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1.  平成21年6月期第1四半期の連結業績（平成20年7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6月期第1四半期 1,668 ― 178 ― 176 ― 108 ―

20年6月期第1四半期 1,442 4.1 70 47.5 71 45.7 30 68.8

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6月期第1四半期 3,877.26 ―

20年6月期第1四半期 1,023.26 ―

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6月期第1四半期 4,754 1,168 24.6 46,632.99
20年6月期 4,646 1,275 27.5 42,638.63

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  1,168百万円 20年6月期  1,275百万円

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6月期 ― 0.00 ― 1,700.00 1,700.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― 0.00 ― 1,860.00 1,860.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 3,331 ― 226 ― 235 ― 147 ― 5,567.95
通期 6,810 3.4 432 2.2 450 7.3 273 4.6 10,621.54

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  無  

(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） 

(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 
１．平成21年６月期の連結業績予想について 
本資料に記載されている業績に見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。また、当第１四半期連結会計期間において自己株式を取得したことにより、上記３.平成21年６月期の連結業績予
想「１株当たり当期純利益」の額を変更しております。 
２．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。  

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第1四半期  29,925株 20年6月期  29,925株

② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  4,872株 20年6月期  423株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第1四半期  28,019株 20年6月期第1四半期  29,925株
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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

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済環境は、米国サブプライムローン問題とこれに端を発した米国大

手金融・証券会社の経営危機が明らかとなったことやこれにともなう株価暴落などの世界的な金融不安に加え、原材

料価格の高騰に伴う生活必需品の値上げ等の影響により、個人消費は低調に推移しており、先行き不透明な状況が続

いております。

　当社グループを取り巻く経営環境においては、市況悪化による大きな影響はないものの、新規開拓先となる一部の

大口企業の業績も悪化してきており、長期化すれば少なからず影響が出るものと思われます。

　このような状況下、当社グループは、当年度の重点課題である事業ドメインの拡大を主とし、現在の事業における

マーケットの広がりに対応できる戦略を推進してまいりました。

　その結果、当第１四半期連結会計期間の連結業績につきましては、売上高は1,668百万円（前年同期比15.7％増）と

なりました。利益面におきましては、一部コスト増となる案件があったものの、営業利益は178百万円（同152.1％増）、

経常利益は176百万円（同146.3％増）となりました。また四半期純利益につきましては、108百万円（同254.8％増）

となりました。

　事業の種類別セグメントの業績概況は次のとおりであります。

①社宅管理事務代行事業

　当第１四半期連結会計期間は、受託収入の根幹となる既存取引の業務委託料の売上が前年同期に比べ増加し、

またその他システム開発関連なども順調に推移した結果、新規受託企業の業務始動の先送りや一部システム開発

案件の時期ずれがあったものの、売上高は837百万円（前年同期比55.0％増）となりました。営業利益では、時期

ずれ案件に連動した原価発生がなかったことや販管費の一部が当連結会計年度下半期に繰り越されたことなども

あり、前年同期を上回る150百万円（同57.7％増）となりました。

②施設総合管理事業

　当第１四半期連結会計期間は、法人顧客等の寄与もあり、マンション等の管理収入が順調に推移した一方、修

繕工事の一部時期ずれが生じたことで、売上高は895百万円（前年同期比0.9％減）となりました。営業利益では、

間接業務の効率化などにより原価低減に加え、販管費のうち一部当連結会計年度下半期に繰り越された案件など

の発生も起因し、前年を上回る14百万円（前年同期は24百万円営業損失）となりました。

なお、上記前年同期の数値等は、参考として記載しております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度末に比べ533百万円増加し、4,754百万円となりました。流

動資産は、前連結会計年度末に比べ571百万円増加し、3,598百万円となりました。これは主に営業立替金の増加639

百万円及び債務の支払いによる預金の減少によるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ38百万円減

