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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 12,053 ― 391 ― 491 ― 204 ―
20年3月期第3四半期 11,885 2.8 526 14.8 629 14.0 333 22.3

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3四半期 19.45 ―
20年3月期第3四半期 30.87 ―

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3四半期 19,603 16,607 84.7 1,581.63
20年3月期 20,409 16,784 82.2 1,598.43

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  16,607百万円 20年3月期  16,784百万円

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
21年3月期 ― 10.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 10.00 20.00

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 16,470 3.7 650 △11.1 760 △10.9 390 △5.8 37.14

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  

一部簡便な会計処理を適用しておりますが、重要性が乏しいため注記を省略しております。 
また、四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理については、該当事項はありません。  

(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】「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 
１．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。 
２．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。 
  なお、業績予想の前提となる条件等については、３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。  

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3四半期  11,440,000株 20年3月期  11,440,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  939,882株 20年3月期  939,576株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  10,500,226株 20年3月期第3四半期  10,806,364株



 
【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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国発の金融危機が深刻化、長

期化の様相を呈し、世界的な広がりを示し始めたことから、内外の経済情勢が一変し、株価の大幅な下落や急激な円高等に

より企業の業績や家計のマインドがより一層冷え込む結果となりました。また、雇用情勢についても企業の業績悪化に伴い

非正規社員を中心とした契約の解除や解雇等が顕在化し、景況感は急速に悪化してまいりました。 

  当警備業界におきましては、このような厳しい経済環境の中、同業他社との受注競争の激化や取引先企業からの値下げ、

解約の要請があり、一方で警備品質の確保のためのコストアップ要因等を抱え、収益面では引続き厳しい状況の中で推移い

たしました。 

  このような環境下におきまして当社グループは、機械警備、ホームセキュリティの拡販、監視用カメラ、ＡＥＤ等の機器

販売並びにビル総合管理の受注拡大を目指し、併せて各種収益改善対策を実施し業容の拡大と収益力の強化に取り組んでま

いりました。 

その結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間における業績は、次のとおりとなりました。 

警備事業の売上高は、受託管理業務での企業内ＣＤやノンバンクからのＣＤ／ＡＴＭ管理業務の解約等の影響があり、第

２四半期までは前年同期比 0.6％の減収となっていましたが、機械警備業務、施設警備業務及び機器販売が引続き堅調に推

移した結果、第３四半期累計期間では 9,802 百万円（前年同期比 0.4％増）となりました。 

また、ビル管理事業も好調に推移し、売上高は 2,251 百万円（前年同期比 6.1％増）となりました。 

この結果、売上高合計では 12,053 百万円（前年同期比 1.4％増）となりました。 

営業利益は 391 百万円（前年同期比 25.8％減）、経常利益は 491 百万円（前年同期比 21.9％減）となり、第２四半期まで

の不振を挽回しつつありますが、四半期純利益は投資有価証券の評価損等により 204 百万円（前年同期比 38.8％減）にとど

まりました。 

なお、前年同期比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３四半期連結会計期間末における資産の残高は、19,603 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 806 百万円の減

少となりました。この主な要因は、受託管理業務に係る受託現預金がノンバンク等の解約により 1,046 百万円減少したこと

等によるものです。 

  純資産は 16,607 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 176 百万円の減少となりましたが、自己資本比率は 84.7％

となり、前連結会計年度末比 2.5 ポイント上昇しました。 

 

  連結キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が 370 百万円にな

ったことに加え、減価償却費 628 百万円や受託管理業務に係る当社資金の受託現預金及び立替金が 1,100 百万円減少したこ

と等により総額で 1,566 百万円の資金を得ました。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第３四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の償還による収入 300 百万円等

がありましたが、有形、無形の固定資産取得 720 百万円や投資有価証券の取得 311 百万円等により 789 百万円の資金支出と

なりました。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第３四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済 300 百万円や配当金の支払

183 百万円等により 484 百万円の資金支出となりました。 

 

  この結果、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は 4,651 百万円となり、前連結会計年度末に

