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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 3,632 ― 57 ― 50 ― △38 ―

20年3月期第2四半期 3,377 11.2 88 58.8 88 51.8 △107 ―

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 △13.04 ―

20年3月期第2四半期 △36.51 ―

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 3,562 1,233 34.6 420.12
20年3月期 3,749 1,261 33.6 429.08

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,233百万円 20年3月期  1,261百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

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 7,440 8.0 115 △44.4 110 △41.2 10 114.4 3.40

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、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化により、
上記予想数値と異なる場合があります。 
業績予想の前提となる条件等については、２ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  

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  2,940,000株 20年3月期  2,940,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  4,649株 20年3月期  1,350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  2,937,541株 20年3月期第2四半期  2,939,430株
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当第２四半期におけるわが国の経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発する世界的金融不安、

大手米国証券会社等の破綻、歴史的な世界同時株安、急激な円高・ドル安等世界規模の世情不安により世
界同時不況の様相が強まる中、国内においても個人消費の伸び悩みや企業収益の悪化が見られる等、景気
後退の長期化が懸念される状況になりました。 
  このような状況のもと、当社の関連する業界におきましては、激しい企業間競争に加え、人材不足が続
き、厳しい環境の中で推移いたしました。 
 こうした中、当社は引き続き「お客さま第一主義」に徹した経営姿勢を貫き、また、外注費等の原価管
理の強化とサービス品質の向上に取り組むとともに、提案型営業の推進による新規受注、既存先の仕様拡
大等に注力してまいりましたが、人件費の高騰や株価下落による保有株式の評価損等により、当第２四半
期累計期間は純損失となりました。 
この結果、当第２四半期累計期間の売上高は36億3,160万円と前期比7.5％増加いたしましたが、利益面

におきましては前述の有価証券評価損等により経常利益が5,004万円と前期比43.4％減少し、 終損益は
3,829万円の純損失（前期は1億730万円の純損失）となりました。 
  

  

①資産、負債及び純資産の状況 
（資産の部） 

 当第２四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ1億8,717万円減少しました。主な要因
は、法人税や配当金の支払い等により現金及び預金が減少したことによるものです。 
（負債の部） 

 当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ1億5,947万円減少しました。主な要因
は、借入金の返済等によるものです。 
（純資産の部） 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ2,770万円減少しました。主な要因
は、当期純損失により剰余金が減少したことによるものです。 
  
②キャッシュ・フローの状況 
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度

末に比べ3億1,013万円減少し、5億7,231万円となりました。 
 当第２四半期連結累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） 
営業活動の結果使用した資金は8,853万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失となっ

たこと、また、売上債権が増加したこと等によるものです。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動の結果使用した資金は7,937万円となりました。これは主に、ソフトウェアの取得及び、差入

保証金の差入れ等によるものです。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動の結果減少した資金は1億4,222万円となりました。これは主に、長期借入金の返済によるもの

です。 
  

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年11月７日付「業績予想の修正に関するお知らせ」
をご参照ください。 

  

・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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当該事項はありません。 
  

連結財務諸表上の税金費用については、法廷実行税率をベースとした年間予測税率により計算してお
ります。 
①引当金の算定方法 

  引当金計上基準等については、一部簡便的な方法によっております。 

②固定資産の減価償却の算定方法 
固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按

分する方法によっております。 
 なお、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。 

  

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)

(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

(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 ※ 969,226 ※ 1,286,469 

受取手形及び売掛金 817,378 744,424 

有価証券 38,673 31,656 

貯蔵品 3,956 4,500 

繰延税金資産 48,273 39,778 

その他 47,779 43,856 

貸倒引当金 △2,356 △3,033 

流動資産合計 1,922,930 2,147,652 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 350,764 350,764 