少し、1,156百万円となりました。これは主にのれんの償却によるもの、及び株価下落による投資有価証券の減少に

よるものであります。

　当第１四半期連結会計期間の負債は、前連結会計年度末に比べ821百万円増加し、3,586百万円となりました。流動

負債は、前連結会計年度末に比べ823百万円増加し、3,457百万円となりました。これは主に営業立替金の増加に伴う

短期借入金が増加したことによるものであります。

　当第１四半期連結会計期間の純資産は、前連結会計年度末に比べ287百万円減少し、1,168百万円となりました。　

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間における業績は、概ね想定範囲内で推移しており、現時点において、業績予想の変更は

行っておりません。また、平成20年８月14日発表の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。

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）

　該当事項はありません。

 

（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

　該当事項はありません。
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（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

　　①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

　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　平成19年３月14日）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　平成19年３月14日）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。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

　第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５

日）を適用し、評価基準については原価法（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。

　なお、これによる損益に与える影響はありません。

③「リース取引に関する会計基準」等の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20

年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、当第

１四半期連結会計期間から当該会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

　また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。
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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１四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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 739,931 823,253 

受取手形及び売掛金 415,801 448,672 

営業立替金 1,936,245 1,296,946 

商品 1,900 1,898 

仕掛品 16,099 7,818 

その他 504,865 464,255 

貸倒引当金 △16,766 △16,650 

流動資産合計 3,598,077 3,026,195 

固定資産   

有形固定資産 145,581 153,065 

無形固定資産   

のれん 502,494 529,991 

その他 61,053 49,082 

無形固定資産合計 563,547 579,073 

投資その他の資産 447,142 462,247 

固定資産合計 1,156,271 1,194,386 

資産合計 4,754,348 4,220,581 

負債の部   

流動負債   

買掛金 205,534 291,286 

短期借入金 1,952,279 1,005,092 

未払法人税等 87,309 82,387 

営業預り金 490,460 558,048 

賞与引当金 84,174 19,693 

役員賞与引当金 6,121 25,688 

その他 631,650 652,220 

流動負債合計 3,457,529 2,634,416 

固定負債   

退職給付引当金 128,522 130,046 

固定負債合計 128,522 130,046 

負債合計 3,586,051 2,764,462 

純資産の部   

株主資本   

資本金 603,250 603,250 

資本剰余金 350,499 350,499 

利益剰余金 633,742 575,258 

自己株式 △386,732 △52,612 

株主資本合計 1,200,760 1,476,396 
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（単位：千円）

当第１四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６月30日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △32,463 △20,277 

評価・換算差額等合計 △32,463 △20,277 

純資産合計 1,168,296 1,456,118 

負債純資産合計 4,754,348 4,220,581 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 1,668,103

売上原価 1,294,785

売上総利益 373,318

販売費及び一般管理費 194,583

営業利益 178,734

営業外収益  

受取利息 504

受取配当金 101

雑収入 449

営業外収益合計 1,055

営業外費用  

投資事業組合運用損 2,285

雑損失 510

営業外費用合計 2,796

経常利益 176,993

特別利益  

貸倒引当金戻入額 260

特別利益合計 260

税金等調整前四半期純利益 177,253

法人税、住民税及び事業税 83,368

法人税等調整額 △14,751

法人税等合計 68,616

四半期純利益 108,637
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７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 177,253

減価償却費 11,233

のれん償却額 27,497

貸倒引当金の増減額（△は減少） 116

賞与引当金の増減額（△は減少） 64,480

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △19,567

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,524

受取利息及び受取配当金 △605

支払利息 2,197

投資事業組合運用損益（△は益） 2,285

売上債権の増減額（△は増加） 32,870

仕入債務の増減額（△は減少） △85,751

営業立替金の増減額（△は増加） △639,299

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,505

前受金の増減額（△は減少） 30,096

営業預り金の増減額（△は増加） △67,587

その他 △107,028

小計 △581,837

利息及び配当金の受取額 605

利息の支払額 △2,948

法人税等の支払額 △74,797

営業活動によるキャッシュ・フロー △658,978

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 △3,000

有形固定資産の取得による支出 △530

投資有価証券の取得による支出 △60

投資有価証券の売却による収入 5,000

その他 △455

投資活動によるキャッシュ・フロー 954

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 947,186

自己株式の取得による支出 △334,119

配当金の支払額 △41,365

財務活動によるキャッシュ・フロー 571,701

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △86,322

現金及び現金同等物の期首残高 789,159

現金及び現金同等物の四半期末残高 702,836
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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。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