比べ 293 百万円増加しました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

  年度末に向けた我が国経済は、米国のサブプライムローンに端を発する金融不安を背景にした世界同時株安、円高の影響

を受け、先行きの実体経済は更に厳しさが増していくものと予想されます。 

  当社グループにおいては、当第３四半期までの業況を踏まえ収益に関する緊急改善対策の実施のほか、既に取組んでいる

各種大型案件の成約等があるものの、急激な経済情勢の影響から既取引先からの値下げ要請や解約等もあり通期の業績につ

いては前期に比べ若干の減益になるものと予想しております。 

  なお、昨今の経済情勢等は不透明感を増しており、今後の様々な要因により予想数値が変動する場合もありますので、通

期の業績見込について見直しが必要と判断した場合には速やかに開示いたします。 

 

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） 

    該当事項はありません。 

 

 （２）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）を当連結会計年度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）を当連結

会計年度から適用し、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については評価額の低下に基づく簿価切下げ

の方法）により算定しております。 

     これによ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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 3,511,016 3,301,350

受託現預金 3,857,163 4,903,925

受取手形及び売掛金 1,291,998 1,122,353

有価証券 1,466,869 1,597,604

商品 1,043 1,728

貯蔵品 341,146 350,014

立替金 43,480 107,623

繰延税金資産 98,838 180,551

その他 334,332 165,171

貸倒引当金 △22,522 △12,721

流動資産合計 10,923,366 11,717,601

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 663,513 692,696

機械装置及び運搬具（純額） 2,422,917 2,614,436

土地 1,282,615 1,102,681

建設仮勘定 30,941 23,769

その他（純額） 121,704 146,941

有形固定資産合計 4,521,692 4,580,524

無形固定資産 189,273 120,999

投資その他の資産   

投資有価証券 3,483,109 3,582,210

繰延税金資産 31,615 16,589

その他 472,075 401,646

貸倒引当金 △17,957 △10,085

投資その他の資産合計 3,968,843 3,990,360

固定資産合計 8,679,809 8,691,885

資産合計 19,603,176 20,409,487
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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   

買掛金 198,318 214,653

短期借入金 － 300,000

未払法人税等 27,104 188,674

預り金 396,974 350,063

賞与引当金 171,011 320,465

役員賞与引当金 21,566 36,300

その他 1,057,346 971,578

流動負債合計 1,872,322 2,381,735

固定負債   

社債 200,000 200,000

繰延税金負債 425,584 539,657

退職給付引当金 146,984 146,118

その他 350,947 357,737

固定負債合計 1,123,515 1,243,513

負債合計 2,995,838 3,625,249

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,618,000 4,618,000

資本剰余金 8,310,580 8,310,580

利益剰余金 7,111,519 7,091,020

自己株式 △580,612 △580,347

株主資本合計 19,459,487 19,439,252

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 634,452 831,587

土地再評価差額金 △3,486,602 △3,486,602

評価・換算差額等合計 △2,852,149 △2,655,014

純資産合計 16,607,337 16,784,238

負債純資産合計 19,603,176 20,409,487
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 12,053,895

