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1.  平成21年6月期第3四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成21年3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3四半期 4,773 ― 347 ― 339 ― 142 ―

20年6月期第3四半期 4,703 12.9 235 5.3 230 2.8 127 29.3

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6月期第3四半期 5,488.49 ―

20年6月期第3四半期 4,301.67 ―

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3四半期 5,721 1,210 21.2 48,920.42
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3四半期  1,210百万円 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 ― 1,700.00 1,700.00
21年6月期 ― 0.00 ―

21年6月期 
（予想）

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
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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 

※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、４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３四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」の「１株あたり当期純利益」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3四半期 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3四半期  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3四半期 25,908株 20年6月期第3四半期 29,830株
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  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的金融危機と実体経済悪化の悪循環がさらに強まり、

輸出・生産・企業収益の大幅な減少並びに雇用情勢の急速な悪化を引き起こし、一層の下振れ懸念が強まる深刻

な状況となりました。 

このような厳しい環境のなか、当社グループは、一部の新規受託企業からの延期要請（社宅管理事務代行事

業）、また一部の法人顧客の解約（施設総合管理事業）の影響などがあったものの、「しゃたくさん」及び

「CLASSITE(クラシテ)」を基軸としたグループ連携による営業提案の強化や付加価値の高いサービスの提供を推

進することで、より強固な事業基盤と堅実な成長モデルを築き上げてまいりました。 

また、経営効率・事業効率を高めるための管理部門の統合や一部事業の内製化など、グループ経営資源の有効

活用を考慮しながら、原価低減及び経費削減を実施してまいりました。 

 一方で、財務体質の一層の健全化と会計処理の見地から、投資勘定の評価減も行っております。保有する投資

有価証券の一部を売却（売却損失）するとともに、「その他有価証券」に区分される保有有価証券のうち時価が

著しく下落し、その回復があると認められないものについて減損処理を実施いたしました。 

以上の結果、当社グループの第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高4,773百万円(前年同期比1.5％

増)、営業利益347百万円（同48.0％増）、経常利益339百万円（同47.4％増）、四半期純利益142百万円（同

11.1％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３四半期連結累計期間は、受託収入の根幹となる業務委託料及びその他の収入が概ね順調に推移した結

果、売上高は2,179百万円（前年同期比10.1％増）となりました。営業利益は、増収効果及び期末に向けた外注費

等の一部先送りもあり、303百万円（同40.9％増）となりました。 

  

②施設総合管理事業 

当第３四半期連結累計期間は、一部の法人顧客の解約の影響もあり、売上高は前年同期をやや下回る2,665百

万円（前年同期比4.6％減）となりました。営業利益では、引き続き間接業務の効率化などの原価低減に努めてき

たことで、43百万円（同391.3％増）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82百万円を計上

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３四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1,500百万円増加し、5,721百万円となり

ました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,728百万円増加し、4,754百万円となりました。これは主に転

勤シーズンによる社宅契約金等の営業立替金が1,760百万円増加したことによるものであり、当会計期間特有の

季節変動要因であります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ227百万円減少し、966百万円となりました。

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３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ1,746百万円増加し、4,510百万円となりま

した。流動負債は、前連結会計年度末に比べ1,745百万円増加し、4,380百万円となりました。これは主に短期

借入金の増加2,040百万円によるものであり、当会計期間特有の季節変動要因であります。 

 当第３四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245百万円減少し、1,210百万円となりま

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３四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219百万円増加し、1,008百万円となりました。当第３四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） 

 当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果減少した資金は1,414百万円となりました。これは主と

して、転勤シーズンに伴い発生した営業立替金1,760百万円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３四半期連結累計期間において投資活動の結果減少した資金は1百万円となりました。これは主として

投資有価証券の売却による収入71百万円があったものの、長期貸付金による支出32百万円及び無形固定資産

取得による支出28百万円があったこと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３四半期連結累計期間において財務活動の結果増加した資金は1,635百万円となりました。これは主と

