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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 12,324 ― 246 ― 296 ― 4 ―

20年3月期第3四半期 12,058 5.1 206 73.1 284 23.1 170 25.0

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3月期第3四半期 0.80 ―

20年3月期第3四半期 32.37 ―

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 9,171 6,114 66.7 1,201.40
20年3月期 9,176 6,454 70.3 1,229.48

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  6,114百万円 20年3月期  6,454百万円

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  

（注）21年３月期 予想期末配当金の内訳 普通配当 10円00銭 記念配当 ５円00銭  

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年3月期 ― 10.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 15.00 25.00

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  有  
 

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 16,224 △0.4 288 15.0 335 △3.8 38 △80.0 7.26

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 
・本資料に記載されている業績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いており、実際の業績は
様々な要因により大きく異なる場合があります。 
・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。  

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  5,974,800株 20年3月期  5,974,800株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  885,129株 20年3月期  724,829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  5,232,160株 20年3月期第3四半期  5,251,491株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国を発端とする世界的な金融不況は実体経済へも大きく影響

が及び、先行きへの見通しにその不透明感は一層強くなりました。 

 ビルメンテナンス業界におきましては、多くのビルが建設されたと同時に、既存物件においては、管理業者の入れ

替えとともに、仕様の見直しによる減額要請といったことも再びおきてまいりました。そして全国的な人手不足と労

務賃金の高騰も、収益面において引き続き厳しい経営環境でありました。 

 そのような経営環境のもと、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）は、ビルメンテナンス事業に

つきましては、人手不足と労務賃金の高騰といった労働マーケットの状況を鑑みながら慎重に新規物件を受託したと

ともに、第２四半期までの既存顧客における増額改訂などが当期の売上げにプラス要因となりました。また従業員の

定着化をはかるなど、労務賃金などの原価高騰による利益への圧迫を吸収してまいりました。しかし第３四半期に入

り急激な減額要請や解約の案件が発生するとともに、その労務原価削減による対応にも苦慮いたしました。リニュー

アル工事事業につきましては、 近の厳しい経済環境のなか契約件数及び金額ともに減少いたしました。また不動産

事業につきましては、主に指定管理者事業の着実な受託により順調に推移いたしました。 

 結果、当第３四半期（４月～12月）の連結業績は、売上高123億24百万円、営業利益２億46百万円、経常利益２億

96百万円となりました。そして当社が出資しておりました大和生命保険株式会社の破綻にともなう同社株式の減損処

理１億63百万円及び運用債券の評価損として１億17百万円など合わせて２億81百万円の特別損失が発生したことによ

り、四半期純利益は４百万円となりました。 
  
ビルメンテナンス事業 

（クリーン業務） 

 クリーン業務につきましては、当期から業務開始した地下鉄栄駅及び地下街、大阪朝日生命館ビル、ヒルトンホテ

ル名古屋、ココラフロントなどの新規物件を受託したことや、既存物件においても業務範囲の拡大や契約額の増額に

よる増収要因がありました。そのため一方では、経済状況の急激な低迷に伴う既存ビルにおける業務範囲の縮小や減

額及び解約が発生し、またホテル客室稼働率の低下などの減少要因があったものの、それらを補い売上高は66億42百

万円となりました。そして利益面におきましては、解約や減額要請があり原価削減対応に苦慮したものの、既存物件

の増額や従業員の定着性と作業の効率性が向上したことにより、売上総利益は11億14百万円となりました。 

（設備管理業務） 

 設備管理業務につきましては、当期から業務開始したココラフロントなどのほか、既存物件における増額があった

ため、厳しい経済環境による随時作業の減少を補うことができ、売上高は24億62百万円となりました。また、利益面

では主に既存物件における契約額の増額のほか従業員の定着性も向上し売上総利益は１億96百万円となりました。 

（セキュリティ業務） 

 セキュリティ業務につきましては、当期から業務開始したＤＮＩ錦ビルディングやココラフロントのほか、既存物

件において臨時警備や機械警備の工事受注もあり、売上高20億55百万円となりました。そして利益につきましては、

新規業務開始に伴う教育費や臨時警備対応に伴う要員確保のコストが発生したものの、それらを補うことができ売上

総利益は２億35百万円となりました。 

以上、ビルメンテナンス事業といたしましては、売上高111億59百万円、売上総利益15億46百万円となりました。 
  
リニューアル工事事業 

 リニューアル工事事業につきましては、厳しい経済環境のもと受託件数及び一件当たりの契約金額ともに減少傾向

にあり、売上高は６億71百万円となりましたが、原価コストの構成を見直して削減に努めたことにより、売上総利益

は１億７百万円となりました。 
  
不動産事業 

 不動産事業につきましては、主には指定管理者事業として当期から新規に受託した美和町文化会館、同図書館、同

ふれあいの森などが引き続き寄与し、売上高は４億93百万円、売上総利益は59百万円となりました。 

  

【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 

 当第３四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産91億71百万円（前年度末比５百万円減）、負債は

30億56百万円（同３億34百万円増）となり、純資産は61億14百万円（同３億40百万円減）となりました。 

 資産の主な増減要因は、流動資産における「受取手形及び売掛金」、「有価証券」と固定資産における「土地」が

増加した一方、「投資有価証券」が評価損として減少したことによるものであります。負債の増加要因は、主には長

期借入金が増加したことによるものであります。そして純資産の主な減少要因は、「自己株式」の増加と「その他有

価証券評価差額金」が減少したことによるものであります。 



 連結業績予想につきましては、平成20年10月22日発表の業績予想を修正しております。詳細は、本日平成21年２月

10日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

 該当事項はありません。    

①棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

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 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。 

 繰延税金資産の回収可能性に関しては、前連結会計年度末の検討において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングに、前連結会計年度末からの重要な一時差異の変動を加味したものを使用する方法によって

おります。 

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の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、 終仕入原価法による原価法によっておりました

が、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）が適用されたことに伴い、 終仕入原価法による原価法（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）により算定しております。 

