
 

 

 

   

 

 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有・無 
四半期決算説明会開催の有無    ： 有・無 

  

 

   

 

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 有・無 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 有・無 

  

平成23年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成22年７月29日

上 場 会 社 名 株式会社丸誠 上場取引所 JQ

コ ー ド 番 号 2434 URL http://www.marusei.co.jp

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)渋谷 正道
問合せ先責任者 (役職名)常務取締役管理本部長 (氏名)高橋 幸男 TEL  (03)3357－4545

四半期報告書提出予定日 平成22年８月11日 配当支払開始予定日 ─

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 2,706 △2.3 58 8.7 52 △27.1 29 △30.0

22年３月期第１四半期 2,770 △5.5 54 △36.3 72 △22.1 42 △26.1

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

23年３月期第１四半期 5 42 ─

22年３月期第１四半期 7 74 ─

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 6,096 4,772 78.3 871 34

22年３月期 6,311 4,843 76.7 884 40

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 4,772百万円 22年３月期 4,843百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

 22年３月期 ─ 0 00 ─ 18 00 18 00

 23年３月期 ─

 23年３月期(予想) 0 00 ─ 18 00 18 00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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(累計) 5,798 1.4 173 △6.1 191 △15.9 110 △15.9 20 11

通期 11,574 1.2 368 10.3 403 △3.6 229 △0.7 41 97

satou950803
長方形

satou950803
長方形

satou950803
長方形

satou950803
長方形

satou950803
スタンプ

satou950803
スタンプ



 

 
(注) 「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る

会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

  

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があ

ります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決

算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 有・無

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有・無

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有・無

 ② ①以外の変更 ： 有・無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 5,540,000株 22年３月期 5,540,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 63,319株 22年３月期 63,319株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 5,476,681株 22年３月期１Ｑ 5,476,681株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、いわゆるユーロ不安等にも影響され慎重な見通し

が続きました。  

 当ビルメンテナンス業界におきましても、取引先からのコスト削減要請の高まりや受注競争の激化な

ど、経営環境は厳しいものとなっております。  

 このような情勢の下、当社グループの売上高は、契約料金の減額や工事受注の減少により2,706百万

円（前年同四半期比2.3％減）となりました。  

 利益面につきましては、労務費を中心とした売上原価の引き下げや販売費及び一般管理費の削減によ

り、営業利益では58百万円（同8.7％増）となりましたが、デリバティブ評価損の計上により経常利益

では52百万円（同27.1％減）、四半期純利益では29百万円（同30.0％減）となりました。  

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて209百万円減少し、4,019百万円となりました。これは、現金

及び預金が236百万円減少したことなど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て４百万円減少し、2,076百万円となりました。これは、無形

固定資産が７百万円減少したことなどによるものであります。 

 この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて214百万円減少し、6,096百万円となりました。  

流動負債は、前連結会計年度末に比べて159百万円減少し、1,022百万円となりました。これは、支払

手形及び買掛金が167百万円減少したことなどによるものであります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて15百万円増加し、302百万円となりました。これは、退職給

付引当金が10百万円減少したものの、その他が24百万円増加したことなどによるものであります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて143百万円減少し、1,324百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて71百万円減少し、4,772百万円となりました。これは、剰

余金の配当などにより利益剰余金が68百万円減少したことなどによるものであります。 

  

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22年５月10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。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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

（資産）

（負債）

（純資産）

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

株式会社丸誠（2434）　平成23年３月期　第１四半期決算短信

－ 2 －



該当事項はありません。 

  

当第１四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１四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。 

  

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。 

  

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計算する方法を採用しております。 

 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。 

  

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益は、それぞれ０百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は９

百万円減少しております。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

《簡便な会計処理》

 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 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

《特有の会計処理》

 ① 税金費用の計算

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

1.「資産除去債務に関する会計基準」等の適用
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3. 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22年６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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,361,610 2,597,649