 

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

 
社宅管理事務代
行事業

（千円）

施設総合管理事
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 837,108 830,994 1,668,103  1,668,103

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
― 64,851 64,851 (64,851) ―

計 837,108 895,845 1,732,954 (64,851) 1,668,103

営業利益 150,450 14,628 165,079 13,654 178,734

　（注）１．事業区分の方法

事業は、事業の種類の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分に属する主要な事業

事業区分 主要サービス

社宅管理事務代行事業 社宅管理事務代行、システム開発他

施設総合管理事業 マンション等施設管理、修繕工事他

ｂ．所在地別セグメント情報

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

　本邦以外の国、また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

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

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　株主資本の主な減少要因は、平成20年９月12日付の自己株式4,449株（取得価額334,119千円）の取得による

ものであります。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年６月期　第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,442,224

Ⅱ　売上原価 1,163,365

売上総利益 278,859

Ⅲ　販売費及び一般管理費 207,964

営業利益 70,894

Ⅳ　営業外収益 1,355

　受取利息　 698

　受取配当金 101

　その他 555

Ⅴ　営業外費用 400

　支払利息　 376

　その他 23

経常利益 71,849

Ⅵ　特別利益 1,611

　役員賞与引当金戻入 1,611

Ⅶ　特別損失 786

　投資有価証券評価損 786

税金等調整前四半期純利益 72,674

法人税等 42,052

四半期純利益 30,621
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年６月期　第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

　税金等調整前四半期純利益 72,674

　減価償却費 8,198

　のれん償却額 27,497

　貸倒引当金の増減額 13,764

　賞与引当金の増減額 55,522

　役員賞与引当金の増減額 △21,501

　退職給付引当金の増減額 △4,230

　受取利息及び受取配当金 △799

　支払利息 2,290

　投資有価証券評価損 786

　売上債権の増減額 20,954

　仕入債務の増減額 △33,624

　営業立替金の増減額 △909,135

　たな卸資産の増減額 △4,746

　前受金の増減額 △21,318

　営業預り金の増減額 163,671

　その他 △276,162

小計 △906,158

　利息及び配当金の受取額 799

　利息の支払額 △2,953

　法人税等の支払額 △111,494

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,019,806

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

　定期預金の払戻による収入 78,509

　有形固定資産の取得による支出 △917

　無形固定資産の取得による支出 △809

　投資有価証券の取得による支出 △60

　その他 △74,673

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,047

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　短期借入金の純増減額 1,101,078

　長期借入金の返済による支出 △8,331

　社債の償還による支出 △150,000

　配当金の支払額 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー 942,730
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前年同四半期
（平成20年６月期　第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は減
少額）

△75,028

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,115,361

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 1,040,333
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（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前年同四半期（平成20年６月期第１四半期）

社宅管理事務
代行事業

（千円）

施設総合管理事
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　 539,968 902,256 1,442,224 ― 1,442,224

（2）セグメント間の内部売上高又

は振替高　
― 1,811 1,811 　（1,811） ―

　計 539,968 904,068 1,444,036 　（1,811） 1,442,224

営業費用 444,566 928,575 1,373,141 　（1,811） 1,371,329

営業利益（又は損失） 95,402 △24,507 70,894 ― 70,894

　　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　　事業は、事業の種類の類似性を考慮して区分しております。

　　　　　２．各事業区分に属する主要な事業

　事業区分 主要サービス

　社宅管理事務代行事業 　社宅管理事務代行、システム開発他

　施設総合管理事業 　マンション等施設管理、修繕工事他

ｂ．所在地別セグメント情報

前年同四半期（平成20年６月期第１四半期）

　本邦以外の国、また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

前年同四半期（平成20年６月期第１四半期）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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