 なお、これによる四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

（追加情報） 

 平成20年度の法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、一部の機械装置について耐用年数を変

更しております。 

 なお、これによる四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。  



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 1,402,832 1,429,879

受取手形及び売掛金 1,697,663 1,567,100

有価証券 35,685 －

商品 1,217 3,646

貯蔵品 40,158 39,511

繰延税金資産 25,838 105,781

未収還付法人税等 76,697 －

その他 76,725 55,930

貸倒引当金 △831 △784

流動資産合計 3,355,985 3,201,064

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,873,387 1,867,047

減価償却累計額 △1,227,458 △1,198,342

建物及び構築物（純額） 645,929 668,704

機械装置及び運搬具 463,878 451,240

減価償却累計額 △333,829 △309,795

機械装置及び運搬具（純額） 130,049 141,445

工具、器具及び備品 303,004 311,171

減価償却累計額 △260,574 △270,729

工具、器具及び備品（純額） 42,429 40,442

土地 1,035,639 829,579

有形固定資産合計 1,854,048 1,680,171

無形固定資産 36,914 27,197

投資その他の資産   

投資有価証券 1,461,197 1,949,434

差入保証金 257,191 256,812

退職積立資産 810,638 804,206

保険積立資産 481,297 481,113

ゴルフ会員権 210,607 212,357

繰延税金資産 555,447 366,621

その他 182,792 232,185

貸倒引当金 △34,690 △34,690

投資その他の資産合計 3,924,482 4,268,041

固定資産合計 5,815,444 5,975,410

資産合計 9,171,430 9,176,475



（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   

支払手形及び買掛金 489,356 506,232

短期借入金 397,500 50,000

1年内返済予定の長期借入金 79,920 －

未払法人税等 － 114,835

未払消費税等 134,595 99,180

未払費用 210,140 116,632

未払給与 723,199 709,820

賞与引当金 53,548 206,693

役員賞与引当金 － 17,000

その他 208,319 127,214

流動負債合計 2,296,579 1,947,608

固定負債   

長期借入金 269,730 －

長期預り保証金 25,698 26,653

退職給付引当金 295,680 303,131

役員退職慰労引当金 169,029 444,357

固定負債合計 760,138 774,143

負債合計 3,056,717 2,721,751

純資産の部   

株主資本   

資本金 822,300 822,300

資本剰余金 878,137 878,137

利益剰余金 5,402,918 5,503,734

自己株式 △887,065 △803,670

株主資本合計 6,216,291 6,400,502

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △101,578 54,221

評価・換算差額等合計 △101,578 54,221

純資産合計 6,114,712 6,454,723

負債純資産合計 9,171,430 9,176,475



（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 12,324,880

売上原価 10,612,112

売上総利益 1,712,767

販売費及び一般管理費  

役員報酬 99,300

給料 568,113

賞与引当金繰入額 87,904

役員退職慰労引当金繰入額 11,310

賃借料 130,599

減価償却費 36,236

その他 532,348

販売費及び一般管理費合計 1,465,812

営業利益 246,955

営業外収益  

受取利息 11,411

受取配当金 20,997

受取手数料 10,789

助成金収入 469

受取保険金及び配当金 3,102

保険返戻金 921

持分法による投資利益 4,900

有価証券運用益 8,580

