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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 8,547 △5.5 225 △27.2 290 △20.0 166 △25.6
21年3月期第3四半期 9,048 ― 309 ― 362 ― 224 ―

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3月期第3四半期 30.47 ―
21年3月期第3四半期 40.50 ―

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3月期第3四半期 6,183 4,779 77.3 872.79
21年3月期 6,246 4,701 75.3 858.55

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  4,779百万円 21年3月期  4,701百万円

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3月期 ― 0.00 ― 18.00 18.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
18.00 18.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 11,948 △0.4 392 △10.0 444 △10.9 244 △19.6 44.17

- 1 -



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、４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） 

(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 
 ・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。 
業績予想の前提となる条件等については、３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。 
 

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3月期第3四半期 5,540,000株 21年3月期 5,540,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 63,319株 21年3月期 63,319株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 5,476,681株 21年3月期第3四半期 5,539,910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、景気後退局面から一応の落ち着きを取り戻しつつあ
るものの、所得環境や雇用情勢の悪化により個人消費が大きく冷え込み、依然として厳しい環境が続いて
おります。     
 このような情勢の下、当社グループの業績といたしましては、顧客における設備管理費等のコスト削減
の動きが加速し、工事計画の見直し、更には解約や契約料金の減額等が相次ぐなど、売上高は8,547百万
円（前年同四半期比5.5％減）となりました。  
 利益面につきましては、売上高の減少に対応する材料費、労務費及び経費等の売上原価の低減策を講じ
ましたが奏功せず、営業利益では225百万円（前年同四半期比27.2％減）、経常利益では290百万円（前年
同四半期比20.0％減）、四半期純利益では166百万円（前年同四半期比25.6％減）となりました。  
  

  

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は6,183百万円となり、前連結会計年度末比63百万円の減少と
なりました。この内、流動資産は4,226百万円と前連結会計年度末比540百万円減少し、固定資産は1,956
百万円と前連結会計年度末比477百万円の増加となりました。流動資産の減少は、主として現金及び預金
が569百万円減少したことによるものです。また、固定資産の増加は、主として投資有価証券が365百万
円、無形固定資産が136百万円増加したことによるものです。  
 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は1,403百万円となり、前連結会計年度末比141百万円の減少と
なりました。この内、流動負債は1,103百万円と前連結会計年度末比88百万円減少し、固定負債は299百万
円と前連結会計年度末比53百万円の減少となりました。流動負債の減少は、主としてその他流動負債が
159百万円、短期借入金が60百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が63百万円、未払法人税等が69
百万円、賞与引当金が174百万円減少したことによるものです。また、固定負債の減少は、主として退職
給付引当金が47百万円、役員退職慰労引当金が５百万円減少したことによるものです。  
 当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は4,779百万円となり、前連結会計年度末比77百万円の増加
となりました。これは、利益剰余金が68百万円、その他有価証券評価差額金が８百万円増加したことによ
るものです。 
  
  

現時点では、当初見込んでいる以外の業績変動は想定されず、平成21年５月14日発表の業績予想に変更
はありません。 
 今後、何らかの変化がある場合には、適時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
予想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。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

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

株式会社丸誠(2434)　平成22年３月期　第３四半期決算短信

- 4 -



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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,601,617 3,171,491 

受取手形及び売掛金 1,338,468 1,347,384 

商品及び製品 116 188 

仕掛品 7,353 3,177 

原材料及び貯蔵品 4,129 3,673 

その他 288,401 254,245 

貸倒引当金 △13,822 △13,221 

流動資産合計 4,226,264 4,766,937 

固定資産   

有形固定資産 359,667 369,116 

無形固定資産 162,445 26,416 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,007,124 641,892 

その他 429,308 443,259 

貸倒引当金 △1,665 △1,139 

投資その他の資産合計 1,434,767 1,084,013 

固定資産合計 1,956,879 1,479,546 

資産合計 6,183,143 6,246,483 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 339,371 402,403 

短期借入金 60,000 － 

未払法人税等 29,075 98,929 

賞与引当金 173,227 347,921 

その他 502,303 343,050 

流動負債合計 1,103,977 1,192,305 

固定負債   

退職給付引当金 242,170 289,835 

役員退職慰労引当金 56,008 61,301 

その他 1,014 1,059 

固定負債合計 299,193 352,195 

負債合計 1,403,170 1,544,500 

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 4,212,660 4,144,381 

自己株式 △27,714 △27,714 

株主資本合計 4,835,945 4,767,666 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △50,802 △59,742 

