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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 5,994 ― 180 ― 207 ― 129 ―
20年3月期第2四半期 5,700 0.2 137 △40.1 158 △36.9 81 △36.3

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 23.37 ―
20年3月期第2四半期 14.63 ―

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

21年3月期第2四半期 6,565 4,614 70.3 832.91
20年3月期 6,225 4,574 73.5 825.81

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  4,614百万円 20年3月期  4,574百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 18.00 18.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 18.00 18.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 11,707 △0.4 456 4.9 465 △1.5 265 △3.0 47.91

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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14
号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
・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。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期 5,540,000株 20年3月期 5,540,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 119株 20年3月期 71株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期 5,539,922株 20年3月期第2四半期 5,540,000株
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当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国の金融資本市場を発端とした金融機関の破綻に
はじまる世界の株価大暴落の影響を受け、景気動向は益々下振れ傾向を強め、企業収益も大幅に減少し投
資意欲も減退しております。更には個人消費にも影響を及ぼし、スタグフレーションが懸念されておりま
す。  
 当ビルメンテナンス業界におきましては、老朽化したビルの建て替えを中心とした開発が進みつつあり
ますが、契約時における入札制度が広がり価格競争は激しさを増しております。また、企業収益悪化によ
る管理費の低減傾向が著しく、厳しい経営環境が続いております。  
 このような情勢の下、当社グループは設備工事を中心とした提案営業を積極的に行い、売上高につきま
しては3,063百万円となりました。  
 利益面につきましては、前連結会計年度に損失を発生させた環境エンジニアリング事業におけるベッド
メーキング業務より撤退したことから収益性が改善し、営業利益では95百万円、経常利益では114百万円
となりました。 
 四半期純利益につきましては、72百万円となりました。 
 平成21年３月期第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成21年３月期第１四
半期決算短信（平成20年８月11日開示）をご参照ください。 
  
  

  

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は6,565百万円となり、前連結会計年度末比339百万円の増加と
なりました。この内、流動資産は4,893百万円と前連結会計年度末比319百万円増加し、固定資産は1,671
百万円と前連結会計年度比19百万円の増加となりました。流動資産の増加は、主として投資有価証券の償
還等により現金及び預金が282百万増加したことによるものであります。また、固定資産の増加は、主と
して投資その他の資産が24百万円増加したことによるものであります。  
 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は1,950百万円となり、前連結会計年度末比300百万円の増加と
なりました。この内、流動負債は1,586百万円と前連結会計年度末比320百万円増加し、固定負債は363百
万円と前連結会計年度末比20百万円の減少となりました。流動負債の増加は、主として支払手形及び買掛
金が50百万円減少したものの、投資有価証券の新規約定による資金決済が翌四半期連結会計期間に繰り越
されたこと等により、その他が389百万円増加したことによるものであります。また、固定負債の減少
は、主として退職給付引当金が15百万円、役員退職慰労引当金が４百万円減少したことによるものであり
ます。 
 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は4,614百万円となり、前連結会計年度末比39百万円の増加
となりました。これは、主として株主資本が剰余金の配当で99百万円減少したものの、四半期純利益とし
て129百万円を計上したこと、また評価・換算差額等が９百万円増加したことによるものであります。 
  
  

  

経営環境は依然厳しいものの、当初見込んでいる以外の業績の変動も現時点では想定されないことか
ら、平成20年８月11日発表の通期の業績予想に変更はありません。 
 今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 
  
  

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  
  

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな
いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 
  

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の
実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  
 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額
を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
  

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す
る方法によっております。 
  

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概
算額で計上する方法によっております。 
  

法人税等の納付税額の算定に関しては、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適
用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて算定する方法に
よっております。  
 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差
異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績
予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 
  

  

１． 「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準
第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年３
月14日 企業会計基準適用指針第14号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。また、
「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

２． 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準
第９号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性
の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。  
 当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法

２．棚卸資産の評価方法

３．固定資産の減価償却費の算定方法

４．経過勘定項目の算定方法

５．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(3) 四半期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
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 3,221,248 2,939,111 

受取手形及び売掛金 1,404,776 1,368,771 

商品及び製品 161 433 

仕掛品 947 11,420 

原材料及び貯蔵品 2,621 15,958 

その他 273,714 246,943 

貸倒引当金 △9,546 △8,146 

流動資産合計 4,893,922 4,574,491 

固定資産 

有形固定資産 383,998 383,855 

無形固定資産 31,286 36,498 

投資その他の資産 

投資有価証券 836,648 807,490 

その他 422,032 424,502 

貸倒引当金 △2,856 △1,118 

投資その他の資産合計 1,255,823 1,230,874 

固定資産合計 1,671,109 1,651,229 

資産合計 6,565,031 6,225,721 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 405,506 456,199 

未払法人税等 91,378 105,168 

賞与引当金 344,844 350,215 

その他 745,161 355,221 

流動負債合計 1,586,891 1,266,804 

固定負債 

退職給付引当金 305,210 320,734 

役員退職慰労引当金 57,626 62,101 

その他 1,059 1,138 

固定負債合計 363,895 383,974 

負債合計 1,950,786 1,650,778 

純資産の部 

株主資本 

資本金 419,000 419,000 

資本剰余金 232,000 232,000 

利益剰余金 3,969,589 3,939,845 

自己株式 △55 △33 

株主資本合計 4,620,534 4,590,812 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △5,887 △21,984 