して短期借入金の純増2,040百万円によるものであります。  

  

  

当第３四半期連結累計期間における業績及び今後の見通しを勘案した結果、前回予想（平成20年８月14日発

表）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。  

  

  

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。 

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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年３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 1,042,623 823,253

受取手形及び売掛金 191,554 448,672

営業立替金 3,056,969 1,296,946

商品 2,068 1,898

仕掛品 5,209 7,818

その他 473,795 464,255

貸倒引当金 △17,774 △16,650

流動資産合計 4,754,445 3,026,195

固定資産   

有形固定資産 132,019 153,065

無形固定資産   

のれん 447,499 529,991

その他 64,835 49,082

無形固定資産合計 512,335 579,073

投資その他の資産 322,639 462,247

固定資産合計 966,994 1,194,386

資産合計 5,721,440 4,220,581

負債の部   

流動負債   

買掛金 193,158 291,286

短期借入金 3,045,375 1,005,092

未払法人税等 20,366 82,387

営業預り金 450,954 558,048

賞与引当金 87,404 19,693

役員賞与引当金 17,224 25,688

その他 565,518 652,220

流動負債合計 4,380,003 2,634,416

固定負債   

退職給付引当金 130,510 130,046

固定負債合計 130,510 130,046

負債合計 4,510,513 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 667,302 575,258

自己株式 △408,392 △52,612

株主資本合計 1,212,660 1,476,396

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,733 △20,277

評価・換算差額等合計 △1,733 △20,277

純資産合計 1,210,927 1,456,118

負債純資産合計 5,721,440 4,220,581
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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７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 4,773,107

売上原価 3,842,837

売上総利益 930,270

販売費及び一般管理費 582,320

営業利益 347,950

営業外収益  

受取利息 939

受取配当金 987

雑収入 2,143

営業外収益合計 4,070

営業外費用  

支払利息 1,798

投資事業組合運用損 9,330

雑損失 1,451

営業外費用合計 12,580

経常利益 339,440

特別利益  

投資有価証券売却益 6,021

特別利益合計 6,021

特別損失  

投資有価証券売却損 32,000

投資有価証券評価損 91,918

特別損失合計 123,918

税金等調整前四半期純利益 221,544

法人税、住民税及び事業税 92,448

法人税等調整額 △13,101

法人税等合計 79,346

四半期純利益 142,197
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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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,528,355

売上原価 1,296,362

売上総利益 231,992

販売費及び一般管理費 187,701

営業利益 44,290

営業外収益  

受取利息 432

受取配当金 12

雑収入 842

営業外収益合計 1,287

営業外費用  

支払利息 800

投資事業組合運用損 7,044

その他 456

営業外費用合計 8,302

経常利益 37,275

特別利益  

投資有価証券売却益 6,021

特別利益合計 6,021

特別損失  

投資有価証券売却損 32,000

投資有価証券評価損 62,358

特別損失合計 94,358

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△51,061

法人税、住民税及び事業税 △26,300

法人税等調整額 3,408

法人税等合計 △22,892

四半期純利益又は四半期純損失（△） △28,168
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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７月１日 
 至 平成21年３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 221,544

減価償却費 36,183

のれん償却額 82,491

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,123

賞与引当金の増減額（△は減少） 67,711

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,464

退職給付引当金の増減額（△は減少） 464

受取利息及び受取配当金 △1,927

支払利息 7,975

投資有価証券評価損益（△は益） 91,918

投資有価証券売却損益（△は益） 25,978

投資事業組合運用損益（△は益） 9,330

売上債権の増減額（△は増加） 257,117

仕入債務の増減額（△は減少） △98,127

営業立替金の増減額（△は増加） △1,760,023

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,127

前受金の増減額（△は減少） △9,280

営業預り金の増減額（△は増加） △107,093

その他 △77,962

小計 △1,258,913

利息及び配当金の受取額 1,917

利息の支払額 △8,881

法人税等の支払額 △148,683

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,414,560

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 △13,092

投資有価証券の売却による収入 71,494

長期貸付けによる支出 △32,000

貸付金の回収による収入 266

その他 3,344

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,086

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） 2,040,282

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 1,635,016

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 219,369

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 1,008,528
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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３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３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３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３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３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日） 