売上原価 9,232,172

売上総利益 2,821,722

販売費及び一般管理費 2,430,544

営業利益 391,178

営業外収益  

受取利息 17,654

受取配当金 53,708

違約金収入 25,426

その他 18,898

営業外収益合計 115,686

営業外費用  

支払利息 1,997

保険免責額 2,590

損害賠償金 4,324

その他 6,547

営業外費用合計 15,459

経常利益 491,405

特別利益  

投資有価証券売却益 16,538

特別利益合計 16,538

特別損失  

投資有価証券売却損 38

投資有価証券評価損 70,699

固定資産除却損 63,004

その他 3,591

特別損失合計 137,333

税金等調整前四半期純利益 370,610

法人税、住民税及び事業税 79,000

法人税等調整額 87,356

法人税等合計 166,356

四半期純利益 204,254
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 370,610

減価償却費 628,813

固定資産除却損 63,004

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,673

退職給付引当金の増減額（△は減少）／前払年金
費用の増減額（△は増加）

△68,910

賞与引当金の増減額（△は減少） △149,453

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,734

受取利息及び受取配当金 △71,362

支払利息 1,997

投資有価証券売却損益（△は益） △16,500

投資有価証券評価損益（△は益） 70,699

売上債権の増減額（△は増加） △169,644

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,552

その他の資産の増減額（△は増加） △176,432

仕入債務の増減額（△は減少） △16,334

受託現預金の増減額（△は増加） 1,041,817

受託立替金の増減額（△は増加） 58,183

その他 143,201

小計 1,722,180

利息及び配当金の受取額 73,428

利息の支払額 △1,355

法人税等の支払額 △227,570

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,566,683

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △80,000

有形固定資産の取得による支出 △617,713

無形固定資産の取得による支出 △102,752

投資有価証券の取得による支出 △311,825

投資有価証券の売却による収入 21,995

投資有価証券の償還による収入 300,000

その他 970

投資活動によるキャッシュ・フロー △789,325

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） △300,000

自己株式の取得による支出 △264

配当金の支払額 △183,754

財務活動によるキャッシュ・フロー △484,019

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 293,338

現金及び現金同等物の期首残高 4,358,359

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,651,697
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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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

  

    株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動はありません。 
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【参考資料】 
 
 前年同四半期に係る財務諸表 

 
（１）四半期連結損益計算書 

                                         (単位：千円) 

科  目 

前第３四半期 

（自 平成 19 年４月  １日 

至 平成 19 年 12 月 31 日）

 売上高 11,885,885

売上原価 8,938,965

売上総利益 2,946,919

 販売費及び一般管理費 2,420,043

営業利益 526,875

営業外収益 112,177

 受取利息及び配当金 63,928

 その他 48,249

 営業外費用 9,979

 支払利息 2,230

その他 7,749

 経常利益 629,073

特別利益 35,286

投資有価証券売却益 33,434

その他 1,852

特別損失 81,294

 投資有価証券評価損 22,608

固定資産除却損 58,685

  税金等調整前四半期純利益 583,065

法人税、住民税及び事業税 131,641

法人税等調整額 117,759

  四半期純利益 333,664
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（２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
 
                                                                                             (単位：千円) 

 

前第３四半期 

（自 平成 19 年４月  １日 

至 平成 19 年 12 月 31 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 583,065 

  減価償却費 630,233 

  固定資産除却損 58,685 

貸倒引当金の増減額（減少：△） △2,750 

  退職給付引当金の増減額（減少：△）／ 

前払年金費用の増減額（増加：△） 
△74,259 

  賞与引当金の増減額（減少：△） △150,826 

  役員賞与引当金の増減額（減少：△） 2,740 

  受取利息及び受取配当金 △63,928 

  支払利息 2,230 

  投資有価証券売却益 △33,434 

  投資有価証券評価損 22,608 

  売上債権の増減額（増加：△） △26,236 

  たな卸資産の増減額（増加：△） △26,277 

  その他債権の増減額（増加：△） △93,755 

  仕入債務の増減額（減少：△） 24,284 

  受託現預金の増減額（増加：△） 459,255 

 受託立替金の増減額（増加：△） △159,255 

 その他 18,400 

小計 1,170,780 

  利息及び配当金の受取額 64,529 

 利息の支払額 △1,390 

  法人税等の支払額 △248,955 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 984,964 

 

  

 

東洋テック㈱（9686）　平成21年3月期　第３四半期決算短信

10



 
                                                 (単位：千円) 

 

前第３四半期 

（自 平成 19 年４月  １日 

至 平成 19 年 12 月 31 日） 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預け入れによる支出（純額） △800,000 

  有形固定資産の取得による支出 △574,421 

無形固定資産の取得による支出 △9,967 

  投資有価証券の取得による支出 △111,226 

  投資有価証券の売却による収入 147,777 

 その他 157 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,347,679 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 社債の償還による支出 △100,000 

 社債の発行による収入 98,300 

 自己株式の取得による支出 △4,965 

 配当金の支払額 △162,104 

財務活動によるキャッシュ・フロー △168,770 

現金及び現金同等物の増減額 △531,485 

現金及び現金同等物の期首残高 3,160,226 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,628,740 

 

 

 

以 上 
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