その他 2,509

営業外収益合計 63,682

営業外費用  

支払利息 7,524

支払手数料 6,536

営業外費用合計 14,060

経常利益 296,577

特別利益  

貸倒引当金戻入額 14

固定資産売却益 614

特別利益合計 628

特別損失  

前期損益修正損 934

固定資産除売却損 3,041

投資有価証券評価損 281,007

ゴルフ会員権評価損 1,750

特別損失合計 286,732

税金等調整前四半期純利益 10,472

法人税、住民税及び事業税 8,685

法人税等調整額 △2,393

法人税等合計 6,292

四半期純利益 4,180



（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 10,472

減価償却費 73,469

持分法による投資損益（△は益） △4,900

ゴルフ会員権評価損 1,750

貸倒引当金の増減額（△は減少） 46

賞与引当金の増減額（△は減少） △153,144

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,451

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △275,328

受取利息及び受取配当金 △32,409

支払利息 7,524

有形固定資産売却損益（△は益） △614

有形固定資産除却損 3,041

投資有価証券評価損益（△は益） 281,007

売上債権の増減額（△は増加） △130,563

仕入債務の増減額（△は減少） △16,875

退職積立資産の増減額(△は増加) △6,431

保険積立資産の増減額(△は増加) △183

その他 187,115

小計 △80,475

利息及び配当金の受取額 36,009

利息の支払額 △7,524

法人税等の支払額 △189,496

その他の営業外損益の受取額 21,566

営業活動によるキャッシュ・フロー △219,920

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △27,105

有形固定資産の取得による支出 △227,444

有形固定資産の売却による収入 1,800

投資有価証券の取得による支出 △97,269

投資有価証券の売却による収入 3,049

その他 △23,607

投資活動によるキャッシュ・フロー △370,576

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 1,060,000

短期借入金の返済による支出 △712,500

長期借入れによる収入 400,000

長期借入金の返済による支出 △50,350

自己株式の取得による支出 △83,395

配当金の支払額 △100,304

財務活動によるキャッシュ・フロー 513,450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △77,046

現金及び現金同等物の期首残高 1,429,879

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,352,832



 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３四半期連結累計期間において、事業の種類は、役務提供の種類、性質、販売市場等の類似性から判断し

て、ビルメンテナンス業務のみとしております。 

 従いまして、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

 当第３四半期連結累計期間において、本邦以外の国また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３四半期連結累計期間において、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〕 

〔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 

 該当事項はありません。  



「参考資料」  

前四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  12,058,621

Ⅱ 売上原価  10,434,758

売上総利益  1,623,863

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,417,254

営業利益  206,609

Ⅳ 営業外収益  99,191

Ⅴ 営業外費用  20,879

経常利益  284,921

Ⅵ 特別利益  16,956

Ⅶ 特別損失  14,406

税金等調整前四半期純利益  287,472

法人税、住民税及び事業税  112,402

法人税等還付税額   9,373

法人税等調整額  14,420

四半期純利益  170,023
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