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1.  平成22年6月期第1四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成21年9月30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 ％

22年6月期第1四半期 1,432 △14.1 101 △43.0 94 △46.6 46 △57.3

21年6月期第1四半期 1,668 ― 178 ― 176 ― 108 ―

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

22年6月期第1四半期 1,875.85 ―

21年6月期第1四半期 3,877.26 ―

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

22年6月期第1四半期 4,820 1,267 26.3 51,223.95
21年6月期 4,016 1,274 31.7 51,505.48

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  1,267百万円 21年6月期  1,274百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年6月期 ― 0.00 ― 2,000.00 2,000.00

22年6月期 ―

22年6月期 
（予想）

0.00 ― 2,400.00 2,400.00

3.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

3,112 △4.1 217 △28.2 218 △27.7 121 △28.8 4,827.95

通期 6,235 △1.1 513 6.8 514 8.6 313 28.8 12,377.41
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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 

１．業績予想につきましては、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ます。実際の業績等は、今後様々な要因により
予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、４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。 
２．第１四半期連結会計期間において自己株式を処分したことにより、上記の第２四半期連結累計期間「１株当たり当期純利益」の金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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年6月期第1四半期 29,925株 21年6月期  29,925株

② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  5,172株 21年6月期  5,172株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第1四半期 24,753株 21年6月期第1四半期 28,019株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、景気の持ち直しが伝えられているものの、依然として企

業の設備投資の減少や雇用悪化が続くものと想定されることから、景気は厳しい状況で推移していくものと思わ

れます。 

 このような状況下、当社グループは人材（人財）の強化及び育成の充実と、グループの社会的地位の向上をベ

ースに据えながら利益規模の拡大を図るために、本年度を初年度とする「中期経営計画」をスタートさせまし

た。 

 今後は３ヵ年の計画の実効性をモニタリングしながら、経営ビジョンに基づく将来のあるべき収支構造やビジ

ネス構造をより一層鮮明にし、明確な意思決定のもとに全社をあげて課題解決に取り組んでまいります。 

 当計画の 初の四半期となる当第１四半期連結会計期間の連結業績につきましては、前期に取引終了となった

大口顧客の減収の影響もあり、売上高は14億32百万円（前年同期比14.1％減）、営業利益１億１百万円（同

43.0％減）、経常利益は94百万円（同46.6％減）、四半期純利益は46百万円（同57.3％減）となりました。 

 なお、この特殊要因及び一過性要因による業績の変動に関しては、平成21年８月12日発表の当期業績予想に織

り込み済みであり、主力事業である社宅管理事務代行事業のアウトソーシングニーズは依然高く順調で、概ね計

画通りに推移しております。 

  

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 

 当事業については、引き続きサービスの品質向上を目標に、コンサルテーションサービスの強化、加盟店・

認定店制度の拡充、業務オペレーションシステムの効率化、システムの改修などに取り組んでおります。 

 第１四半期においては、前期に受注した顧客が予定どおり稼動を開始し、受託収入の根幹となる業務委託料

の売上が順調に推移したことで、概ね計画通りに進行しております。 

 こうした結果、売上高は６億66百万円（前年同期比20.4％減）、営業利益は１億18百万円（同21.1％減）と

なりました。 

 なお、前年同期と比較して減収減益となっておりますのは、前期に契約が終了した一部大口顧客の減収分が

起因しております。 

  

②施設総合管理事業 

 当事業については、管理受託戸数が概ね横ばいで推移したのに対し、修繕工事の計画に月ずれや時期ずれな

ど予定外の発生があったため、売上高は７億70百万円（前年同期比7.8％減）、営業損失は17百万円（前年同期

は営業利益14百万円）となりました。 

 修繕工事に関しては、概ね完工の目処が立っており、通期計画の範囲内で推移するものと予想されます。 

 なお、販売費及び一般管理費にのれん償却27百万円を計上しております。また、当事業におきましても、大

口顧客の減収分が一部起因しております。 

  

  

 当第１四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８億３百万円増加し、48億20百万円となり

ました。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ８億25百万円増加し、38億77百万円となりました。これは主に営業立替

金の増加５億79百万円及び現金及び預金２億73百万円の増加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21百万円減少し、９億43百万円となりました。これは主にのれんの償却による減少であります。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ８億10百万円増加し、35億52百万円となりま

した。流動負債は、前連結会計年度末に比べ８億６百万円増加し、34億22百万円となりました。これは主に営業

預り金が１億14百万円減少したものの、営業立替金の増加に伴い短期借入金が10億38百万円増加したことによる

ものであります。 

 当第１四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６百万円減少し、12億67百万円と微減とな

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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 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前第１四半期

連結会計期間末に比べて３億75百万円増加し、10億77百万円となりました。当第１四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。 

  

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 当第１四半期連結会計期間において営業活動により減少した資金は、７億２百万円（前年同四半期は６億

58百万円の資金の減少）となりました。これは主として、社宅管理事務代行事業等における営業立替金の増

加５億79百万円及び営業預り金の減少１億14百万円によるものであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

 当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果、支出した資金は21百万円（前年同四半期は0百万円の

