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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 9,048 ― 309 ― 362 ― 224 ―
20年3月期第3四半期 8,615 0.9 251 △20.2 283 △17.3 158 △9.9

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 40.50 ―
20年3月期第3四半期 28.63 ―

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 6,236 4,683 75.1 845.39
20年3月期 6,225 4,574 73.5 825.81

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  4,683百万円 20年3月期  4,574百万円

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 ― 0.00 ― 18.00 18.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 18.00 18.00

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 11,707 △0.4 456 4.9 465 △1.5 265 △3.0 47.91

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。  

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 5,540,000株 20年3月期 5,540,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 119株 20年3月期 71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 5,539,910株 20年3月期第3四半期 5,540,000株
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当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国の金融資本市場を発端とした金融機関の破綻に
はじまる世界の株価大暴落の影響を受け、急激な円高と株安の進行で国内企業の業績が急速に悪化する
中、雇用や設備の過剰感から製造業を中心とした非正規社員のリストラ等、バブル経済崩壊以上の景気の
減速が見られます。  
 当ビルメンテナンス業界におきましては、老朽化したビルの建て替えを中心とした開発が進みつつあり
ますが、契約時における入札制度が広がり価格競争は激しさを増しております。また、企業収益悪化によ
る管理費の低減傾向が著しく、厳しい経営環境が続いております。  
 このような情勢の下、当社グループは空調設備の更新工事を中心とした提案営業を積極的に行い、売上
高につきましては3,053百万円となりました。  
 利益面につきましては、工事関係の売上増が寄与し、営業利益では128百万円、経常利益では受取利息
16百万円、受取配当金５百万円があり、155百万円となりました。 
 四半期純利益につきましては、94百万円となりました。 
 平成21年３月期第１四半期及び第２四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成21
年３月期第１四半期決算短信（平成20年８月11日開示）及び第２四半期決算短信（平成20年11月10日開
示）をご参照ください。 
  
  

  

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は6,236百万円となり、前連結会計年度末比10百万円の増加と
なりました。この内、流動資産は4,694百万円と前連結会計年度末比119百万円増加し、固定資産は1,542
百万円と前連結会計年度比109百万円の減少となりました。流動資産の増加は、主として受取手形及び売
掛金が136百万増加したことによるものであります。また、固定資産の減少は、主として投資有価証券が
109百万円減少したことによるものであります。  
 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は1,553百万円となり、前連結会計年度末比97百万円の減少と
なりました。この内、流動負債は1,193百万円と前連結会計年度末比73百万円減少し、固定負債は360百万
円と前連結会計年度末比23百万円の減少となりました。流動負債の減少は、主として短期借入金が60百万
円、その他が83百万円増加したものの、賞与支払いにより賞与引当金が176百万円減少したことによるも
のであります。また、固定負債の減少は、主として退職給付引当金が21百万円減少したことによるもので
あります。 
 当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は4,683百万円となり、前連結会計年度末比108百万円の増加
となりました。これは、主として利益剰余金が124百万円増加したことによるものであります。 
  
  

  

経営環境は依然厳しいものの、当初見込んでいる以外の業績の変動も現時点では想定されないことか
ら、平成20年８月11日発表の通期の業績予想に変更はありません。 
 今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 
  
  

  

・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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該当事項はありません。 

  
  

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな
いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 
  

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、前連結会計年度末の
実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  
 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額
を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
  

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。 
  

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概
算額で計上する方法によっております。 
  

法人税等の納付税額の算定に関しては、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適
用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて算定する方法に
よっております。  
 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  
 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。 
  

  

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。  
 当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  

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

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法

２．棚卸資産の評価方法

３．固定資産の減価償却費の算定方法

４．経過勘定項目の算定方法

５．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
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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 2,870,031 2,939,111 

受取手形及び売掛金 1,505,523 1,368,771 

商品及び製品 191 433 

仕掛品 7,338 11,420 

原材料及び貯蔵品 2,621 15,958 

その他 319,224 246,943 

貸倒引当金 △10,507 △8,146 

流動資産合計 4,694,423 4,574,491 

固定資産   

有形固定資産 378,421 383,855 

無形固定資産 28,530 36,498 

投資その他の資産   

投資有価証券 698,233 807,490 

その他 438,135 424,502 

貸倒引当金 △1,118 △1,118 

投資その他の資産合計 1,135,251 1,230,874 

固定資産合計 1,542,203 1,651,229 

資産合計 6,236,627 6,225,721 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 471,601 456,199 

短期借入金 60,000 － 

未払法人税等 49,303 105,168 

賞与引当金 173,399 350,215 

その他 438,718 355,221 

流動負債合計 1,193,024 1,266,804 

固定負債   

退職給付引当金 299,733 320,734 

役員退職慰労引当金 59,470 62,101 

その他 1,059 1,138 

固定負債合計 360,263 383,974 

負債合計 1,553,287 1,650,778 

純資産の部   

株主資本   

資本金 419,000 419,000 

資本剰余金 232,000 232,000 

利益剰余金 4,064,467 3,939,845 

自己株式 △55 △33 

株主資本合計 4,715,412 4,590,812 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △29,979 △21,984 

為替換算調整勘定 △2,093 6,115 

評価・換算差額等合計 △32,073 △15,869 

純資産合計 4,683,339 4,574,942 

負債純資産合計 6,236,627 6,225,721 
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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 9,048,274 

