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上 場 会 社 名  株式会社 ハリマビステム          上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号 ９７８０                     ＵＲＬ http://www.bstem.co.jp/ 
代  表  者（役職名）代表取締役社長（氏名）鴻 義久 
問合せ先責任者（役職名）経理部 部長 （氏名）川﨑久典  ＴＥＬ (045)311－6241 
半期報告書提出予定日  平成19年12月10日           配当支払開始予定日  平成19年12月10日 
 

（百万円未満切捨て） 
１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
（１）連結経営成績                      （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 
19年9月中間期 
18年9月中間期 

百万円   ％

7,089  (7.2)

6,615  (4.9)

百万円   ％

150(  46.0)

102(△26.0)

百万円   ％ 

174(  45.1) 

120(△22.0) 

百万円   ％

71  (15.7)

62  (27.2)

19年3月期 13,559  (5.0) 195(△48.2) 324(△19.3) 93(△44.3)
 
 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 

 
19年9月中間期 
18年9月中間期 

円   銭

15    04 

12    98 

円    銭

－ 

－ 

19年3月期 19    64 － 

(参考) 持分法投資損益 19年9月中間期 3百万円 18年9月中間期 2百万円 19年3月期 7百万円 
 
（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 

 
19年9月中間期 
18年9月中間期 

百万円

7,658

7,476

百万円

3,568

3,594

％ 

46.5 

48.1 

円  銭

746    41

752    80

19年3月期 8,075 3,540 43.8 741    50

(参考) 自己資本 19年9月中間期 3,562百万円 18年9月中間期 3,594百万円 19年3月期 3,539百万円 
 
（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 

 
19年9月中間期 
18年9月中間期 

百万円

△43  

151  

百万円

104  

△151  

百万円 

△396   

△580   

百万円

1,560  

1,272  

19年3月期 246  109  △311   1,897  
 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

(基準日) 第 １ 
四半期末 

中間期末
第 ３ 
四半期末

期 末 年 間 

 
19年３月期 

 
― 

円 銭
  5  00

円 銭
―

円 銭
5  00

円 銭  
10 00

20年３月期（実績） 
 

―    5  00

20年３月期（予想）  
― 5  00 10 00

 

 
３．20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は対前期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通  期 14,500  (6.9) 270 (38.0) 290 (△10.6) 120   (28.0) 25  14



― 2 ― 

㈱ハリマビステム（9780）  平成20年３月期中間決算短信 
 
 

４．その他 
（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）   有 ・ 無 

 
（２）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更         有 ・ 無 
② ①以外の変更                有 ・ 無 

(注) 詳細は、16ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法」をご覧ください。 
 

（３）発行済株式数（普通株式） 
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年9月中間期 4,812,247株 18年9月中間期 4,812,247株 

 19年3月期      4,812,247株 
② 期末自己株式数           19年9月中間期   40,080株 18年9月中間期    37,361株 

 19年3月期         38,676株 
（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、22ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。 

 
（参考）個別業績の概要 

 
１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
（１）個別経営成績                        （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 
19年9月中間期 
18年9月中間期 

百万円   ％ 

6,421  (4.2) 

6,161  (5.9) 

百万円   ％

56(  64.0)

34(△42.4)

百万円   ％

103(  34.9)

76(△21.6)

百万円   ％

45 ( 13.7)

40 (110.1)

19年3月期 12,448  (5.0) 62(△71.7) 224(△19.5) 45(△52.3)
 
 １株当たり中間 

（当期）純利益 

 
19年9月中間期 
18年9月中間期 

円  銭 

9    54  

8    38  

19年3月期  9    48  
 
（２）個別財政状態 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 
19年9月中間期 
18年9月中間期 

百万円 

7,269 

7,283 

百万円

3,354

3,446

％

46.1

47.3

円  銭

702    98

721    69

19年3月期 7,792 3,363 43.2 704    51

 （参考）自己資本 19年9月中間期 3,354百万円 18年9月中間期 3,446百万円 19年3月期 3,363百万円 
 
２．20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通  期 13,000  (4.4) 145 (131.4) 180 (△19.9) 70  (54.6) 14  66  

 
※ 業績予想数値の前提条件等に関する注記 

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確
実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後、様々
な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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１. 経営成績 

（１） 経営成績に関する分析 

  ①当中間期の分析 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油をはじめとする資源価格の高止まりや米国経済情

勢などの懸念材料は残るものの、高水準の企業収益を背景に設備投資は増勢を維持し輸出も底堅く推

移していることから、景気は緩やかな回復基調が継続しました。 

当中間連結会計期間の業績につきましては、業界を取り巻く厳しい環境のなかで新規契約獲得に向

け営業活動に注力したことや子会社の業績が寄与した結果、売上高は７％強の増収となりました。利

益面につきましては、業務拡大のなかで販売費及び一般管理費を前年同期比並みに抑えたことにより

経常利益および中間純利益は増益となりました。 

以上の結果、売上高は前年同期比４億74百万円（7.2％）増加の70億89百万円となりました。 

利益につきましては、経常利益は、前年同期比54百万円（45.1％）増加の１億74百万円となり、中

間純利益は、前年同期比９百万円（15.7％）増加の71百万円となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 
(建築物総合サービス事業) 
当中間連結会計期間の建築物総合サービス事業の売上高は、前年同期比４億94百万円（7.8％）増

加の68億10百万円となり、営業利益は前年同期比52百万円（65.2％）増加の１億33百万円となりまし

た。 

(ホテル事業) 
ホテル事業の売上高は、前年同期比１百万円（1.3％）減少の１億 34 百万円となり、営業利益は前

年同期比０百万円（6.0％）減少の 11 百万円となりました。 
(その他の事業) 
その他の事業の売上高は、前年同期比18百万円（11.4％）減少の１億44百万円となり、営業利益は