資金の収入）となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出が22百万円あったことによるも

のであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果、増加した資金は９億98百万円（前年同四半期は５億

71百万円の資金の増加）となりました。これは主として営業立替金の増加に伴う短期借入金の増加10億38百

万円によるものであります。  

  

 平成21年８月12日に公表いたしました通期の業績予想につきましては、平成21年10月28日付公表の「業績予想

の修正に関するお知らせ」にて修正いたしておりますので、ご参照ください。 

 なお、平成22年６月期の第２四半期連結累計期間（平成21年７月１日～平成21年12月31日）の業績予想につき

ましては、変更はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

  

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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,112,103 838,378

売掛金 139,808 155,477

営業立替金 2,165,349 1,585,919

商品 1,785 1,847

仕掛品 17,690 17,361

原材料及び貯蔵品 912 1,160

その他 455,823 467,683

貸倒引当金 △16,396 △16,099

流動資産合計 3,877,078 3,051,729

固定資産   

有形固定資産 138,388 124,062

無形固定資産   

のれん 392,505 420,002

その他 64,685 60,247

無形固定資産合計 457,191 480,250

投資その他の資産   

その他 379,044 391,872

貸倒引当金 △31,199 △31,199

投資その他の資産合計 347,844 360,672

固定資産合計 943,423 964,985

資産合計 4,820,502 4,016,714

負債の部   

流動負債   

買掛金 180,870 207,044

短期借入金 2,057,000 1,019,000

未払法人税等 65,532 115,672

営業預り金 503,502 618,377

賞与引当金 87,321 21,895

役員賞与引当金 5,873 23,143

その他 522,705 611,372

流動負債合計 3,422,803 2,616,506

固定負債   

退職給付引当金 129,752 125,293

固定負債合計 129,752 125,293

負債合計 3,552,555 2,741,799
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年６月30日) 

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 765,114 768,186

自己株式 △408,392 △408,392

株主資本合計 1,310,472 1,313,545

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △42,525 △38,629

評価・換算差額等合計 △42,525 △38,629

純資産合計 1,267,946 1,274,915

負債純資産合計 4,820,502 4,016,714
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,668,103 1,432,922

売上原価 1,294,785 1,159,184

売上総利益 373,318 273,738

販売費及び一般管理費 194,583 171,810

営業利益 178,734 101,927

営業外収益   

受取利息 504 138

受取配当金 101 128

受取手数料 － 240

未払配当金除斥益 － 335

雑収入 449 73

営業外収益合計 1,055 914

営業外費用   

投資事業組合運用損 2,285 8,246

雑損失 510 60

営業外費用合計 2,796 8,306

経常利益 176,993 94,535

特別利益   

貸倒引当金戻入額 260 －

特別利益合計 260 －

税金等調整前四半期純利益 177,253 94,535

法人税、住民税及び事業税 83,368 62,060

法人税等調整額 △14,751 △13,957

法人税等合計 68,616 48,102

四半期純利益 108,637 46,433
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30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 177,253 94,535

減価償却費 11,233 11,862

のれん償却額 27,497 27,497

貸倒引当金の増減額（△は減少） 116 296

賞与引当金の増減額（△は減少） 64,480 65,425

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △19,567 △17,269

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,524 4,459

受取利息及び受取配当金 △605 △266

支払利息 2,197 1,313

投資事業組合運用損益（△は益） 2,285 8,246

売上債権の増減額（△は増加） 32,870 15,669

仕入債務の増減額（△は減少） △85,751 △26,174

営業立替金の増減額（△は増加） △639,299 △579,430

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,505 △19

前受金の増減額（△は減少） 30,096 △28,018

営業預り金の増減額（△は減少） △67,587 △114,875

その他 △107,028 △59,369

小計 △581,837 △596,117

利息及び配当金の受取額 605 266

利息の支払額 △2,948 △1,758

法人税等の支払額 △74,797 △104,751

営業活動によるキャッシュ・フロー △658,978 △702,361

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 △3,000 －

有形固定資産の取得による支出 △530 △22,067

投資有価証券の取得による支出 △60 △60

投資有価証券の売却による収入 5,000 －

その他 △455 150

投資活動によるキャッシュ・フロー 954 △21,977

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） 947,186 1,038,000

自己株式の取得による支出 △334,119 －

配当金の支払額 △41,365 △39,936

財務活動によるキャッシュ・フロー 571,701 998,063

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △86,322 273,724

現金及び現金同等物の期首残高 789,159 804,207

現金及び現金同等物の四半期末残高 702,836 1,077,931
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30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１四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30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１四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30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。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30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。 

（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 837,108 830,994 1,668,103  － 1,668,103

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 64,851 64,851  (64,851) －

計 837,108 895,845 1,732,954  (64,851) 1,668,103

営業利益 150,450 14,628 165,079  13,654 178,734

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 

  
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 666,680 766,241 1,432,922  － 1,432,922

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 3,842 3,842  (3,842) －

計 666,680 770,084 1,436,764  (3,842) 1,432,922

営業利益又は営業損失（△） 118,757 △17,275 101,481  445 101,927

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〕
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。   

〔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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該当事項はありません。 

  

  

６．その他の情報
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