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(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

(％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 
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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）

 (1) 連結経営成績(累計)

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 2,672 ─ 169 ─ 169 ─ 55 ─

20年３月期第２四半期 2,529 1.2 114 △41.3 115 △40.8 48 △38.4

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 27 31 ─ ─
20年３月期第２四半期 23 87 ─ ─

 (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

21年３月期第２四半期 3,241 1,566 48.3 772 15

20年３月期 3,059 1,523 49.8 751 00

(参考) 自己資本 21年３月期第２四半期 1,566百万円 20年３月期 1,523百万円

2. 配当の状況

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 ─ ─ 8 00 8 00

21年３月期 ─ ─ 0 00 ─ ─ ─ ─ ─ ─

21年３月期(予想) ─ ─ ─ ─ ─ ─ 8 00 8 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）

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 5,300 2.3 235 27.5 235 22.6 116 212.5 57 13
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  [(注) 詳細は、４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） 
 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

  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。
 また、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. 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、４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）

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

21年３月期第２四半期 2,030,180株 20年３月期 2,030,180株

21年３月期第２四半期 1,973株 20年３月期 1,930株

21年３月期第２四半期 2,028,237株 20年３月期第２四半期 2,029,000株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期におけるわが国の経済状況は、企業業績の低迷や設備投資の減少、サブプライムローン問

題に端を発した金融資本市場に対する信用不安、原油や食料素材の高騰による個人消費のさらなる低下な

ど、さまざまな影響を受けて厳しい状況で推移いたしました。 

このような経済状況のもとで、当社グループの当第２四半期におきまして、建設工事事業は依然として

新築住宅着工件数の減少、原油高騰による資材価格の上昇、建材需要の低下に伴う建設資材の価格上昇な

どの影響により、厳しい状況となっております。 

また、住宅等サービス事業は、シロアリ予防の技術普及により発生率が減少傾向にあり、また、防湿商

品の販売低迷があるものの、再施工工事の掘り起こしによる受注確保により、業績はわずかながら増加し

ております。 

ビルメンテナンス事業においては、受注件数の増加により堅調に業績を確保しております。 

この結果、当第２四半期の連結売上高は2,672百万円(前年同期比5.6％増)、連結営業利益は169百万円

(前年同期比47.4％増)、連結経常利益は169百万円(前年同期比46.0％増)、連結四半期純利益は55百万円

(前年同期比14.3％増)となりました。 

なお、通常の業務形態として、シロアリ防除を中心とする住宅等サービス事業は、春先にシロアリ防除

が集中し、事業年度の上半期の業績と下半期の業績に著しい相違があり、季節的変動があります。 

  

当第２四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べて182百万円増加し、3,241百万円(前連結会

計年度比6.0％増)となりました。主な増減は、現金及び預金の増加204百万円、受取手形及び売掛金の増

加38百万円があったものの、たな卸資産の減少35百万円があったことによるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べて139百万円増加し、1,675百万円(前連結会計年度比9.1％増)となり

ました。主な増減は、短期借入金の増加150百万円があったものの、長期借入金の減少18百万円があった

ことによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて42百万円増加し、1,566百万円(前連結会計年度比2.8％増)となり

ました。主な増減は、その他有価証券評価差額金の増加３百万円、利益剰余金の増加39百万円があったこ

とによるものであります。 

この結果、１株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べて21円15銭増加し、772円15銭となりまし

た。また、自己資本比率は、48.3％(前連結会計年度は49.8％)となりました。 

  

当第２四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、203百万円増加し、当第２四半

期末には811百万円となりました。 

営業活動による資金の増加は、100百万円となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益133

百万円に加えて、たな卸資産の減少による資金の増加35百万円、仕入債務の減少による資金の増加44百

万円があったものの、売掛債権の増加による資金の減少38百万円があったことによるものあります。 

投資活動による資金の減少は、９百万円となりました。これは、定期預金の払戻による収入31百万円

があったものの、定期預金の預入による支出32百万円、固定資産の取得による支出７百万円があったこ

とによるものであります。 

財務活動による資金の増加は、112百万円となりました。これは、短期借入の増加150百万円、長期借

入による収入30百万円があったものの、長期借入金の返済51百万円、配当金の支払額16百万円があった

ことによるものであります。 

  

当四半期におきましては、ほぼ計画どおりに業績が推移しておりますので、平成20年５月15日発表の業

績予想に変更はありません。 

  

・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

(キャッシュ・フロー)

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。 

  

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。 

  