前年同期比４百万円（49.8％）減少の４百万円となりました。 

 

②通期の見通し 
今後の日本経済の見通しにつきましては、米国経済の先行きや原油価格動向などの不透明な材料に

加え、設備投資などの民間需要の伸びが鈍化することにより景気回復基調が弱まることも見込まれま

す。 

こうした状況下のもと、当社グループは高品質なサービスの提供に努めるとともに、従来からの中

核事業分野に加え、ＰＦＩ事業、指定管理者業務、およびプロパティ・マネジメント業務の拡大など

新規及び関連の事業分野への展開により事業の推進を図っていく所存であります。 

通期の業績予想につきましては、連結売上高145億円、営業利益2億70百万円、経常利益2億90百万

円、当期純利益1億20百万円を見込んでいます。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

当中間連結会計期間における「現金及び現金同等物」は、営業活動によるキャッシュ・フローが43

百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローは1億4百万円の収入及び財務活動によるキャッシ

ュ・フローは、3億96百万円の支出となり、その結果、前連結会計年度末より3億36百万円減少し15億
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60百万円（前年同期に比べ2億88百万円増加）となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、43百万円の支出（前年同期は1億51百万円の収入）となり

ました。これは増加要因として、税金等調整前中間純利益が1億78百万円（前年同期は1億24百万円）、

仕入債務の増加額が3百万円（前年同期は65百万円の減少）があげられます。  一方、減少要因とし

て、保険解約益が32百万円（前年同期比27百万円の増加）、役員退職慰労引当金の減少額が76百万円

（前年同期比76百万円の増加）、売上債権の増加額が25百万円（前年同期は11百万円の減少）、その他

の流動負債の増加額が55百万円（前年同期は1億35百万円の増加）、法人税等の支払額が1億33百万円

（前年同期比57百万円の増加）になったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、1億4百万円の収入（前年同期は1億51百万円の支出）とな

りました。これは主として、保険積立金の減少による収入が2億37百万円あったこと、一方、前年同

期の定期預金の預入による支出40百万円が当中間連結会計期間はなかったことによるものでありま

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、3億96百万円の支出（前年同期は5億80百万円の支出）とな

りました。これは主として、短期借入金の増加額が25百万円（前年同期比1億78百万円の収入増加）

になったことによるものであります。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策として位置づけており、業績に裏付けされた成果

の配分を長期にわたり安定的に行うことを基本方針としております。 

   内部留保金については、今後の事業の拡大による資金需要に備えるとともに、経営基盤の強化を図

り、将来の成長と収益力向上のために活用する予定であります。 

    上記方針に基づき厳しい経営環境ではありますが、当期の配当につきましては、年間 10 円(うち中

間５円)とする予定であります。なお、連結配当性向(予定)は、39.8％であります。 
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２．企業集団の状況

事業（居宅介護支援業、トナー販売業、レストラン業、保険代理業）を営んでおります。

以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。

得
意

技術援助 先

(

（

事務代行

当 得

○ （株）ビステム・クリーン

○ （株）不二ハウジング

意
◎調和小学校市民サービス（株）
◎（株）モマ神奈川パートナーズ

先

（

事

社 務 事務代行

代 （
行

厚生施設の賃貸

業務の流れ

そ   の    他

○ 連結子会社 ８社

● 関連会社で持分法適用会社 １社

◎ 関連会社で持分法非適用会社 ３社

子会社及び関連会社以外の関係会社 １社

｜

業

当企業集団は、株式会社ハリマビステム（当社）及び子会社８社、子会社を除く関係会社12社で構成されて

◎ 上 海 環 月 物 業 管 理 有 限 公 司

○ エヌケー建物管理（株）

建

○ （株）ビー・ジー・エム

おり、建築物総合サービス事業（清掃業、設備保守管理業、警備業、工営業等）、ホテル事業、その他の

築

物

総

海
外

●上海陸家嘴貝思特物業管理 有限 公司

○（株）ビステム・イー

人材派遣

ビ

ス

ﾎ
ﾃ
ﾙ
事
業

○ （株）セーブ・イー
の

そ

※

※ （有）おおとり

他

の

事

国
内

合

○ （株）クリーンメイト

○共和防災設備（株）

事

業

サ

業務委託         清掃・設備・警備・工営業等

   清掃・設備・警備・工営業等

トナー販売業等

ホテル業

 業務委託

清掃・設備・警備・工営業等

   　　 清掃・設備・警備・工営業等

 業務委託
       清掃・設備・警備・工営業等

                                               　　　     　清掃・設備・警備・工営業等

　　　　　保険代理業

 業務委託

業務委託

居宅介護支援業

清掃業等

                                               　　　     　　　　　　レストラン業

－ 5 －
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３．経営方針 

「経営の基本方針」、「中長期的な経営戦略と対処すべき課題」につきましては、平成 19 年３月期中

間決算短信(平成 18 年 11 月８日付)により、「目標とする経営指標」につきましては、平成 19 年３月

期決算短信(平成 19 年５月 16 日付)により開示を行った内容から重要な変更がないため、開示を省略

します。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

(当社ホームページ) 

http://www.bstem.co.jp/ 

(ジャスダック証券取引所ホームページ(「ＪＤＳ」検索ページ)) 

http://jds.jasdaq.jp/tekiji/ 

 



 
 
 

㈱ハリマビステム(9780)  平成20年３月期中間決算短信 

― 7 ― 

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18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 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  1,689,105 1,977,448  2,314,038 

