
平成22年6月期 第3四半期決算短信 

平成22年5月6日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日本社宅サービス株式会社 上場取引所 東 

コード番号 8945 URL http://www.syataku.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 笹 晃弘

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 竹村 清紀 TEL 03-5229-8700
四半期報告書提出予定日 平成22年5月13日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年6月期第3四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成22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 ％

22年6月期第3四半期 4,436 △7.0 386 10.9 375 10.6 242 70.3
21年6月期第3四半期 4,773 ― 347 ― 339 ― 142 ―

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3四半期 9,600.64 ―

21年6月期第3四半期 5,488.49 ―

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3四半期 5,739 1,513 26.4 59,438.99
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3四半期  1,513百万円 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 

 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】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6月期第3四半期 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3四半期  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3四半期 25,228株 21年6月期第3四半期 25,908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、グローバルな金融不安の後退、中国経済の拡大、米国経済の

底入れなどを受けて個人消費が徐々に持ち直しているほか、企業収益も改善しつつあるなど、景気回復の兆しが見

られるものの、雇用情勢は依然として厳しい状況にあり、また物価動向が緩やかなデフレ状態にあるなど、先行き

不透明な状況で推移しました。 

社宅管理事務代行事業においては、経済の振幅に大きく左右されること無く、コスト削減や業務の簡素化・効率

化を求める企業のアウトソーシング・ニーズを捉え且つ他社優位のソリューションを提供・展開することで、引き

合い数や受託動向にも下振れ懸念は見られず、安定的な収益構造の強化を図ることができました。 

施設総合管理事業においては、外部環境の変化、企業競争の激化、家計所得の伸び悩みなどの影響もあり、マン

ション等の管理収入及び修繕工事の伸びが鈍化し、厳しい状況が続いていたものの、工事需要に一部改善の兆しが

見られるなど、値下げ要請や先延ばし感に歯止めがかかり、当期末に向けて緩やかな回復傾向にあります。 

なお、第２四半期末同様に、販売費及び一般管理費の一部において、またシステムの改修費用の一部において期

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上回ることとなりました。四半期純利益については当第

３四半期より、施設総合管理事業において繰越欠損金を解消し今後の課税所得が十分に見込めることから繰延税金

資産を計上し法人税等調整額が発生した影響もあり、大幅に増加いたしました。また、保有投資有価証券のうち時

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は減損処理を実施いたしました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高は44億36百万円（前年同期比7.0％

減）、営業利益３億86百万円（同10.9％増）、経常利益は３億75百万円（同10.6％増）、四半期純利益は２億42百

万円（同70.3％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の業績は、売上高は20億92百万円（前年同期比4.0％減）、営業利益は３億60百万円

（同18.8％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の業績は、売上高は23億44百万円（前年同期比9.6％減）、営業利益は24百万円（同

43.5％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82百万円を計上しております。 

  

  

 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17億22百万円増加し、57億39百万円となり

ました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ16億91百万円増加し、47億42百万円となりました。これは主に転

勤シーズンによる営業立替金の増加13億98百万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。固定資産は、前連結会計年度末に比べ31百万円増加し、９億96百万円となりました。これは主に投資有価証

券の取得による増加99百万円、及びグループ会社における繰延税金資産等の増加50百万円のほか、のれんの償却

による減少82百万円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14億83百万円増加し、42億25百万円となりま

した。流動負債は、前連結会計年度末に比べ14億74百万円増加し、40億90百万円となりました。これは主に短期

借入金の増加16億66百万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、利益剰余金の増加等により前連結会計年度末に比べ２億38百万円増

加し、15億13百万円となりました。 

  

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四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３億13百万円増加し、11億17百万円となりました。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。 

①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により減少した資金は12億12百万円（前年同四半期は14億14百万

円の資金の減少）となりました。これは主として営業立替金の増加13億98百万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１億41百万円（前年同四半期は１百万円の

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42百万円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16億67百万円（前年同四半期は16億35百万

円の資金の増加）となりました。これは主として短期借入金の純減額16億66百万円によるものであります。   

 当第３四半期連結累計期間の業績は、概ね想定していた範囲内で推移しているため、平成22年６月期（通期）

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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の業績予想につきましては、平成21年10月28日付「業績予想の修正に関するお知らせ」の数値のとおり変更はご

ざいません。  

  

 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。 

  

  

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３四半期連結会計期間末
(平成22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21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,151,542 838,378 