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。 

  

  

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、

それぞれ7,434千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。 

  

  

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. 固定資産の減価償却費の算定方法

２. 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

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。
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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 850,457 645,482 

受取手形及び売掛金 679,134 640,639 

たな卸資産 317,630 353,447 

その他 144,099 128,255 

貸倒引当金 △4,756 △4,426 

流動資産合計 1,986,564 1,763,398 

固定資産 

有形固定資産 

土地 619,477 654,877 

その他 322,534 332,044 

有形固定資産合計 942,011 986,921 

無形固定資産 

のれん 24,678 27,034 

その他 12,572 13,128 

無形固定資産合計 37,250 40,162 

投資その他の資産 283,210 275,193 

貸倒引当金 △7,212 △6,184 

固定資産合計 1,255,260 1,296,093 

資産合計 3,241,825 3,059,492 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 460,652 416,023 

短期借入金 400,000 250,000 

1年内返済予定の長期借入金 82,440 85,020 

未払法人税等 73,937 82,594 

賞与引当金 75,047 76,520 

完成工事補償引当金 15,000 12,600 

その他 145,103 184,216 

流動負債合計 1,252,180 1,106,974 

固定負債 

長期借入金 66,280 85,000 

長期未払金 24,830 － 

退職給付引当金 214,831 207,611 

役員退職慰労引当金 － 22,430 

その他 117,614 114,256 

固定負債合計 423,556 429,297 

負債合計 1,675,737 1,536,272 
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（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) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 186,072 186,072 

資本剰余金 145,813 145,813 

利益剰余金 1,216,435 1,177,275 

自己株式 △623 △610 

株主資本合計 1,547,697 1,508,550 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 18,390 14,669 

評価・換算差額等合計 18,390 14,669 

純資産合計 1,566,087 1,523,220 

負債純資産合計 3,241,825 3,059,492 
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(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 2,672,659 

売上原価 1,833,264 

売上総利益 839,394 

販売費及び一般管理費 670,172 

営業利益 169,222 

営業外収益 

受取利息 728 

受取配当金 464 

受取手数料 807 

その他 1,949 

営業外収益合計 3,950 

営業外費用 

支払利息 3,447 

たな卸資産廃棄損 578 

その他 110 

営業外費用合計 4,135 

経常利益 169,036 

特別利益 

前期損益修正益 935 

固定資産売却益 11 

特別利益合計 946 

特別損失 

減損損失 35,400 

固定資産除却損 717 

特別損失合計 36,117 

税金等調整前四半期純利益 133,865 

法人税、住民税及び事業税 80,540 

法人税等調整額 △2,059 

法人税等合計 78,480 

四半期純利益 55,385 
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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 133,865 

減価償却費 10,258 

減損損失 35,400 

のれん償却額 3,290 

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,473 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 2,400 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,220 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △22,430 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,357 

受取利息及び受取配当金 △1,193 

支払利息 3,447 

有形固定資産除却損 717 

売上債権の増減額（△は増加） △38,494 

たな卸資産の増減額（△は増加） 35,817 

仕入債務の増減額（△は減少） 44,629 

その他 △24,092 

小計 190,720 

利息及び配当金の受取額 1,193 

利息の支払額 △3,464 

法人税等の支払額 △88,031 

営業活動によるキャッシュ・フロー 100,418 

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 △32,926 

定期預金の払戻による収入 31,199 

有形固定資産の取得による支出 △7,520 

有形固定資産の売却による収入 78 

無形固定資産の取得による支出 △1,082 

貸付けによる支出 △1,400 

貸付金の回収による収入 368 

その他 1,652 

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,631 

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 150,000 

長期借入れによる収入 30,000 

長期借入金の返済による支出 △51,300 

自己株式の取得による支出 △13 

配当金の支払額 △16,226 

財務活動によるキャッシュ・フロー 112,460 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 203,247 

現金及び現金同等物の期首残高 607,852 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 811,099 
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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。 

  

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

  事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。  

２ 各区分の主な事業内容 

 (1) 建設工事事業 

   ガス関連各種住宅設備工事(主に温水床暖房工事) 

   その他一般住宅設備工事(空調及び各種冷暖房工事) 

   給排水(上下水道配管)工事 

   各種建築及びリフォーム工事 

   ＦＲＰ防水・シート防水、改修防水及びその他各種防水工事 

 (2) 住宅等サービス事業 

   シロアリ予防、駆除、再予防作業、防湿及び防湿剤作業 

 (3) ビルメンテナンス事業 

   ビルの窓、外壁のクリーニングサービス 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

［事業の種類別セグメント情報］

建設工事事業 
(千円)