２ 受取手形及び売掛金  1,398,055 1,479,927  1,419,198 

３ たな卸資産  31,522 43,828  28,134 

４ その他  220,177 232,932  205,636 

５ 貸倒引当金  △951 △595  △984 

流動資産合計  3,337,910 44.6 3,733,541 48.8  3,966,024 49.1

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物  664,693 657,163  673,214 

(2) 土地  544,840 554,912  554,912 

(3) その他  18,323 17,846  17,900 

有形固定資産合計  1,227,857 16.4 1,229,922 16.1  1,246,027 15.4

２ 無形固定資産    

(1) のれん  ― 105,306  112,568 

(2) その他  18,896 34,896  19,167 

  18,896 0.3 140,203 1.8  131,736 1.7

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  843,936 639,782  676,441 

(2) 保険積立金  1,211,863 919,054  1,087,254 

(3) 保証金  368,049 378,536  384,015 

(4) その他  590,552 728,866  700,821 

(5) 貸倒引当金  △122,080 △111,667  △117,038 

投資その他の資産 
合計 

 2,892,321 38.7 2,554,573 33.3  2,731,493 33.8

固定資産合計  4,139,075 55.4 3,924,698 51.2  4,109,258 50.9

資産合計  7,476,985 100.0 7,658,240 100.0  8,075,282 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 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  369,779 415,210  411,397 

２ 短期借入金  1,523,028 1,454,424  1,577,840 

３ 未払法人税等  70,025 58,021  143,930 

４ 賞与引当金  174,209 182,076  185,765 

５ 受注損失引当金 

６  その他 

 

425

706,369

16,617

786,946

 

12,314 

702,902 

流動負債合計  2,843,836 38.0 2,913,295 38.0  3,034,150 37.6

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  812,100 817,042  1,065,708 

２ 退職給付引当金  220,011 236,602  230,518 

３ 役員退職慰労引当金  ― 97,905  174,281 

４ その他  6,474 24,758  29,737 

固定負債合計  1,038,585 13.9 1,176,308 15.4  1,500,245 18.6

負債合計  3,882,421 51.9 4,089,604 53.4  4,534,396 56.2

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  654,460 8.8 654,460 8.5  654,460 8.1

２ 資本剰余金  635,900 8.5 635,900 8.3  635,900 7.9

３ 利益剰余金  2,143,054 28.7 2,198,830 28.7  2,150,923 26.6

４ 自己株式  △11,818 △0.2 △12,817 △0.1  △12,334 △0.2

株主資本合計  3,421,595 45.8 3,476,373 45.4  3,428,948 42.4

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 

  評価差額金 
 167,729 2.2 74,405 1.0  103,924 1.3

２ 為替換算調整勘定  5,237 0.1 11,226 0.1  6,751 0.1

評価・換算差額等 

合計 
 2.3 1.1  1.4

Ⅲ 少数株主持分  

172,967

―

85,631

6,631 0.1  

110,675 

1,261 0.0

純資産合計  3,594,563 48.1 3,568,636 46.6  3,540,886 43.8

負債純資産合計  7,476,985 100.0 7,658,240 100.0  8,075,282 100.0
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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18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19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18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 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  6,615,661 100.0 7,089,847 100.0  13,559,322 100.0

Ⅱ 売上原価  5,593,811 84.6 6,020,843 84.9  11,444,044 84.4

売上総利益  1,021,849 15.4 1,069,004 15.1  2,115,277 15.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 役員報酬 65,361 65,142 132,581  

２ 給料及び賞与 357,643 352,581 751,779  

３ 賞与引当金繰入額 35,643 33,041 37,138  

４ 退職給付引当金 
  繰入額 

2,991 2,215 6,486  

５ 役員退職慰労引当金 
  繰入額 

― 2,103 6,311  

６ 賃借料 135,326 141,775 276,736  

７ 貸倒引当金繰入額 ― 1,360 2,519  

８ その他 322,043 919,009 13.8 320,676 918,898 13.0 706,073 1,919,627 14.2

営業利益  102,839 1.6 150,105 2.1  195,649 1.4

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息 5,230 9,275 11,902  

２ 受取配当金 8,415 6,120 9,463  

３ 受取雇用開発助成金 3,985 2,484 6,415  

４ 持分法による 
  投資利益 

2,269 3,202 7,495  

５ 保険解約益 

６  その他 

5,033 

9,281 34,216 0.5

32,975

10,715 64,774 0.9

106,325 

21,478 

 

163,080 1.2

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息 14,078 16,952 28,102  

２ 投資事業組合損失 

３  保険解約損 

４ その他 

2,100 

― 

608 16,787 0.3

6,155

13,939

3,302 40,349 0.5

4,359 

― 

1,998 

 

 

34,460 0.2

経常利益  120,269 1.8 174,530 2.5  324,269 2.4

Ⅵ 特別利益    

１ 貸倒引当金戻入益 4,300 3,710 11,828  

２ 投資有価証券売却益 ― 4,300 0.1 ― 3,710 0.0 87,291 99,119 0.7

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売却損 ― ― 1,671  

２ 固定資産除却損 56 233 70  

３ 投資有価証券評価損 ― ― 2,801  

４ 減損損失 ― ― 3,550  

５ 役員退職慰労引当金 

  繰入額 
― 56 0.0 ― 233 0.0 167,970 176,064 1.3

税金等調整前中間 
(当期)純利益 

 124,512 1.9 178,008 2.5  247,324 1.8

法人税、住民税及び 
事業税 

62,169 49,699 206,207  

法人税等調整額 316 62,486 1.0 51,164 100,863 1.4 △53,915 152,292 1.1

少数株主利益  ― 5,369 0.1  1,261 0.0

中間(当期)純利益  62,026 0.9 71,774 1.0  93,770 0.7
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③ 中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間(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 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 654,460 635,900 2,104,912 △10,952 3,384,319