為替換算調整勘定 △5,170 △5,940 

評価・換算差額等合計 △55,972 △65,683 

純資産合計 4,779,973 4,701,983 

負債純資産合計 6,183,143 6,246,483 
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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)

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 9,048,274 8,547,744 

売上原価 7,812,575 7,379,985 

売上総利益 1,235,699 1,167,758 

販売費及び一般管理費 926,425 942,758 

営業利益 309,273 225,000 

営業外収益   

受取利息 23,459 45,229 

受取配当金 8,574 5,021 

持分法による投資利益 9,786 3,657 

保険解約返戻金 9,826 － 

その他 8,232 13,165 

営業外収益合計 59,879 67,073 

営業外費用   

支払利息 1,261 581 

固定資産除却損 4,281 924 

その他 947 409 

営業外費用合計 6,490 1,916 

経常利益 362,662 290,157 

特別利益   

投資有価証券売却益 1,197 － 

特別利益合計 1,197 － 

特別損失   

ゴルフ会員権評価損 － 1,700 

特別損失合計 － 1,700 

税金等調整前四半期純利益 363,859 288,457 

法人税等 139,519 121,598 

四半期純利益 224,340 166,859 
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 3,053,804 2,829,901 

売上原価 2,626,658 2,470,800 

売上総利益 427,145 359,100 

販売費及び一般管理費 298,730 318,646 

営業利益 128,414 40,453 

営業外収益   

受取利息 16,797 15,826 

受取配当金 5,429 2,384 

持分法による投資利益 2,886 575 

その他 2,387 3,429 

営業外収益合計 27,501 22,214 

営業外費用   

支払利息 372 234 

リース解約損 － 216 

その他 283 － 

営業外費用合計 656 450 

経常利益 155,259 62,218 

税金等調整前四半期純利益 155,259 62,218 

法人税等 60,381 26,327 

四半期純利益 94,877 35,890 
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 363,859 288,457 

減価償却費 36,100 29,155 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,360 601 

賞与引当金の増減額（△は減少） △176,815 △174,694 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △21,000 △47,664 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,630 △5,292 

受取利息及び受取配当金 △32,033 △50,250 

支払利息 1,261 581 

ゴルフ会員権評価損 － 1,700 

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 △3,657 

売上債権の増減額（△は増加） △136,752 8,915 

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,344 △4,560 

仕入債務の増減額（△は減少） 15,401 △63,032 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 90,044 156,782 

その他 △79,610 △66,162 

小計 54,545 70,879 

利息及び配当金の受取額 33,366 60,512 

利息の支払額 △1,261 △581 

法人税等の支払額 △189,827 △191,209 

営業活動によるキャッシュ・フロー △103,176 △60,400 

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 － 

定期預金の払戻による収入 － 300,000 

有形固定資産の取得による支出 △25,064 △14,481 

無形固定資産の取得による支出 △450 △120,472 

投資有価証券の取得による支出 △403,010 △441,692 

投資有価証券の償還による収入 400,000 100,000 

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 △71 

差入保証金の回収による収入 19,953 269 

その他 △8,867 5,968 

投資活動によるキャッシュ・フロー △225,686 △170,479 

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 250,000 160,000 

短期借入金の返済による支出 △190,000 △100,000 

自己株式の取得による支出 △21 － 

配当金の支払額 △99,128 △98,994 

財務活動によるキャッシュ・フロー △39,149 △38,994 

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 △269,874 

現金及び現金同等物の期首残高 2,939,111 2,871,491 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,570,031 2,601,617 
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該当事項はありません。 

  

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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）

(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21年４月１日 至 平成21年12月31日）
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当第３四半期連結累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 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
３ 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) 前年同四半期比(％)

設備エンジニアリング事業 6,505,580 △6.0

環境エンジニアリング事業 931,490 △3.1

マネジメント＆サービス事業 1,110,672 △4.6

合計 8,547,744 △5.5

相手先

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％）

(同)西友 945,308 10.4 857,623 10.0

(2) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係

前第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)

当第３四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 至 平成21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

(平成20年12月31日現在)

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
  

 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

(平成21年12月31日現在)

現金及び預金 2,601,617千円

預入期間が３か月超の定期預金 ─千円

現金及び現金同等物 2,601,617千円
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