海外売上高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（自 平成20年７月１日 至 平成21年３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。 

  

（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  2,179,373  2,593,734    4,773,107  －  4,773,107

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  71,572  71,572 (71,572)  －

計  2,179,373  2,665,307  4,844,680 (71,572)  4,773,107

営業利益  303,396  43,795  347,192  757  347,950

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
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）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７月１日 至 平成20年３月31日）  

  
前年同四半期

（平成20年６月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高       4,703,761  100.0

Ⅱ 売上原価       3,844,991  81.7

売上総利益       858,769  18.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費       623,699  13.3

営業利益       235,070  5.0

Ⅳ 営業外収益                

１．受取利息  1,175           

２．受取配当金  340           

３．受取保険金  479           

４．雑収入  1,817  3,812  0.1

Ⅴ 営業外費用                

１．支払利息  486           

２．投資組合出資損失  2,708           

３．支払補償金  1,734           

４．管理委託契約解約損  2,856           

５．その他  750  8,537  0.2

経常利益       230,345  4.9

Ⅵ 特別損失                

１．固定資産除却損  3,065     

２．投資有価証券評価損  2,374  5,439  0.1

税引前第３四半期純利益       224,906  4.8

法人税、住民税及び事業
税  109,179           

法人税等調整額 △12,214  96,964  2.1

第３四半期純利益       127,941  2.7
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前第３四半期連結累計期間（自 平成19年７月１日 至 平成20年３月31日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年６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   

税金等調整前第３四半期純
利益  224,906

減価償却費  31,149

のれん償却額  82,491

貸倒引当金の増減額     15,106

賞与引当金の増減額  63,700

役員賞与引当金の増減額 △8,148

退職給付引当金の増減額 △988

受取利息及び受取配当金 △1,515

支払利息  6,758

投資有価証券評価損  2,374

投資組合出資損失  2,708

固定資産除却損  3,065

売上債権の増減額 △187,763

仕入債務の増減額 △187,389

営業立替金の増減額 △2,220,666

たな卸資産の増減額 △40,945

前受金の増減額  15,454

営業預り金の増減額  150,286

その他 △171,970

小計 △2,221,384

利息及び配当金の受取額  1,515

利息の支払額 △8,203

法人税等の支払額 △190,588

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

△2,418,661

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 

△53,415

無形固定資産の取得による
支出 

△11,593

投資有価証券の取得による
支出 

△140,976

その他 △76,892

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

△204,367
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前年同四半期

（平成20年６月期 
第３四半期） 

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  2,425,887

長期借入金の返済による
支出  

△25,021

社債の償還による支出 △150,000

自己株式の取得による支
出 

△41,651

配当金の支払額 △25,383

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  2,183,831

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 

△439,198

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第３
四半期末残高 

 676,163

    

日本社宅サービス株式会社（8945）　平成21年６月期　第３四半期決算短信

－13－



前第３四半期連結累計期間（自 平成19年７月１日 至 平成20年３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 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年７月１日 至 平成20年３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。  

  

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年７月１日 至 平成20年３月31日） 

      海外売上高がないため、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  1,979,981  2,723,779  4,703,761     ―  4,703,761

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
    ―  69,425  69,425 (69,425)     ― 

計  1,979,981  2,793,205  4,773,186 (69,425)  4,703,761

営業費用  1,764,705  2,784,290  4,548,996 (80,305)  4,468,690

営業利益  215,275  8,914  224,190  10,880    235,070

 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〕
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