為替換算調整勘定 △402 6,115 

評価・換算差額等合計 △6,289 △15,869 

純資産合計 4,614,244 4,574,942 

負債純資産合計 6,565,031 6,225,721 

株式会社丸誠(2434) 平成21年３月期　第２四半期決算短信

-4-



  

(2) 【四半期連結損益計算書】

   【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 5,994,470 

売上原価 5,185,916 

売上総利益 808,553 

販売費及び一般管理費 627,694 

営業利益 180,858 

営業外収益 

受取利息 6,662 

受取配当金 3,144 

持分法による投資利益 6,899 

保険解約返戻金 9,826 

その他 5,872 

営業外収益合計 32,405 

営業外費用 

支払利息 888 

固定資産除却損 4,281 

その他 691 

営業外費用合計 5,861 

経常利益 207,402 

特別利益 

投資有価証券売却益 1,197 

特別利益合計 1,197 

税金等調整前四半期純利益 208,600 

法人税等 79,137 

四半期純利益 129,463 
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   【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 3,063,277 

売上原価 2,645,794 

売上総利益 417,483 

販売費及び一般管理費 322,019 

営業利益 95,463 

営業外収益 

受取利息 5,706 

持分法による投資利益 4,552 

保険解約返戻金 9,819 

その他 2,693 

営業外収益合計 22,771 

営業外費用 

支払利息 233 

固定資産除却損 3,413 

その他 325 

営業外費用合計 3,972 

経常利益 114,262 

特別利益 

投資有価証券売却益 1,197 

特別利益合計 1,197 

税金等調整前四半期純利益 115,460 

法人税等 43,390 

四半期純利益 72,070 
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純利益 208,600 

減価償却費 23,260 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,315 

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,371 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15,524 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,475 

受取利息及び受取配当金 △9,807 

支払利息 888 

投資有価証券売却損益（△は益） △1,197 

持分法による投資損益（△は益） △6,899 

売上債権の増減額（△は増加） △36,005 

たな卸資産の増減額（△は増加） 11,766 

仕入債務の増減額（△は減少） △50,693 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △4,225 

その他 △17,814 

小計 93,818 

利息及び配当金の受取額 9,428 

利息の支払額 △888 

法人税等の支払額 △92,495 

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,862 

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 △300,000 

有形固定資産の取得による支出 △17,887 

無形固定資産の取得による支出 △450 

投資有価証券の取得による支出 △1,999 

投資有価証券の償還による収入 300,000 

投資有価証券の売却による収入 101,511 

差入保証金の差入による支出 △9,032 

差入保証金の回収による収入 6,053 

その他 △6,996 

投資活動によるキャッシュ・フロー 71,200 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 140,000 

短期借入金の返済による支出 △140,000 

自己株式の取得による支出 △21 

配当金の支払額 △98,904 

財務活動によるキャッシュ・フロー △98,926 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △17,862 

現金及び現金同等物の期首残高 2,939,111 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,921,248 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）
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該当事項はありません。 

  

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）
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「参考」

前中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)
百分比

(％)

Ⅰ 売上高 5,700,897 100.0

Ⅱ 売上原価 4,942,93986.7

   売上総利益 757,95713.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 620,073 10.9

   営業利益 137,884 2.4

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 11,178

 ２ 受取配当金 479

 ３ 持分法による投資利益 5,039

 ４ 受取事務手数料 3,133

 ５ その他 3,912 23,744 0.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 814

 ２ その他 1,828 2,643 0.0

   経常利益 158,984 2.8

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 3,534 3,5340.0

   税金等調整前中間純利益 162,519 2.8

   法人税、住民税及び事業税 66,607

   法人税等調整額 14,875 81,483 1.4

   中間純利益 81,036 1.4
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前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19年４月１日

至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間純利益 162,519

 ２ 減価償却費 31,437

 ３ 貸倒引当金の増減額(△は減少) △3,726

 ４ 賞与引当金の増減額(△は減少) △6,397

 ５ 退職給付引当金の増減額(△は減少) △13,857

 ６ 役員退職慰労引当金の増加額 1,873

 ７ 受取利息及び受取配当金 △11,658

 ８ 支払利息 814

 ９ 持分法による投資利益 △5,039

 10 売上債権の増減額(△は増加) 13,785

 11 たな卸資産の増減額(△は増加) △15,254

 12 仕入債務の増減額(△は減少) △142,343

 13 その他 △574

   小計 11,580

 14 利息及び配当金の受取額 9,814

 15 利息の支払額 △814

 16 法人税等の支払額 △126,979

  営業活動によるキャッシュ・フロー △106,401

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 △999,109

 ２ 有価証券の償還による収入 800,000

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △10,934

 ４ 無形固定資産の取得による支出 △2,184

 ５ 投資有価証券の取得による支出 △154,029

 ６ 差入保証金の払込による支出 △7,726

 ７ 差入保証金の解約による収入 3,751

 ８ その他 △4,066

  投資活動によるキャッシュ・フロー △374,299

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

 ２ 短期借入金の返済による支出 △140,000

 ３ 配当金の支払額 △126,091

  財務活動によるキャッシュ・フロー △126,091

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △606,792

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,994,126

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 2,387,334
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当第２四半期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。 

  

 
(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。 

  

 

6. その他の情報

(1) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円)

 設備エンジニアリング事業 2,332,627

 環境エンジニアリング事業 320,971

 マネジメント＆サービス事業 409,678

合計 3,063,277

(2) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  至 平成20年９月30日)

 

 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金 3,221,248千円

預入期間が３か月超の定期預金 △300,000千円

現金及び現金同等物 2,921,248千円
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