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1.  平成21年6月期第2四半期の連結業績（平成20年7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6月期第2四半期 3,244 ― 303 ― 301 ― 170 ―

20年6月期第2四半期 3,032 10.2 207 29.5 205 27.4 116 58.0

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2四半期 6,432.30 ―

20年6月期第2四半期 3,910.12 ―

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2四半期 3,837 1,203 31.4 48,629.36
20年6月期 4,220 1,456 34.5 49,356.61

（参考） 自己資本   21年6月期第2四半期  1,203百万円 20年6月期  1,456百万円

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

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 6,810 3.4 432 2.2 450 7.3 273 4.6 10,694.09

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．本資料に記載されている業績の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、業績予想の前提となる条件につきましては、３ページ 「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご参照
ください。 
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。 
３．第２四半期連結累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。  

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2四半期  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2四半期  5,172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2四半期  26,486株 20年6月期第2四半期  29,830株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融不安に端を発した欧米景気の急激な減速、円高を背景

に、グローバルな金融市場の混乱が実体経済へも急速に影響を与え始め、景気の後退傾向が一段と強まる結果とな

りました。企業は、設備投資の削減や在庫調整を余儀なくされ、収益面はさらに悪化することが予想されます。 

 特に経済の悪化は、不動産業界などにおける住宅着工戸数に大きく影響し、資金調達環境の悪化や在庫の積み上

がりなどの要因により、保有する不動産の担保価値の大幅下落、財務体質の急速な悪化などをともない、企業経営

に大きな影響を及ぼしております。 

 当社グループを取り巻く経営環境は、市場における競争激化やコスト削減の取組み動向などには十分留意する必

要はありますが、景気後退の中にあって、業務の効率化やコスト削減を目指すためのアウトソーシングサービス会

社として、また法令等の改正や内部統制に準拠したサービスを提供できる会社として、当社グループは多くの企業

から「しゃたくさん」として親しまれかつ評価され、堅実な収益モデルを築いている状況にあります。 

一方で、住宅の品質または性能の維持・向上を図り、良質な住宅ストックの形成及び将来世代への承継のための

施設管理においても、住宅ストックの整備が進む中、質を追求する顧客ニーズに応える形で、当社グループのビジ

ネスモデルの一端を支えております。 

このような状況において、当社グループといたしましては、付加価値の高いサービスの提供及び事業ドメインの

拡大に向けたブランディングなどを推進し、より安定した企業基盤の確立と事業拡大に向けた一層の努力を重ねて

まいりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高3,244百万円（前年同期比7.0％増）、

営業利益303百万円（同46.0％増）、経常利益301百万円（同46.6％増）四半期純利益170百万円（同46.1％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す。 

①社宅管理事務代行事業 

当第２四半期連結累計期間は、新規受託企業の一部に業績悪化にともなう事業開始時期の延期要請や失注があ

ったものの、既存の受託収入の業務委託料の売上は前年同期に比べ増加し、その他の収入も概ね順調に推移した

結果、売上高は1,467百万円（前年同期比23.0％増）となりました。営業利益では、利益貢献度の高い業務が一部

集中したこと、外注費等の費用発生の一部を下期に先送りしたこと、加えて前期特有の費用増加要因であった施

設の増床費用の発生がなかったことなどから、243百万円（同22.1％増）となりました。 

  

②施設総合管理事業 

当第２四半期連結累計期間は、新たな大口法人顧客からの管理収入が寄与したものの、企業の周辺環境の悪化

による一部の法人顧客からの解約や、修繕工事の一部時期ずれなどが生じたこともあり、売上高は前年同期をや

や下回る1,846百万円（前年同期比0.8％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る原価低

減に努めてきた一方で、販売費及び一般管理費の一部が下期に繰り越されるなどの発生も起因し、前年を上回る

33百万円（同337.5％増、前年同期は7百万円、前前年同期は29百万円の営業損失）となりました。なお、販売費

及び一般管理費にのれん償却額54百万円を計上しております。 

  

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。 

  

  ①資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ383百万円減少し、3,837百万円となりま

した。流動資産は、前連結会計年度末に比べ309百万円減少し、2,717百万円となりました。これは主に営業立

替金の減少298百万円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73百万円減少し、1,120百

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損によるもの

であります。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ130百万円減少し、2,633百万円となりまし