売掛金 146,715 155,477 

営業立替金 2,984,650 1,585,919 

商品 1,697 1,847 

仕掛品 2,080 17,361 

原材料及び貯蔵品 1,074 1,160 

その他 472,226 467,683 

貸倒引当金 △17,201 △16,099 

流動資産合計 4,742,786 3,051,729 

固定資産   

有形固定資産 126,449 124,062 

無形固定資産   

のれん 337,511 420,002 

その他 73,319 60,247 

無形固定資産合計 410,831 480,250 

投資その他の資産   

その他 490,533 391,872 

貸倒引当金 △31,199 △31,199 

投資その他の資産合計 459,333 360,672 

固定資産合計 996,615 964,985 

資産合計 5,739,401 4,016,714 

負債の部   

流動負債   

買掛金 170,425 207,044 

短期借入金 2,685,000 1,019,000 

未払法人税等 103,919 115,672 

営業預り金 497,896 618,377 

賞与引当金 85,491 21,895 

役員賞与引当金 19,052 23,143 

その他 528,782 611,372 

流動負債合計 4,090,568 2,616,506 

固定負債   

退職給付引当金 135,160 125,293 

固定負債合計 135,160 125,293 

負債合計 4,225,728 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 954,566 768,186 

自己株式 △352,092 △408,392 

株主資本合計 1,556,224 1,313,545 

日本社宅サービス株式会社（8945）　平成22年６月期　第３四半期決算短信

－5－



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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 △42,551 △38,629 

評価・換算差額等合計 △42,551 △38,629 

純資産合計 1,513,673 1,274,915 

負債純資産合計 5,739,401 4,016,714 
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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７月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高 4,773,107 4,436,844 

売上原価 3,842,837 3,538,021 

売上総利益 930,270 898,823 

販売費及び一般管理費 582,320 512,793 

営業利益 347,950 386,029 

営業外収益   

受取利息 939 305 

受取配当金 987 764 

受取手数料 － 654 

雑収入 2,143 718 

営業外収益合計 4,070 2,442 

営業外費用   

支払利息 1,798 － 

投資事業組合運用損 9,330 12,715 

雑損失 1,451 483 

営業外費用合計 12,580 13,198 

経常利益 339,440 375,273 

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   

固定資産除却損 － 201 

投資有価証券売却損 32,000 － 

投資有価証券評価損 91,918 27,879 

特別損失合計 123,918 28,081 

税金等調整前四半期純利益 221,544 347,192 

法人税、住民税及び事業税 92,448 192,151 

法人税等調整額 △13,101 △87,167 

法人税等合計 79,346 104,984 

四半期純利益 142,197 242,208 
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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21年１月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,528,355 1,472,762 

売上原価 1,296,362 1,204,074 

売上総利益 231,992 268,687 

販売費及び一般管理費 187,701 175,824 

営業利益 44,290 92,862 

営業外収益   

受取利息 432 167 

受取配当金 12 6 

受取手数料 － 210 

雑収入 842 129 

営業外収益合計 1,287 514 

営業外費用   

支払利息 800 － 

投資事業組合運用損 7,044 4,468 

その他 456 110 

営業外費用合計 8,302 4,579 

経常利益 37,275 88,797 

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 1,233 

特別損失合計 94,358 1,233 

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 87,563 

法人税、住民税及び事業税 △26,300 79,501 

法人税等調整額 3,408 △84,951 

法人税等合計 △22,892 △5,449 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △28,168 93,013 
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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７月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22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 221,544 347,192 

減価償却費 36,183 36,950 

のれん償却額 82,491 82,491 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,123 1,101 

賞与引当金の増減額（△は減少） 67,711 63,595 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,464 △4,090 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 464 9,867 

受取利息及び受取配当金 △1,927 △1,070 

支払利息 7,975 4,340 

投資有価証券評価損益（△は益） 91,918 27,879 

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 12,715 

固定資産除却損 － 201 

売上債権の増減額（△は増加） 257,117 8,762 

仕入債務の増減額（△は減少） △98,127 △36,618 

営業立替金の増減額（△は増加） △1,760,023 △1,398,730 

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,127 15,516 

前受金の増減額（△は減少） △9,280 △27,231 

営業預り金の増減額（△は減少） △107,093 △120,481 

その他 △77,962 △27,213 

小計 △1,258,913 △1,004,823 

利息及び配当金の受取額 1,917 1,056 

利息の支払額 △8,881 △5,162 

法人税等の支払額 △148,683 △203,410 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,414,560 △1,212,340 

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 △26,467 

無形固定資産の取得による支出 △28,320 △16,525 

投資有価証券の取得による支出 △13,092 △100,177 

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 1,589 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,086 △141,581 

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 1,666,000 

自己株式の取得による支出 △355,779 － 

自己株式の処分による収入 － 49,977 

配当金の支払額 △49,486 △48,891 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,635,016 1,667,086 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 219,369 313,163 

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 1,008,528 1,117,370 
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 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21年７月１日 至 平成22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20年７月１日 至 平成21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。  

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成22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21年７月１日 至 平成22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。  

 

  

  

 当社は、第３四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 

（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 

  
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  2,092,573 2,344,270 4,436,844 －  4,436,844

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 － 10,048 10,048 (10,048)  －

計  2,092,573 2,354,318 4,446,892 (10,048)  4,436,844

営業利益  360,419 24,725 385,144  884  386,029

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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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３四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。  

日本社宅サービス株式会社（8945）　平成22年６月期　第３四半期決算短信

－11－



  該当事項はありません。 

  

  

６．その他の情報
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