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 （注） ― ― △23,884 － △23,884

 中間純利益 ― ― 62,026 － 62,026

 自己株式の取得 ― － － △866 △866

 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) 

― － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円) 
― － 38,142 △866 37,275

平成18年９月30日残高(千円) 654,460 635,900 2,143,054 △11,818 3,421,595

 

評価・換算差額等 
 

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) 207,023 3,826 210,850 3,595,170

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 （注） － － － △23,884

 中間純利益 － － － 62,026

 自己株式の取得 － － － △866

 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) 

△39,293 1,410 △37,882 △37,882

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△39,293 1,410 △37,882 △607

平成18年９月30日残高(千円) 167,729 5,237 172,967 3,594,563

（注）平成18年6月29日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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当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日残高(千円) 654,460 635,900 2,150,923 △12,334 3,428,948

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 － － △23,867 － △23,867

 中間純利益 － － 71,774 － 71,774

 自己株式の取得 － － － △482 △482

 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) 

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円) 
－ － 47,907 △482 47,425

平成19年９月30日残高(千円) 654,460 635,900 2,198,830 △12,817 3,476,373

 

評価・換算差額等 
 

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 

 
少数株主持分 

 
 

純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) 103,924 6,751 110,675 1,261 3,540,886

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 － － － － △23,867

 中間純利益 － － － － 71,774

 自己株式の取得 － － － － △482

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) 

△29,518 4,474 △25,044 5,369 △19,674

中間連結会計期間中の変動額
合計(千円) 

△29,518 4,474 △25,044 5,369 27,750

平成19年９月30日残高(千円) 74,405 11,226 85,631 6,631 3,568,636
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前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 654,460 635,900 2,104,912 △10,952 3,384,319

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当 (注) ― ― △23,884 ― △23,884

剰余金の配当 ― ― △23,874 ― △23,874

 当期純利益 ― ― 93,770 ― 93,770

 自己株式の取得 ― ― ― △1,382 △1,382

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

― ― 46,011 △1,382 44,628

平成19年３月31日残高(千円) 654,460 635,900 2,150,923 △12,334 3,428,948

 

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 

為替換算調整勘定
評価・換算差額等

合計 
 

 

平成18年３月31日残高(千円) 207,023 3,826 210,850 ― 3,595,170

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当 (注) ― ― ― ― △23,884

剰余金の配当 ― ― ― ― △23,874

 当期純利益 ― ― ― ― 93,770

 自己株式の取得 ― ― ― ― △1,382

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

△103,099 2,924 △100,175 1,261 △98,913

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

△103,099 2,924 △100,175 1,261 △54,284

平成19年３月31日残高(千円) 103,924 6,751 110,675 1,261 3,540,886

（注）平成18年6月29日開催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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④ 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18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日
至 平成19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18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分 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 

124,512 178,008 247,324

減価償却費 18,952 19,327 40,464

固定資産除売却損 56 233 1,742

保険解約益 ― △32,975 △106,325

保険解約損 ― 13,939 ―

投資有価証券売却益 ― ― △87,291

減損損失 ― ― 3,550

退職給付引当金の増加額 3,288 6,084 9,836

役員退職慰労引当金の増加 

(△減少)額 
― △76,376 174,281

貸倒引当金の減少額 △4,300 △5,761 △9,308

賞与引当金の減少額 △3,621 △3,689 △286

受取利息及び受取配当金 △13,646 △15,396 △21,365

支払利息 14,078 16,952 28,102

売上債権の減少(△増加)額 11,228 △25,577 14,890

たな卸資産の減少(△増加)額 18,918 △15,693 22,306

その他の流動資産の減少 
(△増加)額 

△25,208 △34,698 390

仕入債務の増加(△減少)額 △65,276 3,812 △33,462

未払消費税等の増加 
(△減少)額 

11,126 △6,255 18,187

その他の流動負債の増加額 135,490 55,137 66,941

その他 1,346 13,909 33,144

小計 226,946 90,981 403,122

利息及び配当金の受取額 15,662 16,395 20,475

利息の支払額 △13,945 △17,086 △28,326

法人税等の支払額 △76,906 △133,940 △148,492

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

151,757 △43,649 246,779
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日
至 平成19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18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分 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 

定期預金の預入による支出 △40,000 ― △40,000

連結範囲の変更を伴う子会
社株式の取得による支出 

― ― △80,847

有形固定資産の取得による 
支出 

△2,284 △2,935 △46,799

有形固定資産の売却による 
収入 

― ― 100

投資有価証券の取得による 
支出 

△5,090 △21,628 △5,699

投資有価証券の売却による 
収入 

― ― 143,458

保険積立金の増加による 
支出 

△39,510 △49,706 △72,656

保険積立金の減少による 
収入 

15,825 237,113 236,638

長期前払費用の減少による 
収入 

― ― 97,770

貸付けによる支出 △68,866 △34,170 △99,933

貸付金の回収による収入 7,626 4,965 8,611

その他 △18,756 △29,375 △30,821

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

△151,056 104,263 109,819

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

短期借入金の増加 
(△減少)額 

△153,510 25,400 △248,362

長期借入れによる収入 300,000 300,000 1,400,000

長期借入金の返済による 
支出 

△702,616 △697,482 △1,414,344

自己株式の取得による支出 △866 △482 △1,382

配当金の支払額 △23,746 △23,857 △47,708

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

△580,738 △396,421 △311,796

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

251 △782 344

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加 
(△減少)額 

△579,786 △336,590 45,147

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

1,852,391 1,897,538 1,852,391

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

1,272,605 1,560,948 1,897,538
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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 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事