住宅等サービ
ス事業 
(千円)

ビルメンテナ
ンス事業 
(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

1,440,866 576,330 512,638 2,529,834 2,529,834

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

134 231 823 1,188 (1,188) ―

計 1,441,000 576,561 513,461 2,531,022 (1,188) 2,529,834

営業利益(又は営業損失) 59,233 98,309 53,947 211,490 (96,649) 114,840
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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) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

  事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。  

２ 各区分の主な事業内容 

 (1) 建設工事事業 

   ガス関連各種住宅設備工事(主に温水床暖房工事) 

   その他一般住宅設備工事(空調及び各種冷暖房工事) 

   給排水(上下水道配管)工事 

   各種建築及びリフォーム工事 

   ＦＲＰ防水・シート防水、改修防水及びその他各種防水工事 

 (2) 住宅等サービス事業 

   シロアリ予防、駆除、再予防作業、防湿及び防湿剤作業 

 (3) ビルメンテナンス事業 

３ 会計処理の方法の変更 

  「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。この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間

の売上総利益及び営業利益は建設工事事業が5,078千円、住宅等サービス事業が2,339千円、それぞれ減少し

ております。 

  

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) 

本邦以外の国又は地域に所存する連結子会社及び支店がないため、該当事項はありません。 

  

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) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

建設工事事業 
(千円)

住宅等サービ
ス事業 
(千円)

ビルメンテナ
ンス事業 
(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

1,541,883 593,303 537,472 2,672,659 ― 2,672,659

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,590 600 160 2,350 (2,350) ―

計 1,543,473 593,903 537,632 2,675,009 (2,350) 2,672,659

営業利益(又は営業損失) 29,760 121,801 96,485 248,047 (78,825) 169,222

［所在地別セグメント情報］

［海外売上高］

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考」

(要約) 前中間連結損益計算書

前中間連結累計期間
(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 売上高 2,529,835

Ⅱ 売上原価 1,699,232

   売上総利益 830,602

Ⅲ 販売費及び一般管理費 715,761

   営業利益 114,840

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 687

 ２ 受取配当金 524

 ３ 受取手数料 1,278

 ４ 受取販売奨励金 646

 ５ 還付加算金 1,163

 ６ その他 2,092 6,394

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 4,092

 ２ その他 1,402 5,494

   経常利益 115,740

Ⅵ 特別損失

 １ 固定資産除却損 34

 ２ 投資有価証券評価損 2,520 2,554

   税金等調整前中間純利益 113,185

   法人税、住民税及び事業税 75,592

   法人税等調整額 △10,846 64,745

  中間純利益 48,440
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(要約) 前中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結累計期間
(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 税金等調整前四半期純利益 113,185

 ２ 減価償却費 11,427

 ３ のれん償却額 25,959

 ４ 貸倒引当金の増減額(減少:△) 308

 ５ 賞与引当金の増減額(減少:△) 2,452

 ６ 工事等補償引当金の増減額(減少:△) △2,600

 ７ 退職給付引当金の増減額(減少:△) 10,418

 ８ 役員退職慰労引当金の増減額(減少:△) △41,040

 ９ 受取利息及び受取配当金 △1,212

 10 支払利息 4,092

 11 投資有価証券評価損 2,520

 12 固定資産除却損 34

 13 売上債権の増減額(増加:△) △29,588

 14 たな卸資産の増減額(増加:△) △28,968

 15 仕入債務の増減額(減少:△) 40,082

 16 その他 △12,153

    小計 94,919

 17 利息及び配当金の受取額 1,212

 18 利息の支払額 △3,892

 19 法人税等の支払額 9,704

   営業活動によるキャッシュ・フロー 101,943

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出 △24,415

 ２ 定期預金の払戻による収入 24,414

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △6,456

 ４ 子会社株式の取得による支出 △9,437

 ５ 保険解約による収入 10,167

 ６ 貸付による支出 △750

 ７ 貸付金の回収による収入 155

 ８ その他(純額) 140

   投資活動によるキャッシュ・フロー △6,180

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額(減少:△) 150,000

 ２ 長期借入れによる収入 100,000

 ３ 長期借入金の返済による支出 △60,208

 ４ 配当金の支払額 △16,232

   財務活動によるキャッシュ・フロー 173,560

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少:△) 269,322

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 530,599

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 799,921
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