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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 46,183 △8.5 2,517 △34.9 2,678 △32.7 1,528 △33.5
21年3月期第3四半期 50,450 ― 3,865 ― 3,978 ― 2,299 ―

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 117.72 ―
21年3月期第3四半期 177.12 ―

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 40,466 33,551 82.8 2,580.59
21年3月期 42,405 33,315 78.5 2,562.44

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  33,503百万円 21年3月期  33,268百万円

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 ― 100.00 100.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
100.00 100.00

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 64,000 △5.7 3,743 △28.1 3,954 △26.1 2,270 △26.7 174.84

- 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） 

（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。 

(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 
業績予想につきましては、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、今後様々な要因によって予想数値と異なる
可能性があります。なお、業績予想に関する事項は３ページの「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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） 22年3月期第3四半期 12,987,000株 21年3月期  12,987,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  3,971株 21年3月期  3,971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 12,983,029株 21年3月期第3四半期 12,983,075株

- 2 -



当第３四半期におけるわが国経済は、大規模な景気対策により経済状況に一部持ち直しの動きがみら

れるものの、依然として企業の設備投資は低迷しており、厳しい事業環境が続いております。 

 このような状況下におきまして、当第３四半期の連結経営成績は、売上高46,183百万円（前年同期比

8.5％減少）、経常利益2,678百万円（前年同期比32.7％減少）、四半期純利益1,528百万円（前年同期

比33.5％減少）となりました。 

部門別売上高の状況は、完成工事高は、全体に大規模工事の減少、工事規模の縮小により、前年同期

比3,653百万円（13.1％）減少し24,282百万円となりました。 

 メンテナンス業務収入は、継続取引契約である保守点検については堅調に推移しましたが、補修・改

修等の保全業務が減少したため、前年同期比221百万円（1.2％）減少し18,550百万円となりました。 

 その他売上高は、マンション専用安全管理システム等の安全商品売上は順調に増加しましたが、その

他の商品売上の減少により、前年同期比391百万円（10.5％）減少し3,350百万円となりました。 

  

  

（1）資産、負債及び純資産の状況   

流動資産は、短期貸付金が増加となりましたが、現金預金、完成工事未収入金、売掛金の減少等

により前連結会計年度末に比べ1,878百万円減少し34,961百万円、固定資産は、前連結会計年度末に

比べ59百万円減少し5,505百万円となりました。この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ1,938

百万円減少し40,466百万円となりました。 

負債は、主に工事未払金、未払法人税等が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ2,173百

万円減少し6,915百万円となりました。 

純資産は、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加により、前連結会計年度末に比べ235百万

円増加し33,551百万円となりました。純資産から少数株主持分を差し引いた自己資本は33,503百万

円で、自己資本比率は前連結会計年度末の78.5％から4.3ポイント上昇し82.8％となりました。 

  

（2）キャッシュフローの状況   

営業活動によるキャッシュフローは821百万円の収入、投資活動によるキャッシュフローは1,064

百万円の支出、財務活動によるキャッシュフローは1,298百万円の支出となりました。 

 この結果、現金及び現金同等物の当第３四半期末残高は6,786百万円となり、前連結会計年度末に

比べ1,542百万円減少しました。 

  

平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年10月27日に公表いたしました連結業績予想

に変更はありません。 

  

  

  

【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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（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）   

   該当事項はありません。 

  

（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 

（簡便な会計処理） 

  一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  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。 

  

（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 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額５億円以上の工事については工事進

行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会

計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、

第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分に

ついて成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例

法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 この変更により、従来の方法によった場合と比較して損益に与える影響は軽微であります。 

  

4. その他
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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   

現金預金 6,786,724 8,328,832

受取手形 1,375,976 1,180,683

完成工事未収入金 4,009,070 5,199,030

未収保守料 2,928,693 2,838,914

売掛金 881,901 1,580,728

未成工事支出金 382,203 495,687

商品 813,903 487,236

材料貯蔵品 163,880 167,711

短期貸付金 17,002,556 16,003,006

繰延税金資産 123,010 400,462

その他 523,351 211,340

貸倒引当金 △29,727 △53,667

流動資産合計 34,961,543 36,839,968

固定資産   

有形固定資産 1,642,131 1,662,910

無形固定資産 88,449 108,192

投資その他の資産   

投資有価証券 2,050,100 2,040,413

その他 1,872,794 1,866,877

貸倒引当金 △148,057 △113,256

投資その他の資産合計 3,774,837 3,794,034

固定資産合計 5,505,418 5,565,138

資産合計 40,466,962 42,405,106
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（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) 

負債の部   

流動負債   

工事未払金 3,675,421 4,606,837

買掛金 382,241 413,266

未払法人税等 80,435 785,809

未成工事受入金 291,703 273,601

前受保守料 483,182 517,517

賞与引当金 122,397 571,206

役員賞与引当金 15,885 －

その他 1,002,286 1,039,684

流動負債合計 6,053,554 8,207,922

固定負債   

繰延税金負債 382,726 374,055

退職給付引当金 303,790 316,434

役員退職慰労引当金 31,843 42,220

その他 143,721 148,481

固定負債合計 862,081 881,191

負債合計 6,915,635 9,089,114

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,357,810 2,357,810

資本剰余金 3,224,174 3,224,174

利益剰余金 27,940,955 27,710,948

自己株式 △16,604 △16,604

株主資本合計 33,506,335 33,276,328

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,522 △8,091

評価・換算差額等合計 △2,522 △8,091

少数株主持分 47,514 47,755

純資産合計 33,551,327 33,315,991

負債純資産合計 40,466,962 42,405,106
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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 50,450,699 46,183,388