項 

 子会社は次の７社であり、これ

らはすべて連結されております。

  ㈱ビステム・イー 

  ㈱セーブ・イー 

  ㈱ビー・ジー・エム 

  ㈱ビステム・クリーン 

  ㈱クリーンメイト 

  共和防災設備㈱ 

  ㈱不二ハウジング 

子会社は次の８社であり、こ

れらはすべて連結されておりま

す。 

  ㈱ビステム・イー 

  ㈱セーブ・イー 

  ㈱ビー・ジー・エム 

  ㈱ビステム・クリーン 

  ㈱クリーンメイト 

  共和防災設備㈱ 

  ㈱不二ハウジング 

  エヌケー建物管理㈱ 

 

子会社は次の８社であり、こ

れらはすべて連結されておりま

す。 

  ㈱ビステム・イー 

  ㈱セーブ・イー 

  ㈱ビー・ジー・エム 

  ㈱ビステム・クリーン 

  ㈱クリーンメイト 

  共和防災設備㈱ 

  ㈱不二ハウジング 

  エヌケー建物管理㈱ 

このうち、エヌケー建物管理  

㈱については、当連結会計年度

において株式取得したことによ

り下期首から連結子会社に含め

ております。 

２ 持分法の適用に関する

事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ)持分法適用の関連会社数： 

１社

   会社名 

    上海陸家嘴貝思特物業管

理有限公司 

 

(ロ) 持分法を適用していない関

連会社(メディカル・サニテ

ーション・サービス㈱、㈱大

和コミュニティーシステム、

調和小学校市民サービス㈱、

エコテクノロジー㈱、㈱モマ

神奈川パートナーズ、駒場オ

ープンラボＰＦＩ㈱、墨田コ

ートハウスサービス㈱、ＰＦ

Ｉ柏保健医療福祉施設㈱、は

るひ野コミュニティサービス

㈱)は、それぞれ中間連結純

損益及び連結利益剰余金等に

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。 

 

(イ)持分法適用の関連会社数： 

1社

   会社名 

       同左 

      

        

(ロ) 持分法を適用していない関

連会社(メディカル・サニテ

ーション・サービス㈱、㈱大

和コミュニティーシステム、

調和小学校市民サービス㈱、

エコテクノロジー㈱、㈱モマ

神奈川パートナーズ、駒場オ

ープンラボＰＦＩ㈱、墨田コ

ートハウスサービス㈱、ＰＦ

Ｉ柏保健医療福祉施設㈱、は

るひ野コミュニティサービス

㈱、上海環月物業管理有限公

司は、それぞれ中間連結純損

益及び連結利益剰余金等に及

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。 

(イ)持分法適用の関連会社数： 

１社

   会社名 

       同左 

 

 

(ロ)持分法を適用していない関連

会社(メディカル・サニテー

ション・サービス㈱、㈱大和

コミュニティーシステム、調

和小学校市民サービス㈱、エ

コテクノロジー㈱、㈱モマ神

奈川パートナーズ、駒場オー

プンラボＰＦＩ㈱、墨田コー

トハウスサービス㈱、ＰＦＩ

柏保健医療福祉施設㈱、はる

ひ野コミュニティサービス

㈱)は、それぞれ連結純損益

及び連結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 連結子会社の中間決算

日(事業年度)に関する

事項 

 連結子会社の中間決算日は、い

ずれも平成18年６月30日でありま

す。 

 中間連結財務諸表作成に当たっ

ては、同中間決算日現在の中間財

務諸表を使用しております。ただ

し、平成18年７月１日から平成18

年９月30日までの期間に発生した

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。 

 

 

 連結子会社の中間決算日は、い

ずれも平成19年６月30日でありま

す。 

 中間連結財務諸表作成に当た

っては、同中間決算日現在の中

間財務諸表を使用しておりま

す。ただし、平成19年７月１日

から平成19年９月30日までの期

間に発生し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。 

 

 連結子会社の決算日は、いずれ

も平成18年12月31日であります。

 

 連結財務諸表作成に当たって

は、同決算日現在の財務諸表を使

用しております。ただし、平成19

年１月１日から平成19年３月31日

までの期間に発生した重要な取引

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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項目 
 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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 

  イ 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 

     移動平均法による原価

法 

     なお、投資事業有限責

任組合への出資(証券

取引法第２条第２項に

より有価証券とみなさ

れるもの)について

は、組合規約に規定さ

れる決算報告日に応じ

て入手可能な 近の決

算を基礎とし、持分相

当額を純額で取り込む

方法によっておりま

す。 

②  

 

 ③ たな卸資産 

  イ 未成工事支出金 

    個別法による原価法 

  ロ 貯蔵品 

    終仕入原価法 

(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 

  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、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

   建物及び構築物 

           22～47年

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

 ① 有価証券 

  イ その他有価証券 

    時価のあるもの 

同左 

    

 

 

 

 

 時価のないもの 

移動平均法による原価

法 

なお、投資事業有限責

任組合への出資(金融

商品取引法第２条第２

項により有価証券とみ

なされるもの)につい

ては、組合規約に規定

される決算報告日に応

じて入手可能な 近の

決算を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込

む方法によっておりま

す。 

② デリバティブ  

    時価法 

③ たな卸資産 

  イ 未成工事支出金 

同左 

  ロ 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 

同左 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（会計方針の変更） 

   法人税法の改正に伴い、平成

  19年４月１日以降に取得した有

  形固定資産については、改正後

  の法人税法に規定する減価償却

方法によっております。これに

伴う売上総利益、営業利益、経

常利益及び税金等調整前中間純

利益に与える影響額は軽微であ

ります。 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

 ① 有価証券 

  イ 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 

移動平均法による原価

法 

なお、投資事業有限責

任組合への出資(証券

取引法第２条第２項に

より有価証券とみなさ

れるもの )について

は、組合規約に規定さ

れる決算報告日に応じ

て入手可能な 近の決

算を基礎とし、持分相

当額を純額で取り込む

方法によっておりま

す。 

②  

 