売上原価 7,812,575 

売上総利益 1,235,699 

販売費及び一般管理費 926,425 

営業利益 309,273 

営業外収益  

受取利息 23,459 

受取配当金 8,574 

持分法による投資利益 9,786 

保険解約返戻金 9,826 

その他 8,232 

営業外収益合計 59,879 

営業外費用  

支払利息 1,261 

固定資産除却損 4,281 

その他 947 

営業外費用合計 6,490 

経常利益 362,662 

特別利益  

投資有価証券売却益 1,197 

特別利益合計 1,197 

税金等調整前四半期純利益 363,859 

法人税等 139,519 

四半期純利益 224,340 
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 3,053,804 

売上原価 2,626,658 

売上総利益 427,145 

販売費及び一般管理費 298,730 

営業利益 128,414 

営業外収益  

受取利息 16,797 

受取配当金 5,429 

持分法による投資利益 2,886 

その他 2,387 

営業外収益合計 27,501 

営業外費用  

支払利息 372 

その他 283 

営業外費用合計 656 

経常利益 155,259 

税金等調整前四半期純利益 155,259 

法人税等 60,381 

四半期純利益 94,877 
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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 363,859 

減価償却費 36,100 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,360 

賞与引当金の増減額（△は減少） △176,815 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △21,000 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,630 

受取利息及び受取配当金 △32,033 

支払利息 1,261 

投資有価証券売却損益（△は益） △1,197 

持分法による投資損益（△は益） △9,786 

売上債権の増減額（△は増加） △136,752 

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,344 

仕入債務の増減額（△は減少） 15,401 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 90,044 

その他 △79,610 

小計 54,545 

利息及び配当金の受取額 33,366 

利息の支払額 △1,261 

法人税等の支払額 △189,827 

営業活動によるキャッシュ・フロー △103,176 

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 △300,000 

有形固定資産の取得による支出 △25,064 

無形固定資産の取得による支出 △450 

投資有価証券の取得による支出 △403,010 

投資有価証券の償還による収入 400,000 

投資有価証券の売却による収入 101,511 

差入保証金の差入による支出 △9,760 

差入保証金の回収による収入 19,953 

その他 △8,867 

投資活動によるキャッシュ・フロー △225,686 

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 250,000 

短期借入金の返済による支出 △190,000 

自己株式の取得による支出 △21 

配当金の支払額 △99,128 

財務活動によるキャッシュ・フロー △39,149 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,067 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △369,080 

現金及び現金同等物の期首残高 2,939,111 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,570,031 
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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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）
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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

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）
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「参考」

（要約）前四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日）

前年同四半期

（平成20年３月期

第３四半期）

区分 金額（千円）
百分比

(％)

Ⅰ 売上高 8,615,613 100.0

Ⅱ 売上原価 7,446,101 86.4

   売上総利益 1,169,512 13.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 918,331 10.7

   営業利益 251,181 2.9

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 12,059

 ２ 受取配当金 4,440

 ３ 持分法による投資利益 9,056

 ４ 受取事務手数料 4,223

 ５ その他 5,547

   営業外収益合計 35,327 0.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 1,567

 ２ その他 1,765

   営業外費用合計 3,333 0.0

   経常利益 283,175 3.3

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 3,721

   特別利益合計 3,721 0.0

   税金等調整前四半期純利益 286,896 3.3

   法人税、住民税及び事業税 113,407 1.3

   法人税等調整額 14,857 0.2

   四半期純利益 158,631 1.8
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（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日）

前年同四半期

(平成20年３月期

第３四半期)

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 286,896

 ２ 減価償却費 45,461

 ３ 貸倒引当金の減少額 △4,940

 ４ 賞与引当金の減少額 △154,477

 ５ 退職給付引当金の減少額 △8,285

 ６ 役員退職慰労引当金の増加額 3,691

 ７ 受取利息及び受取配当金 △16,500

 ８ 支払利息 1,567

 ９ 持分法による投資利益 △9,056

 10 売上債権の減少額 1,325

 11 たな卸資産の増加額 △120,256

 12 仕入債務の減少額 △412,496

 13 その他 △42,245

   小計 △429,313

 14 利息及び配当金の受取額 14,464

 15 利息の支払額 △1,567

 16 法人税等の支払額 △226,208

  営業活動によるキャッシュ・フロー △642,625

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有価証券の取得による支出 △999,109

 ２ 有価証券の償還による収入 1,300,000

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △26,824

 ４ 無形固定資産の取得による支出 △2,184

 ５ 投資有価証券の取得による支出 △267,885

 ６ 差入保証金の払込による支出 △11,276

 ７ 差入保証金の解約による収入 5,851

 ８ その他 △5,055

  投資活動によるキャッシュ・フロー △6,484

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入れによる収入 280,000

 ２ 短期借入金の返済による支出 △160,000

 ３ 配当金の支払額 △126,568

  財務活動によるキャッシュ・フロー △6,568

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △655,679

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,994,126

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,338,447
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当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで
あります。 

  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 

6. その他の情報

(1) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円)

 設備エンジニアリング事業 2,369,331

 環境エンジニアリング事業 315,834

 マネジメント＆サービス事業 368,638

合計 3,053,804

(2) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係

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)

 

 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 2,870,031千円

預入期間が３か月超の定期預金 △300,000千円

現金及び現金同等物 2,570,031千円
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