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1.  平成22年6月期第2四半期の連結業績（平成21年7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6月期第2四半期 2,964 △8.6 292 △3.5 285 △5.3 149 △12.4

21年6月期第2四半期 3,244 ― 303 ― 301 ― 170 ―

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2四半期 5,941.76 ―

21年6月期第2四半期 6,432.30 ―

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2四半期 3,752 1,425 38.0 55,957.61
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2四半期  1,425百万円 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 ― 0.00

22年6月期 
（予想）

― 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 6,235 △1.1 513 6.8 514 8.6 313 28.8 12,377.53
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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２四半期連結累計期間において自己株式を処分したことにより、上記の通期「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2四半期 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2四半期  4,459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2四半期 25,109株 21年6月期第2四半期 26,486株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、急速に悪化した経済環境も一部に業績の持ち直しの兆しが

あるものの、企業収益の減少、雇用情勢の悪化、個人消費の低迷が続くなかデフレ状況が見られるなど、依然と

して厳しい状況で推移いたしました。 

 社宅管理事務代行事業においては、社宅・転勤に関わる業務をサポートする『しゃたくさん』の多彩なアウト

ソーシングへの期待は依然高く、またコスト削減や業務の簡素化・効率化を実現するための『マーカスさん』な

どの引き合い数も増加したことで、概ね順調に推移いたしました。 

 施設総合管理事業においては、経済環境の先行き不安から修繕工事に対する先延ばしと減額要請が強く、大幅

な受注減少となりました。また小修繕工事等においては競争激化に伴う受注価格の減額や失注なども重なったこ

とから、期首計画を下回ることとなりました。一方で、主力となるマンションの管理収入は一部に解約案件が発

生したものの、概ね期首の計画通りに推移いたしました。 

 なお、システムの改修費用を含む販売費及び一般管理費の一部において、第３四半期以降への期ずれが発生し

たため、営業利益及び経常利益は当初予想を大きく上回ることとなりました。また、保有有価証券のうち時価が

著しく下落し、回復可能性が不明な銘柄については減損処理を実施いたしました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高は29億64百万円（前年同期比8.6％

減）、営業利益２億92百万円（同3.5％減）、経常利益は２億85百万円（同5.3％減）、四半期純利益は１億49百

万円（同12.4％減）となりました。 

   

①社宅管理事務代行事業 

 当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は13億95百万円（前年同期比4.9％減）、営業利益は２億83百

万円（同16.6％増）となりました。 

  

②施設総合管理事業 

 当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は15億68百万円（前年同期比11.8％減）、営業利益は８百万円

（同74.7％減）となりました。なお、販売費及び一般管理費にのれん償却54百万円を計上しております。 

  

 当第２四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２億64百万円減少し、37億52百万円となり

ました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ２億82百万円減少し、27億69百万円となりました。これは主に営

業立替金が６億25百万円減少したこと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18百万円増

加し、９億83百万円となりました。これは主に投資有価証券が64百万円増加したものの、のれんの償却を54百万

円計上したことによるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ４億14百万円減少し、23億27百万円となりま

した。流動負債は、前連結会計年度末に比べ４億20百万円減少し、21億96百万円となりました。これは主に営業

預り金が１億26百万円減少したこと及び短期借入金が１億81百万円減少したことによるものであります。 

 当第２四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１億50百万円増加し、14億25百万円となり

ました。これは利益剰余金の増加のほか自己株式が56百万円減少したことによるものであります。 

  

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四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、前連結会計

年度末に比べて３億18百万円増加し、11億22百万円となりました。当第２四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２四半期連結累計期間において営業活動により増加した資金は６億30百万円（前年同四半期は５億27

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減少６億25百万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２四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１億32百万円（前年同四半期は37百万

円の資金の支出）となりました。これは主として投資有価証券の取得による支出１億円と有形固定資産及び

無形固定資産の取得による支出34百万円によるものであります。 

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
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③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果減少した資金は１億79百万円（前年同四半期は３億17

百万円の資金の減少）となりました。これは主として短期借入金の純減額１億81百万円によるものでありま

す。  

 通期業績予想につきましては利益面において、期ずれとなった費用が発生してくることから、コスト負担を反

映した結果、前回予想並みとなる見込みであります。 

 また、売上面においては、社宅管理事務代行事業が堅調に推移すること、施設総合管理事業における修繕工事

等の受注見込み案件が回復し微増することから、利益面と同様に前回予想並みとなる見込みであります。 

 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。 

  

  

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２四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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,156,727 838,378

売掛金 214,973 155,477

営業立替金 960,064 1,585,919

商品 1,798 1,847

仕掛品 4,002 17,361

原材料及び貯蔵品 958 1,160

その他 446,144 467,683

貸倒引当金 △15,460 △16,099

流動資産合計 2,769,207 3,051,729

固定資産   

有形固定資産 132,062 124,062

無形固定資産   

のれん 365,008 420,002

その他 62,449 60,247

無形固定資産合計 427,458 480,250

投資その他の資産   

その他 455,121 391,872

貸倒引当金 △31,199 △31,199

投資その他の資産合計 423,922 360,672

固定資産合計 983,443 964,985

資産合計 3,752,651 4,016,714

負債の部   

流動負債   

買掛金 182,223 207,044

短期借入金 838,000 1,019,000

未払法人税等 119,833 115,672

営業預り金 491,749 618,377

賞与引当金 21,637 21,895

役員賞与引当金 12,432 23,143

その他 530,573 611,372

流動負債合計 2,196,450 2,616,506

固定負債   

退職給付引当金 131,184 125,293

固定負債合計 131,184 125,293

負債合計 2,327,634 2,741,799

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 861,553 768,186

自己株式 △352,092 △408,392

株主資本合計 1,463,211 1,313,545
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（単位：千円）