③ たな卸資産 

  イ 未成工事支出金 

同左 

  ロ 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 

同左 
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項目 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

    （追加情報） 

法人税法の改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した資

産については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の５％に到達

した連結会計年度の翌連結会計

年度より、取得価額の５％相当

額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上しております。

これに伴う売上総利益、営業利

益、経常利益及び税金等調整前

中間純利益に与える影響額は軽

微であります。 

 

 

  ② 無形固定資産 

  見込利用可能期間(５年)に基

づく定額法 

 ② 無形固定資産 

同左 

 ② 無形固定資産 

同左 

 

 (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

念債権及び破産更生債権等特

定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。 

② 賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支給に

備えるため、将来の支給見込額

のうち当中間連結会計期間の負

担額を計上しております。 

③ 受注損失引当金 

  受注契約に係る将来の損失に

備えるため、当中間連結会計期

間末における未実施契約残高の

うち損失の発生が見込まれ、か

つその損失見込額を合理的に見

積もることができるものについ

て、当該損失見込額を計上して

おります。 

    （追加情報） 

受注契約に係る将来の損失見

込額については、従来、当該

契約の売上計上時に認識して

おりましたが、内部管理体制

が整備されたため当中間連結

会計期間より引当計上するこ

ととしております。この結

果、従来の方法によった場合

と比較して、売上総利益、営

業利益、経常利益及び税金等

調整前中間純利益がそれぞれ

425千円少なく計上されており

ます。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

② 賞与引当金 

同左 

 

 

 

③ 受注損失引当金 

   受注契約に係る将来の損失に

備えるため、当中間連結会計期

間末における未実施契約残高の

うち損失の発生が見込まれ、か

つその損失見込額を合理的に見

積もることができるものについ

て、当該損失見込額を計上して

おります。 

 

(3) 重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

② 賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支給 

に備えるため、将来の支給見込

額のうち当連結会計年度の負担

額を計上しております。 

③ 受注損失引当金 

    受注契約に係る将来の損失に

備えるため、当連結会計年度末

における未実施契約残高のうち

損失の発生が見込まれ、かつそ

の損失見込額を合理的に見積も

ることができるものについて、

当該損失見込額を計上しており

ます。  

      （追加情報） 

     受注契約に係る将来の損失

見込額については、従来、当該

契約の売上計上時に認識してお

りましたが、内部管理体制が整

備されたため当連結会計年度よ

り引当計上することとしており

ます。この結果、従来の方法に

よった場合と比較して、売上総

利益、営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益がそれ

ぞれ12,314千円少なく計上され

ております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  ④  退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務の見込額に

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

(10年)による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理し

ております。 

 ⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ 退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく期

末要支給額を計上しておりま

す。なお、平成19年５月16日

開催の取締役会において、役

員退職慰労金制度を廃止し、

平成19年６月28日開催の定時

株主総会終結時までの在任期

間に対応する退職慰労金を各

役員の退任時に支払うことが

決議されたため、当該期間に

対応する内規に基づく要支給

額を計上しております。 

（追加情報） 

役員退職慰労引当金は、従

来支出時の費用として処理し

ておりましたが、前連結会計

年度の下期より内規に基づく

期末要支給額を役員退職慰労

引当金として計上する方法に

変更しております。従って、

前中間連結会計期間は従来の

方法によっており、変更後の

方法によった場合と比較し

て、営業利益及び経常利益は

それぞれ2,103千円、税金等調

整前中間純利益が170,074千円

多く計上されております。 

 ④  退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務の見込額に基

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

(10年)による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理し

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給に 

備えるため、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18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、中

間連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しており

ます。 

  また、持分法適用の在外関連

会社は、当該関連会社の中間決

算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は純資産の

部における為替換算調整勘定に

含めて計上しております。 

 

(5) 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。 

(6) 消費税等の会計処理 

  税抜方式によっております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左 

 

 

 

 

 

(6) 消費税等の会計処理 

同左 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

  外貨建金銭債権債務は、連

結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。 

  また、持分法適用の在外関

連会社は、当該関連会社の決

算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は純資

産の部における為替換算調整

勘定に含めて計上しておりま

す。 

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左 

 

 

 

 

 

(6) 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

月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 

 

同左 
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(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18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

建築物総合 

サービス事業

（千円）  

ホテル事業 

（千円） 

その他の事業
  

（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) セグメント間の内部売上高 

                     又は振替高 

6,316,352

13,567

135,912

－

163,396

2,245

6,615,661

15,813

－ 

(15,813) 

6,615,661

－

            計 6,329,920 135,912 165,642 6,631,474 (15,813) 6,615,661

 営業費用 6,248,877 123,829 155,927 6,528,634 (15,813) 6,512,821

 営業利益 81,042 12,083 9,714 102,839 － 102,839

  （注）１．事業区分は、内部管理上採用している事業別の区分によっております。 

        ２．各事業区分の事業内容 

           （１）建築物総合サービス事業    清掃業、設備保守管理業、警備業、工営業等 

           （２）ホテル事業                ホテル業 

           （３）その他の事業              居宅介護支援業、トナー販売業、レストラン業、保険代理業 

 

当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 

建築物総合 

サービス事業

（千円）  

ホテル事業 

（千円） 

その他の事業
  

（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) セグメント間の内部売上高 

                     又は振替高 

6,810,934

13,879

134,180

－

144,732

2,075

7,089,847

15,954

－ 

(15,954) 