減価償却累計額 △211,416 △206,519 

建物及び構築物（純額） 139,348 144,245 

土地 364,693 364,693 

その他 79,690 79,899 

減価償却累計額 △56,157 △57,842 

その他（純額） 23,532 22,057 

有形固定資産合計 527,574 530,996 

無形固定資産 

借地権 47,121 47,121 

ソフトウエア 178,829 14,193 

ソフトウエア仮勘定 1,000 98,482 

電話加入権 7,123 7,123 

のれん 2,859 3,277 

無形固定資産合計 236,934 170,198 

投資その他の資産 

投資有価証券 396,266 443,715 

長期預金 100,000 100,000 

差入保証金 62,741 50,846 

保険積立金 137,047 135,286 

繰延税金資産 170,531 162,311 

長期貸付金 2,348 2,483 

その他 7,933 7,994 

貸倒引当金 △2,160 △2,162 

投資その他の資産合計 874,708 900,475 

固定資産合計 1,639,217 1,601,669 

資産合計 3,562,148 3,749,321 
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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) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 86,296 102,529 

短期借入金 159,002 201,860 

1年内返済予定の長期借入金 210,377 220,505 

1年内償還予定の社債 33,400 33,400 

未払費用 324,915 309,673 

未払法人税等 62,612 59,478 

未払消費税等 51,855 67,516 

賞与引当金 88,695 70,114 

その他 90,774 156,913 

流動負債合計 1,107,929 1,221,990 

固定負債 

社債 216,500 233,200 

長期借入金 448,992 503,920 

長期未払金 8,766 10,511 

退職給付引当金 412,891 392,873 

役員退職慰労引当金 133,858 125,914 

固定負債合計 1,221,008 1,266,419 

負債合計 2,328,938 2,488,410 

純資産の部 

株主資本 

資本金 302,000 302,000 

資本剰余金 250,237 250,237 

利益剰余金 692,965 745,952 

自己株式 △1,675 △554 

株主資本合計 1,243,527 1,297,635 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △10,316 △36,724 

評価・換算差額等合計 △10,316 △36,724 

純資産合計 1,233,210 1,260,911 

負債純資産合計 3,562,148 3,749,321 
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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 3,631,608 

売上原価 3,088,279 

売上総利益 543,329 

販売費及び一般管理費 ※ 486,253 

営業利益 57,076 

営業外収益 

受取利息 5,825 

受取配当金 2,340 

不動産賃貸料 1,622 

雑収入 6,661 

営業外収益合計 16,451 

営業外費用 

支払利息 10,872 

有価証券評価損 11,624 

雑損失 981 

営業外費用合計 23,478 

経常利益 50,049 

特別利益 

固定資産売却益 284 

投資有価証券償還益 1,032 

特別利益合計 1,316 

特別損失 

固定資産除却損 108 

投資有価証券評価損 53,876 

特別損失合計 53,985 

税金等調整前四半期純損失（△） △2,619 

法人税、住民税及び事業税 51,147 

法人税等調整額 △15,473 

法人税等合計 35,674 

四半期純損失（△） △38,293 
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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 1,807,985 

売上原価 1,557,134 

売上総利益 250,851 

販売費及び一般管理費 ※ 251,011 

営業損失（△） △160 

営業外収益 

受取利息 1,983 

受取配当金 959 

不動産賃貸料 779 

雑収入 4,717 

営業外収益合計 8,440 

営業外費用 

支払利息 5,411 

有価証券評価損 11,823 

雑損失 315 

営業外費用合計 17,551 

経常損失（△） △9,271 

特別損失 

固定資産除却損 57 

投資有価証券評価損 6,991 

特別損失合計 7,049 

税金等調整前四半期純損失（△） △16,320 

法人税、住民税及び事業税 44,625 

法人税等調整額 △39,023 

法人税等合計 5,602 

四半期純損失（△） △21,923 
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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損失（△） △2,619 

減価償却費 12,281 

のれん償却額 417 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,017 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,943 

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,581 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △678 