当第２四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６月30日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △38,194 △38,629

評価・換算差額等合計 △38,194 △38,629

純資産合計 1,425,016 1,274,915

負債純資産合計 3,752,651 4,016,714
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 3,244,752 2,964,082

売上原価 2,546,474 2,333,946

売上総利益 698,277 630,135

販売費及び一般管理費 395,107 337,607

営業利益 303,170 292,527

営業外収益   

受取利息 507 138

受取配当金 975 758

受取手数料 － 440

雑収入 1,300 592

営業外収益合計 2,783 1,928

営業外費用   

支払利息 997 －

投資事業組合運用損 2,285 8,246

その他 995 372

営業外費用合計 4,278 8,619

経常利益 301,675 285,837

特別利益   

貸倒引当金戻入額 488 639

特別利益合計 488 639

特別損失   

固定資産除却損 － 201

投資有価証券評価損 29,559 26,645

特別損失合計 29,559 26,847

税金等調整前四半期純利益 272,605 259,628

法人税、住民税及び事業税 118,749 112,649

法人税等調整額 △16,510 △2,215

法人税等合計 102,239 110,433

四半期純利益 170,365 149,194
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,576,649 1,531,159

売上原価 1,251,689 1,174,762

売上総利益 324,959 356,397

販売費及び一般管理費 200,899 166,093

営業利益 124,059 190,303

営業外収益   

受取利息 2 －

受取配当金 874 630

受取手数料 － 216

雑収入 850 167

営業外収益合計 1,727 1,013

営業外費用   

支払利息 997 －

支払補償費 － 234

その他 484 78

営業外費用合計 1,481 312

経常利益 124,306 191,004

特別利益   

貸倒引当金戻入額 604 935

特別利益合計 604 935

特別損失   

固定資産除却損 － 201

投資有価証券評価損 29,559 26,645

特別損失合計 29,559 26,847

税金等調整前四半期純利益 95,351 165,092

法人税、住民税及び事業税 35,381 50,589

法人税等調整額 △1,758 11,741

法人税等合計 33,622 62,330

四半期純利益 61,728 102,761
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７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 272,605 259,628

減価償却費 23,705 23,966

のれん償却額 54,994 54,994

貸倒引当金の増減額（△は減少） △488 △639

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,166 △258

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,333 △10,710

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,017 5,891

受取利息及び受取配当金 △1,482 △896

支払利息 5,795 3,033

投資有価証券評価損益（△は益） 29,559 26,645

投資事業組合運用損益（△は益） 2,285 8,246

固定資産除却損 － 201

売上債権の増減額（△は増加） 212,330 △59,495

仕入債務の増減額（△は減少） △13,562 △24,820

営業立替金の増減額（△は増加） 298,639 625,855

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,866 13,610

前受金の増減額（△は減少） △19,604 △28,500

営業預り金の増減額（△は減少） △122,657 △126,628

その他 △101,183 △36,021

小計 605,884 734,104

利息及び配当金の受取額 1,482 882

利息の支払額 △5,685 △3,116

法人税等の支払額 △74,240 △101,039

営業活動によるキャッシュ・フロー 527,440 630,831

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 △23,917

無形固定資産の取得による支出 △28,320 △10,453

投資有価証券の取得による支出 △11,032 △100,117

投資有価証券の売却による収入 5,000 －

その他 5 1,576

投資活動によるキャッシュ・フロー △37,127 △132,911

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） 88,030 △181,000

自己株式の処分による収入 － 49,977

自己株式の取得による支出 △355,779 －

配当金の支払額 △49,486 △48,548

財務活動によるキャッシュ・フロー △317,236 △179,571

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 173,077 318,348

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 962,237 1,122,555
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12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２四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年12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２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12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。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年12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。  

  

  

  

（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  1,467,134  1,777,618    3,244,752  －  3,244,752

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
      －  68,761  68,761 (68,761)       －

計  1,467,134  1,846,379  3,313,513 (68,761)  3,244,752

営業利益  243,318  33,224  276,543  26,627  303,170

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 1,395,818 1,568,263 2,964,082  － 2,964,082

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 6,969 6,969  (6,969) －

計 1,395,818 1,575,232 2,971,051  (6,969) 2,964,082

営業利益 283,732 8,402 292,134  393 292,527

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２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12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２四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

 当社は、第２四半期累計期間において資本・業務提携先である株式会社レジェンド・アプリケーションズを

引受先とした第三者割当による自己株式713株の処分を実施しております。 

 その結果、当第２四半期累計期間において自己株式56百万円が減少しております。  

  

   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

６．その他の情報
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