7,089,847

－

            計 6,824,814 134,180 146,808 7,105,802 (15,954) 7,089,847

 営業費用 6,690,943 122,825 141,928 6,955,697 (15,954) 6,939,742

 営業利益 133,870 11,355 4,879 150,105 － 150,105

  （注）１．事業区分は、内部管理上採用している事業別の区分によっております。 

        ２．各事業区分の事業内容 

           （１）建築物総合サービス事業    清掃業、設備保守管理業、警備業、工営業等 

           （２）ホテル事業                ホテル業 

           （３）その他の事業              居宅介護支援業、トナー販売業、レストラン業、保険代理業 
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前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 

建築物総合 

サービス事業 

（千円）  

ホテル事業 

（千円） 

その他の事業
  

（千円）  

計     

（千円）  

消去又は全社 

（千円）   

連  結   

（千円）  

Ⅰ 売上高 

(1) 外部顧客に対する売上高 

(2) セグメント間の内部売上高 

                     又は振替高 

12,982,913

27,514

272,439

―

303,970

3,808

13,559,322

31,322

 

― 

(31,322) 

13,559,322

―

            計 13,010,427 272,439 307,778 13,590,645 (31,322) 13,559,322

 営業費用 12,851,164 245,053 298,778 13,394,995 (31,322) 13,363,672

 営業利益 159,263 27,385 9,000 195,649 ― 195,649

  （注）１．事業区分は、内部管理上採用している事業別の区分によっております。 

        ２．各事業区分の事業内容 

           （１）建築物総合サービス事業    清掃業、設備保守管理業、警備業、工営業等 

           （２）ホテル事業                ホテル業 

           （３）その他の事業              居宅介護支援業、トナー販売業、レストラン業、保険代理業 

 

所在地別セグメント情報 

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

平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成

19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。 

 

海外売上高 

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

平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成

19年３月31日) 

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

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 752円80銭 746円41銭 741円50銭 

１株当たり中間(当期)純利益

金額 
12円98銭 15円04銭 19円64銭 

潜在株式調整後１株当たり 

中間(当期)純利益金額 

 潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額につ

いては潜在株式がないた

め記載しておりません。 

 

 潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額につ

いては潜在株式がないた

め記載しておりません。 

 

 潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式がない

ため記載しておりませ

ん。 

(注)１．１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18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純利益(千円) 62,026 71,774 93,770

普通株式に係る 
中間(当期)純利益(千円) 

62,026 71,774 93,770

普通株式の期中平均株式数(株) 4,776,059 4,772,911 4,775,109

２．１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末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 3,594,563 3,568,636 3,540,886

純資産の部の合計額から控除す
る金額(千円) 

― 6,631 1,261

  （うち少数株主持分） ― (6,631) (1,261)

普通株式に係る中間期末(期末) 
の純資産額(千円) 

3,594,563 3,562,005 3,539,624

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) 

4,774,886 4,772,167 4,773,571

 

(重要な後発事象) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

 

      同左       同左 

 

(開示の省略) 
 
 中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書、リース取引、有価証券、デリバティブ取引に関する注記事項については、中間

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため開示を省略します。 

また、ストック・オプション等、企業結合等に関する注記事項については、該当事項はありませ

ん。 
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５ 中間個別財務諸表等 

  中間個別財務諸表 

①中間貸借対照表 

 

 
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 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  1,384,009 1,581,433  1,992,717 

２ 受取手形 

３ 売掛金 

 

―

1,365,579

―

1,399,628

 

3,300 

1,324,485 

４ たな卸資産  15,097 16,203  14,958 

５ その他  232,449 223,312  235,646 

６ 貸倒引当金  △546 △140  △529 

流動資産合計  2,996,590 41.1 3,220,437 44.3  3,570,578 45.8

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物  648,724 642,081  656,021 

(2) 土地  544,840 554,912  554,912 

(3) その他  17,736 18,373  18,328 

有形固定資産合計  1,211,301 16.6 1,215,367 16.7  1,229,262 15.8

２ 無形固定資産  13,493 0.2 29,779 0.4  13,529 0.2

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  1,063,396 982,442  1,019,101 

(2) 保険積立金  1,211,294 918,459  1,086,659 

(3) その他  909,237 1,014,625  990,765 

(4) 貸倒引当金  △122,080 △111,667  △117,038 

投資その他の 
資産合計 

 3,061,848 42.1 2,803,859 38.6  2,979,486 38.2

固定資産合計  4,286,643 58.9 4,049,005 55.7  4,222,278 54.2

資産合計  7,283,233 100.0 7,269,443 100.0  7,792,857 100.0
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前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 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  373,872 402,249  412,735 

２ 短期借入金  407,656 353,204  327,804 

３ １年内返済予定 
  長期借入金 

 1,115,372 1,101,220  1,250,036 

４ 未払法人税等  48,958 20,796  117,886 

５ 賞与引当金  157,639 162,077  166,472 

６ 受注損失引当金 

７  その他 

 

425

610,035

16,617

627,949

 

12,314 

592,957 

流動負債合計  2,713,958 37.3 2,684,113 36.9  2,880,204 36.9

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  902,100 907,042  1,155,708 

２ 退職給付引当金  214,687 225,649  219,616 

３ 役員退職慰労引当金   

４ その他  

―

6,474

97,905

―  

174,281 

― 

固定負債合計  1,123,262 15.4 1,230,596 17.0  1,549,606 19.9

負債合計  3,837,221 52.7 3,914,709 53.9  4,429,810 56.8
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前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 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  654,460 9.0 654,460 9.0  654,460 8.4

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金 635,900 635,900 635,900 

資本剰余金合計  635,900 8.7 635,900 8.7  

 