た。流動負債は、前連結会計年度末に比べ126百万円減少し、2,507百万円となりました。これは主に営業預り

金の減少122百万円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は、前連結会計年度末に比べ252百万円減少し、1,203百万円となりま

した。  

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 
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②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年

度末に比べて173百万円増加し、962百万円となりました。当第２四半期連結会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） 

 当第２四半期連結会計期間において営業活動の結果増加した資金は1,186百万円となりました。これは主と

して、賞与引当金の減少62百万円と営業預り金の減少55百万円があったものの、売上債権の減少179百万円と

営業立替金の減少937百万円があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結会計期間において投資活動の結果減少した資金は38百万円となりました。これは主とし

て無形固定資産の取得による支出28百万円と投資有価証券の取得による支出10百万円によるものでありま

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結会計期間において財務活動の結果減少した資金は888百万円となりました。これは主とし

て短期借入金の純減859百万円と自己株式の取得による支出によるものであります。  

  

 通期業績予想につきましては、景気の悪化にともなう企業活動の停滞などにより、新規受託の延期や下期に繰り

越された費用の一部発生を見込んでおり、上期の増収ペースはやや鈍るものの、売上及び利益は概ね確保できるも

のと見込んでおります。 

よって、平成20年８月14日発表の通期の業績予想からの数値変更はありません。 

  

なお、上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は

今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

該当事項はありません。  

   

該当事項はありません。  

   

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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 

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）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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更  

たな卸資産 

 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から原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）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。 
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 ③リース取引に関する会計基準の適用 

 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２四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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 996,331 823,253

受取手形及び売掛金 236,342 448,672

営業立替金 998,306 1,296,946

商品 1,911 1,898

仕掛品 26,661 7,818

その他 473,792 464,255

貸倒引当金 △16,161 △16,650

流動資産合計 2,717,184 3,026,195

固定資産   

有形固定資産 139,937 153,065

無形固定資産   

のれん 474,996 529,991

その他 69,394 49,082

無形固定資産合計 544,391 579,073

投資その他の資産 436,060 462,247

固定資産合計 1,120,389 1,194,386

資産合計 3,837,573 4,220,581

負債の部   

流動負債   

買掛金 277,723 291,286

短期借入金 1,093,122 1,005,092

未払法人税等 126,148 82,387

営業預り金 435,390 558,048

賞与引当金 21,859 19,693

役員賞与引当金 11,355 25,688

その他 542,221 652,220

流動負債合計 2,507,822 2,634,416

固定負債   

退職給付引当金 126,029 130,046

固定負債合計 126,029 130,046

負債合計 2,633,851 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 695,470 575,258

自己株式 △408,392 △52,612

株主資本合計 1,240,829 1,476,396

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △37,106 △20,277

評価・換算差額等合計 △37,106 △20,277

純資産合計 1,203,722 1,456,118

負債純資産合計 3,837,573 4,220,581
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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７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 3,244,752

売上原価 2,546,474

売上総利益 698,277

販売費及び一般管理費 395,107

営業利益 303,170

営業外収益  

受取利息 507

受取配当金 975

雑収入 1,300

営業外収益合計 2,783

営業外費用  

支払利息 997

投資事業組合運用損 2,285

その他 995

営業外費用合計 4,278

経常利益 301,675

特別利益  

貸倒引当金戻入額 488

特別利益合計 488

特別損失  

投資有価証券評価損 29,559

特別損失合計 29,559

税金等調整前四半期純利益 272,605

法人税、住民税及び事業税 118,749

法人税等調整額 △16,510

法人税等合計 102,239

四半期純利益 170,365
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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10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,576,649

売上原価 1,251,689

売上総利益 324,959

販売費及び一般管理費 200,899

営業利益 124,059

営業外収益  

受取利息 2

受取配当金 874

雑収入 850

営業外収益合計 1,727

営業外費用  

支払利息 997

その他 484

営業外費用合計 1,481

経常利益 124,306

特別利益  

貸倒引当金戻入額 604

特別利益合計 604

特別損失  

投資有価証券評価損 29,559

特別損失合計 29,559

税金等調整前四半期純利益 95,351

法人税、住民税及び事業税 35,381

法人税等調整額 △1,758

法人税等合計 33,622

四半期純利益 61,728

日本社宅サービス株式会社（8945）　平成21年６月期　第２四半期決算短信

－7－



（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７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 272,605

