日)において、本邦以外の国、又は地域

に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。

ｃ．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)、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)及び前連結会計年度(自平成17年4月1日　至平成18年3月31日)において、海外売上高がないため該

当事項はありません。
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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 1,220.14円

１株当たり中間純利益 37.24円

１株当たり純資産額 1,312.51円

１株当たり中間純利益 45.57円

１株当たり純資産額 1,289.07円

１株当たり当期純利益 84.84円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間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

 

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

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株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
平成17年9月30日

当中間連結会計期間
平成18年9月30日

前連結会計年度
　平成18年3月31日

純資産の部の合計 － 4,652,213 －

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
－ 8,663 －

（うち少数株主持分） － (8,663) －

普通株式に係る中間期末（期末）の純

資産額（千円）
－ 4,643,550 －

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た中間期末（期末）の普通株式の数

（株）

－ 3,537,920 －

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

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） 133,620 161,207 308,156

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 5,070

（うち利益処分による役員賞与金） － － (5,070)

普通株式に係る中間(当期)純利益（千円） 133,620 161,207 303,086

期中平均株式数（株） 3,587,920 3,537,920 3,572,441
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（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）

　当社は平成17年12月8日開催の臨時取

締役会において、商法第211条ノ3第１

項第2号の規定に基づき、自己株式を取

得すること及びその具体的な取得方法

を決議し、自己株式の取得を以下のと

おり実施いたしました。

（1）自己株式取得に関する取締役会

　

　　の決議内容

　　①　取得する株式の種類

　　　　当社普通株式

　　②取得する株式の総数

　　　　　　　　50,000株　（上限）

　　③取得価格の総額

　　　　　　　　55百万円　（上限）

　　④取得方法

　　　ジャスダック証券取引所の自己

　　　株式取得のための固定価格取引

　　　による買付け。

（2）取得日　

　　 平成17年12月9日

（3）その他

     上記固定価格取引による自己株

　　 式取得の結果、当社普通株式

　　　50,000株（取得価格51.1百円）

　　 を取得しました。

 ―――― 1.子会社設立

　当社は、平成１８年３月１４日開催の臨

時取締役会において、子会社の新設につい

て決議し、このたび、下記の通り設立手続

が完了いたしました。

（１）名称　三幸ビルソリューション

            株式会社

（２）住所　東京都渋谷区千駄ヶ谷

（３）目的　清掃ロボットの導入を意

            図した大規模施設の清掃

            業務に関する基盤強化　

（４）代表者氏名　代表取締役大倉慎一

（５）資本の額　　５０百万円

（６）事業の内容　大規模施設におけ

                  る清掃業務請負等

（７）設立年月日　平成１８年４月３日

（８）持分比率　　100％

 

２．富士重工業株式会社との業務提携・資

本提携及び子会社三幸ビルソリューション

株式会社の株式譲渡

 

　平成１８年４月３日に設立した子会社三

幸ビルソリューション株式会社は、清掃ロ

ボットの導入を意図した大規模施設の清掃

業務に関する業務基盤を強化するため、平

成１８年５月９日開催の同社取締役会にて

清掃ロボットの分野で先駆的立場にある富

士重工業株式会社と業務提携・資本提携を

行うことを決議しました。

　これにより当社は、三幸ビルソリュー

ション株式会社の株式の15％を、富士重工

業株式会社へ譲渡することとしました。

（1）提携先　富士重工業株式会社の概要

①　商号　富士重工業株式会社

②　代表者氏名　代表取締役　竹中恭二

③　本店所在地　東京都新宿区西新宿

④　設立年月日　昭和２８年７月１５日

⑤　主な事業目的　自動車・産業機器

    等の生産・販売

⑥　決算期　３月３１日

⑦　資本金の額　153,795百万円

⑧　最近の業績動向(平成17年3月期)

　　総資産　  938,003百万円

    売上高  　949,511百万円

    純利益　　  2,503百万円
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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）富士重工業株式会社に譲渡する株

　　　式の内容　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

①　株式引渡し時期　平成18年5月23日

②　売却する株式の数　150株

③　売却価額：7,500千円

④　売却損益　売却損益は発生しません

⑤　売却後の持分比率　85.0%
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