635,900 8.2

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金 163,615 163,615 163,615  

(2) その他利益剰余金    

別途積立金 1,545,000 1,545,000 1,545,000  

繰越利益剰余金 291,126 294,170 272,482 

利益剰余金合計  1,999,741 27.5 2,002,785 27.6  

 

1,981,097 25.4

４ 自己株式  △11,818 △0.2 △12,817 △0.2  △12,334 △0.1

株主資本合計  3,278,282 45.0 3,280,328 45.1  3,259,122 41.9

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

 167,729 2.3 74,405 1.0  103,924 1.3

評価・換算差額等 
合計 

 167,729 2.3 74,405 1.0  103,924 1.3

純資産合計  3,446,012 47.3 3,354,733 46.1  3,363,046 43.2

負債純資産合計  7,283,233 100.0 7,269,443 100.0  7,792,857 100.0
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②中間損益計算書 

 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 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  6,161,328 100.0 6,421,108 100.0  12,448,331 100.0

Ⅱ 売上原価  5,376,345 87.3 5,671,567 88.3  10,866,824 87.3

売上総利益  784,983 12.7 749,540 11.7  1,581,507 12.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費  750,655 12.1 693,247 10.8  1,518,836 12.2

営業利益  34,327 0.6 56,292 0.9  62,670 0.5

Ⅳ 営業外収益  59,349 0.9 87,759 1.3  197,672 1.6

Ⅴ 営業外費用  17,339 0.3 41,035 0.6  35,741 0.3

経常利益  76,338 1.2 103,017 1.6  224,601 1.8

Ⅵ 特別利益  4,300 0.1 3,710 0.1  99,119 0.8

Ⅶ 特別損失  56 0.0 233 0.0  176,064 1.4

税引前中間(当期) 
純利益 

 80,581 1.3 106,494 1.7  147,656 1.2

法人税、住民税 
及び事業税 

 40,468 0.6 12,470 0.2  156,471 1.3

法人税等調整額  58 0.0 48,468 0.8  △54,101 △0.5

中間(当期)純利益  40,055 0.7 45,555 0.7  45,286 0.4
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③中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 654,460 635,900 635,900

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 （注） － － －

中間純利益 － － －

自己株式の取得 － － －

株主資本以外の項目の中間 
会計期間中の変動額(純額) 

－ － －

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

－ － －

平成18年９月30日残高(千円) 654,460 635,900 635,900

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計 
自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 163,615 1,545,000 274,955 1,983,570 △10,952 3,262,977

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当（注） － － △23,884 △23,884 － △23,884

 中間純利益 － － 40,055 40,055 － 40,055

 自己株式の取得 － － － － △866 △866

株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

－ － － － － －

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

－ － 16,170 16,170 △866 15,304

平成18年９月30日残高(千円) 163,615 1,545,000 291,126 1,999,741 △11,818 3,278,282

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券評価差額金 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) 207,023 207,023 3,470,001

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当（注） － － △23,884

 中間純利益 － － 40,055

 自己株式の取得 － － △866

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△39,293 △39,293 △39,293

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△39,293 △39,293 △23,989

平成18年９月30日残高(千円) 167,729 167,729 3,446,012

  （注）平成18年6月29日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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当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成19年３月31日残高(千円) 654,460 635,900 635,900

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 － － －

中間純利益 － － －

自己株式の取得 － － －

株主資本以外の項目の中間 
会計期間中の変動額(純額) 

－ － －

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

－ － －

平成19年９月30日残高(千円) 654,460 635,900 635,900

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計 
自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(千円) 163,615 1,545,000 272,482 1,981,097 △12,334 3,259,122

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 － － △23,867 △23,867 － △23,867

 中間純利益 － － 45,555 45,555 － 45,555

 自己株式の取得 － － － － △482 △482

株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

－ － － － － －

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

－ － 21,687 21,687 △482 21,205

平成19年９月30日残高(千円) 163,615 1,545,000 294,170 2,002,785 △12,817 3,280,328

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) 103,924 103,924 3,363,046

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当  － － △23,867

 中間純利益 － － 45,555

 自己株式の取得 － － △482

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△29,518 △29,518 △29,518

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△29,518 △29,518 △8,313

平成19年９月30日残高(千円) 74,405 74,405 3,354,733
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前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 654,460 635,900 635,900

事業年度中の変動額 

 剰余金の配当 (注)  － － －

剰余金の配当 － － －

 当期純利益 － － －

 自己株式の取得 － － －

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

－ － －

事業年度中の変動額合計(千円) － － －

平成19年３月31日残高(千円) 654,460 635,900 635,900

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計 
自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 163,615 1,545,000 274,955 1,983,570 △10,952 3,262,977

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当 (注) － － △23,884 △23,884 － △23,884

剰余金の配当 － － △23,874 △23,874 － △23,874

 当期純利益 － － 45,286 45,286 － 45,286

 自己株式の取得 － － － － △1,382 △1,382

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

－ － － － － －

事業年度中の変動額合計(千円) － － △2,472 △2,472 △1,382 △3,855

平成19年３月31日残高(千円) 163,615 1,545,000 272,482 1,981,097 △12,334 3,259,122

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券評価差額金 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) 207,023 207,023 3,470,001

事業年度中の変動額 

 剰余金の配当 (注) － － △23,884

剰余金の配当 － － △23,874

 当期純利益 － － 45,286

 自己株式の取得 － － △1,382

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△103,099 △103,099 △103,099

事業年度中の変動額合計(千円) △103,099 △103,099 △106,954

平成19年３月31日残高(千円) 103,924 103,924 3,363,046

（注）平成18年6月29日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。 
 

  