受取手形及び売掛金 1,379,884 1,400,113

商品及び製品 59 97

仕掛品 10,507 6,891

原材料及び貯蔵品 2,596 2,596

その他 276,046 233,561

貸倒引当金 △11,340 △11,546

流動資産合計 4,019,364 4,229,364

固定資産

有形固定資産 358,353 352,824

無形固定資産 149,426 157,139

投資その他の資産

投資有価証券 1,071,244 1,065,929

その他 499,681 507,611

貸倒引当金 △1,736 △1,640

投資その他の資産合計 1,569,189 1,571,900

固定資産合計 2,076,969 2,081,864

資産合計 6,096,333 6,311,228

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 336,259 503,503

短期借入金 60,000 －

未払法人税等 23,023 38,891

賞与引当金 153,638 315,104

その他 449,313 323,975

流動負債合計 1,022,234 1,181,474

固定負債

退職給付引当金 216,696 227,443

役員退職慰労引当金 59,456 57,721

その他 25,876 1,034

固定負債合計 302,029 286,199

負債合計 1,324,263 1,467,674

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 4,208,418 4,277,321

自己株式 △27,714 △27,714

株主資本合計 4,831,704 4,900,607

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △59,634 △57,052

評価・換算差額等合計 △59,634 △57,052

純資産合計 4,772,070 4,843,554

負債純資産合計 6,096,333 6,311,228
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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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 2,770,563 2,706,640

売上原価 2,390,910 2,335,938

売上総利益 379,653 370,701

販売費及び一般管理費 325,464 311,799

営業利益 54,189 58,901

営業外収益

受取利息 13,478 11,271

受取配当金 2,608 2,640

持分法による投資利益 254 －

その他 3,290 1,425

営業外収益合計 19,631 15,337

営業外費用

支払利息 246 135

固定資産除却損 924 233

デリバティブ評価損 － 20,820

その他 83 130

営業外費用合計 1,254 21,319

経常利益 72,566 52,919

特別利益

投資有価証券受贈益 － 8,680

貸倒引当金戻入額 1,605 9

特別利益合計 1,605 8,689

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9,078

特別損失合計 － 9,078

税金等調整前四半期純利益 74,171 52,530

法人税等 31,785 22,853

四半期純利益 42,386 29,677
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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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６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 74,171 52,530

減価償却費 10,244 13,986

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,535 △110

賞与引当金の増減額（△は減少） △174,690 △161,466

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15,158 △10,747

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8,634 1,735

受取利息及び受取配当金 △16,087 △13,912

支払利息 246 135

持分法による投資損益（△は益） △254 －

デリバティブ評価損益（△は益） － 20,820

投資有価証券受贈益 － △8,680

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9,078

売上債権の増減額（△は増加） 84,024 20,228

たな卸資産の増減額（△は増加） △61 △3,577

仕入債務の増減額（△は減少） △43,787 △167,243

その他の流動負債の増減額（△は減少） 106,933 61,630

その他 △31,813 △24,782

小計 △17,402 △210,373

利息及び配当金の受取額 29,659 24,467

利息の支払額 △246 △234

法人税等の支払額 △91,275 △29,949

営業活動によるキャッシュ・フロー △79,264 △216,089

投資活動によるキャッシュ・フロー

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 △3,109 △2,708

無形固定資産の取得による支出 △625 △3,150

投資有価証券の取得による支出 △194,162 △988

差入保証金の差入による支出 △21 △78

差入保証金の回収による収入 182 79

その他 △1,364 △694

投資活動によるキャッシュ・フロー 100,899 △7,540

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 80,000 80,000

短期借入金の返済による支出 △20,000 △20,000

リース債務の返済による支出 － △176

配当金の支払額 △67,182 △72,232

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,182 △12,408

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 14,452 △236,039

現金及び現金同等物の期首残高 2,871,491 2,597,649

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,885,944 2,361,610
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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１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30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１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）
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