売上原価 40,274,241 37,643,527

売上総利益 10,176,458 8,539,861

販売費及び一般管理費 6,310,594 6,022,093

営業利益 3,865,864 2,517,768

営業外収益   

受取利息 96,569 136,100

受取配当金 685 425

その他 23,759 25,082

営業外収益合計 121,014 161,608

営業外費用   

固定資産除却損 606 933

その他 7,411 216

営業外費用合計 8,017 1,149

経常利益 3,978,861 2,678,227

税金等調整前四半期純利益 3,978,861 2,678,227

法人税、住民税及び事業税 1,349,872 867,656

法人税等調整額 327,056 282,501

法人税等合計 1,676,929 1,150,158

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,416 △241

四半期純利益 2,299,515 1,528,310
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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 3,978,861 2,678,227

減価償却費 95,983 96,790

貸倒引当金の増減額（△は減少） 60,453 10,861

賞与引当金の増減額（△は減少） △408,475 △448,808

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 15,150 15,885

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16,554 △12,644

前払年金費用の増減額（△は増加） △51,358 13,568

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14,334 △10,376

受取利息及び受取配当金 △97,255 △136,525

固定資産除却損 606 933

投資有価証券評価損益（△は益） 6,715 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,978,613 1,603,715

たな卸資産の増減額（△は増加） △652,519 △209,351

その他の流動資産の増減額（△は増加） △89,391 △8,683

その他の固定資産の増減額（△は増加） △67,224 △20,285

仕入債務の増減額（△は減少） △1,887,110 △962,440

その他の流動負債の増減額（△は減少） 213,636 △49,866

その他の固定負債の増減額（△は減少） △6,847 △4,760

小計 4,058,948 2,556,239

利息及び配当金の受取額 88,935 131,692

法人税等の支払額 △2,890,246 △1,866,911

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,257,637 821,020

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 △60,275 △46,376

無形固定資産の取得による支出 △14,614 △19,385

投資有価証券の取得による支出 △3,000 －

貸付けによる支出 △5,009,000 △1,000,000

貸付金の回収による収入 3,098 1,237

その他 14,046 △415

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,069,745 △1,064,940

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △1,297,884 △1,298,188

自己株式の取得による支出 △195 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,298,079 △1,298,188

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,110,188 △1,542,108

現金及び現金同等物の期首残高 12,484,460 8,328,832

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,374,271 6,786,724
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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 

  該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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（単位：千円）

 
 (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

（単位：千円）

 
 (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

（単位：千円）

 
 (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

6. その他の情報

  部門別受注実績・契約実績及び売上実績

(1) 受注実績
  当第３四半期連結累計期間における完成工事部門の受注状況は次のとおりであります。

区 分

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)
比較増減

金額 構成比 金額 構成比 金額

受 
注 
高

完 
成 
工 
事

％ ％

システム工事 21,926,006 82.1 18,615,945 80.7 △3,310,061

建築設備工事 4,790,168 17.9 4,457,565 19.3 △332,603

計 26,716,174 100.0 23,073,510 100.0 △3,642,664

受 
注 
残 
高

完 
成 
工 
事

システム工事 1,855,935 36.9 1,426,081 53.6 △429,854

建築設備工事 3,175,100 63.1 1,232,508 46.4 △1,942,592

計 5,031,036 100.0 2,658,590 100.0 △2,372,446

(2) 契約実績
  当第３四半期連結累計期間におけるメンテナンス業務部門のうち保守点検の契約状況は、 
  次のとおりであります。

区 分
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)
比較増減

契 
約 
高

保守点検
件 数 4,823 件 4,118 件 △705 件

金 額 1,098,045 1,215,981 117,935

契 
約 
残 
高

保守点検
件 数 50,301 件 52,973 件 2,672 件

金 額 17,924,973 18,573,528 648,554

(3) 売上実績
  当第３四半期連結累計期間における各部門別の売上状況は次のとおりであります。

部門別

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)
比較増減

金額 構成比 金額 構成比 金額

完 
成 
工 
事

％ ％

システム工事 22,376,351 44.4 19,089,777 41.3 △3,286,574

建築設備工事 5,559,481 11.0 5,192,406 11.3 △367,074

計 27,935,833 55.4 24,282,184 52.6 △3,653,648

メ 
ン 
テ 
ナ 
ン 
ス 
業 
務

保 守 点 検 13,620,938 27.0 13,971,062 30.3 350,124

保 全 業 務 5,151,781 10.2 4,579,901 9.9 △571,880

計 18,772,719 37.2 18,550,963 40.2 △221,755

そ 
の 
他

安 全 商 品 2,044,325 4.0 2,089,476 4.5 45,151

そ   の   他 1,697,821 3.4 1,260,763 2.7 △437,057

計 3,742,146 7.4 3,350,240 7.2 △391,906

合    計 50,450,699 100.0 46,183,388 100.0 △4,267,310
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