減価償却費 23,705

のれん償却額 54,994

貸倒引当金の増減額（△は減少） △488

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,166

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,333

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,017

受取利息及び受取配当金 △1,482

支払利息 5,795

投資有価証券評価損益（△は益） 29,559

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） 212,330

仕入債務の増減額（△は減少） △13,562

営業立替金の増減額（△は増加） 298,639

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,866

前受金の増減額（△は減少） △19,604

営業預り金の増減額（△は増加） △122,657

その他 △101,183

小計 605,884

利息及び配当金の受取額 1,482

利息の支払額 △5,685

法人税等の支払額 △74,240

営業活動によるキャッシュ・フロー 527,440

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △2,780

無形固定資産の取得による支出 △28,320

投資有価証券の取得による支出 △11,032

投資有価証券の売却による収入 5,000

その他 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △37,127

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） 88,030

自己株式の取得による支出 △355,779

配当金の支払額 △49,486

財務活動によるキャッシュ・フロー △317,236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 173,077

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 962,237
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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。 

  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日） 

 （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 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日）  

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、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７月１日 至 平成20年12月31日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

（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〕 

  
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  1,467,134  1,777,618    3,244,752        3,244,752

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
       68,761  68,761 (68,761)      

計  1,467,134  1,846,379  3,313,513 (68,761)  3,244,752

営業利益  243,318  33,224  276,543  26,627  303,170

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 

〔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 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日） 

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

20年12月24日付の自己株式取得300株（取得価額21,660千円）によるものであります。 

日本社宅サービス株式会社（8945）　平成21年６月期　第２四半期決算短信

－9－



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        3,032,192  100.0

Ⅱ 売上原価        2,417,639  79.7

売上総利益        614,553  20.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費        406,871  13.5

営業利益        207,681  6.8

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  698            

２．受取配当金  194            

３．投資組合出資利益      785            

４．受取保険金  427            

５．その他  1,068  3,173  0.1

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  464            

２．管理委託契約解約損  2,856            

３．支払補償金  1,734            

４．その他  33  5,088  0.1

経常利益        205,767  6.8

Ⅵ 特別損失                  

１．投資有価証券評価損  1,022  1,022  0.0

税金等調整前中間純利益        204,744  6.8

法人税、住民税及び事業
税  88,452            

法人税等調整額 △350  88,101  3.0

中間純利益        116,642  3.8
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（２）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７月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  204,744

減価償却費  18,046

のれん償却額  54,994

貸倒引当金の増減額     13,139

賞与引当金の増減額  2,197

役員賞与引当金の増減額 △14,134

退職給付引当金の増減額 △1,136

受取利息及び受取配当金 △893

支払利息  4,479

投資有価証券評価損  1,022

売上債権の増減額 △91,534

仕入債務の増減額 △90,458

営業立替金の増減額 △1,808

たな卸資産の増減額 △24,816

前受金の増減額  8,653

営業預り金の増減額  97,019

その他 △233,340

小計 △53,825

利息及び配当金の受取額  893

利息の支払額 △4,741

法人税等の支払額 △111,474

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△169,148

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 

△9,174

無形固定資産の取得によ
る支出 

△9,662

投資有価証券の取得によ
る支出 

△79,642

その他 △74,893

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△94,863
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前中間連結会計期間

（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円）

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  209,286

長期借入金の返済による
支出  

△16,662

社債の償還による支出 △150,000

自己株式の取得による支
出 

△23,240

配当金の支払額 △25,164

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△5,780

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減
額 

△269,793

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中間
期末残高 

 845,568
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前中間連結会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年12月31日） 

 （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 

  

  

前中間連結会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年12月31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。

  

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
社宅管理事務 
代行事業 
（千円） 

マンション・
ビル管理事業 
（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  1,193,146  1,839,046  3,032,192     ―  3,032,192

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
    ―  22,487  22,487 (22,487)     ― 

計  1,193,146  1,861,533  3,054,680 (22,487)  3,032,192

営業費用  993,924  1,853,938  2,847,862 (23,351)  2,824,511

営業利益  199,222  7,594  206,817 864   207,681

 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 

 マンション・ビル管理事業  マンション・ビル管理、室内リフォーム他 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年12月31日） 

      海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

日本社宅サービス株式会社（8945）　平成21年６月期　第２四半期決算短信

－13－