受取利息及び受取配当金 △8,166 

支払利息 10,872 

有価証券評価損益（△は益） 11,624 

投資有価証券評価損益（△は益） 53,876 

投資有価証券償還損益（△は益） △1,032 

有形固定資産売却損益（△は益） △284 

有形固定資産除却損 108 

売上債権の増減額（△は増加） △72,954 

たな卸資産の増減額（△は増加） 544 

仕入債務の増減額（△は減少） △16,232 

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,660 

その他 △55,125 

小計 △36,486 

利息及び配当金の受取額 7,315 

利息の支払額 △11,011 

法人税等の支払額 △48,348 

営業活動によるキャッシュ・フロー △88,531 

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 △418,037 

定期預金の払戻による収入 406,395 

有価証券の売却による収入 20,000 

有形固定資産の取得による支出 △4,766 

有形固定資産の売却による収入 728 

ソフトウエアの取得による支出 △71,800 

投資有価証券の取得による支出 △20,272 

貸付けによる支出 △8,739 

貸付金の回収による収入 8,920 

投資有価証券の償還による収入 20,000 

差入保証金の差入による支出 △11,894 

その他 93 

投資活動によるキャッシュ・フロー △79,372 
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（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) 

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） △42,858 

長期借入れによる収入 45,000 

長期借入金の返済による支出 △110,056 

社債の償還による支出 △16,700 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,744 

自己株式の取得による支出 △1,121 

配当金の支払額 △14,747 

財務活動によるキャッシュ・フロー △142,227 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △310,131 

現金及び現金同等物の期首残高 882,449 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 572,318 

㈱アール・エス・シー（4664）平成21年３月期第２四半期決算短信

－9－



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。 

  

該当事項なし 

(4) 継続企業の前提に関する注記
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(注) １ 事業区分の方法 

  当社グループ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。 

２ 各区分に属する主要な業務内容 

  ① 建物総合管理サービス事業……建物総合管理(警備保障、清掃、設備管理、オフィスサービス)業務 

  ② 人材サービス事業……情報管理、ファイリング、機器操作等の人材派遣業務、有料職業紹介業務 

  ③ 介護サービス事業……介護サービス業務 

  

  

【所在地別セグメント情報】 
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）において、当社グルー

プには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。 

  

【海外売上高】 
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）において、当社グルー

プには海外売上高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） 

  該当事項はありません。 

  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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)

建物総合管理 
サービス事業 

(千円)

人材サービス
事業 
(千円)

介護サービス
事業 
(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

2,555,637 1,006,169 69,800 3,631,608 ─ 3,631,608

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 2,555,637 1,006,169 69,800 3,631,608 ─ 3,631,608

営業費用 2,369,428 935,240 65,158 3,369,826 204,705 3,574,532

営業利益 186,209 70,929 4,642 261,782 (204,705) 57,076

(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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（要約）前第２四半期連結貸借対照表 

 
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

「参考資料」

前第２四半期連結会計期間末

（平成19年９月30日）

区分 金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

１ 現金及び預金 1,024,719

２ 売掛金 724,305

３ 有価証券 30,857

４ たな卸資産 4,561

５ 繰延税金資産 39,830

６ その他 36,579

  貸倒引当金 △2,567

流動資産合計 1,858,286

Ⅱ 固定資産

(1) 有形固定資産

１ 建物及び構築物 145,416

２ 土地 364,693

３ その他 23,400

有形固定資産合計 533,510

(2) 無形固定資産 85,893

(3) 投資その他の資産

１ 投資有価証券 495,522

２ 長期性預金 100,000

３ 差入保証金敷金 47,383

４ 繰延税金資産 147,004

５ その他 146,448

  貸倒引当金 △2,162

投資その他の資産合計 934,196

固定資産合計 1,553,600

資産合計 3,411,886
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（要約）前第２四半期連結貸借対照表 

  

 
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

  

前第２四半期連結会計期間末

（平成19年９月30日）

区分 金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 買掛金 104,306

２ 短期借入金 154,280

３ １年内返済予定長期借入金 440,076

４ １年以内償還予定社債 33,400

５ 未払費用 276,160

６ 未払法人税等 15,516

７ 賞与引当金 79,554

８ その他 149,072

流動負債合計 1,252,366

Ⅱ 固定負債

１ 社債 249,900

２ 長期借入金 143,769

３ 退職給付引当金 370,556

４ 役員退職慰労引当金 117,177

５ その他 12,748

固定負債合計 894,152

負債合計 2,146,519

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

１ 資本金 302,000

２ 資本剰余金 250,237

３ 利益剰余金 707,943

４ 自己株式 △250

株主資本合計 1,259,930

Ⅱ 評価・換算差額等

１ その他有価証券評価差額金 5,437

評価・換算差額等合計 5,437

Ⅲ 少数株主持分 ─

純資産合計 1,265,367

負債純資産合計 3,411,886
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（要約）前第２四半期連結損益計算書 

 
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

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)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 3,377,111

Ⅱ 売上原価 2,829,584

売上総利益 547,527

Ⅲ 販売費及び一般管理費 459,832

営業利益 87,694

Ⅳ 営業外収益 14,131

Ⅴ 営業外費用 13,435

経常利益 88,390

Ⅵ 特別利益 2,106

Ⅶ 特別損失 187,235

税金等調整前四半期(当期)純利益又は 
税金等調整前四半期純損失(△)

△96,737

法人税、住民税 
及び事業税

9,520

法人税等調整額 1,050

四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△) △107,308
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（要約）前第２四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

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)

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(当期)純利益
  又は税金等調整前四半期純損失(△)

△96,737

  減価償却費 25,890

  のれん償却額 2,905

  退職給付引当金の増減額(減少：△) △3,227

    役員退職慰労金引当金の増加額 117,177

  賞与引当金の増加額 16,626

  貸倒引当金の減少額 △605

  受取利息及び受取配当金 △5,697

  支払利息 9,516

  有価証券売却損 853

    有価証券評価損 1,485

    会員権等売却益 △350

  有形固定資産除却損 501

  売上債権の増加額 △33,481

  たな卸資産の増減額(増加：△) 157

  仕入債務の増減額(減少：△) 10,781

  未払消費税等の増減額(減少：△) △12,540

  その他 △62,306

    小計 △29,051

  利息及び配当金の受取額 5,619

  利息の支払額 △9,602

  法人税等の還付額または支払額(△) △59,813

  営業活動によるキャッシュ・フロー △92,847
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（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

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)

区分 金額(千円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

  定期預金の払戻による収入 387,664

  定期預金の預入による支出 △398,895

  有形固定資産の取得による支出 △6,078

  投資有価証券の売却による収入 9,806

  投資有価証券の取得による支出 △110,821

  会員権等の売却による収入 700

  貸付金の回収による収入 7,575

  貸付による支出 △7,396

  差入保証金敷金の差入による支出 △139

  その他 25,234

  投資活動によるキャッシュ・フロー △92,347

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(減少：△) 28,480

  長期借入による収入 72,000

  長期借入金の返済による支出 △112,042

  社債の償還による支出 △16,700

  ファイナンス・リース債務の 
  返済に伴う支出

△18,074

  配当金の支払額 △14,595

  財務活動によるキャッシュ・フロー △60,932

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 
  (減少：△）

△246,127

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 872,919

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 626,792
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（要約）事業の種類別セグメント情報 

 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） 

 
  

  

建物総合管理 
サービス事業 

(千円)

人材サービス
事業 
(千円)

介護サービス
事業 
(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

2,489,346 816,572 71,192 3,377,111 ─ 3,377,111

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 2,489,346 816,572 71,192 3,377,111 ─ 3,377,111

営業費用 2,254,655 767,732 71,427 3,093,815 195,601 3,289,417

営業利益又は 
営業損失（△）

234,690 48,840 △234 283,296 (195,601) 87,694

㈱アール・エス・シー（4664）平成21年３月期第２四半期決算短信

－17－




