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(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 3,817 △1.0 51 47.0 60 31.7 5 △53,2

22年3月期第1四半期 3,855 △1.9 35 △68.2 46 △64.4 10 △84.4

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 1 07 ─

22年3月期第1四半期 2 28 ─

 (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 7,682 3,804 49.3 794 51

22年3月期 7,829 3,811 48.5 796 30

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 3,785百万円 22年3月期 3,793百万円

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 ─ 5 00 ─ 5 00 10 00

 23年3月期 ─

 23年3月期(予想) 5 00 ─ 5 00 10 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) 7,700 △0.6 75 △21.4 70 △22.9 0 △100.0 0 00
通期 16,100 0.3 310 0.2 320 5.7 120 15.5 25 19



 

 
(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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続を実施しておりま

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「１.当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 

4. その他（詳細は（添付資料）３ページ「２.その他の情報」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 ： 無

  新規  ─社 (            )、除外  ─社 (            )

(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(注) 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の有無となります。

(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

 ② ①以外の変更 ： 無

(注)「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、表示方法等の変更の有無となります。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期１Ｑ 4,812,247株 22年３月期 4,812,247株

② 期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 48,026株 22年３月期 47,826株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 4,764,271株 22年3月期１Ｑ 4,765,522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のわが国経済は、景気に一部持ち直しの動きが見られるものの、円高の傾

向が強まり、また、雇用状況の悪化懸念が残るなど、先行きが不透明な状況で推移いたしました。  

当社グループを取り巻く環境につきましても、依然として取引先の経費削減の意識は強く、また、オ

フィスビルの空室率の上昇が見られるなど、厳しい状況が続きました。  

当第１四半期連結会計期間の当社グループの売上高は、前年同四半期と比較し新規契約の獲得額がや

や弱含みであったことや、管理物件の閉鎖・リニューアルに伴う一時休業の影響等が見られましたが、

修繕工事等臨時作業の受託が堅調であったこと等から、ほぼ同水準で推移し、前年同四半期比37百万円

(1.0%)減少の38億17百万円となりました。 

利益面におきましては、第２四半期から本格稼働する新規大型案件の準備コスト等による原価率の上

昇や、ホテル事業の不振による影響はありましたが、管理コスト全般の削減に努め、営業利益は前年同

四半期比16百万円(47.0%)増加の51百万円、経常利益は同14百万円(31.7%)増加の60百万円となりまし

た。四半期純利益につきましては、過年度の資産除去債務費用を特別損失に計上したことから、同５百

万円(53.2%)減少の５百万円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比１億46百万円減少の76億82百万円とな

りました。また、負債は前連結会計年度末比で１億38百万円減少の38億78百万円となりました。  

これらは、売掛債権の回収に伴い受取手形及び売掛金が減少したこと、ならびに買掛金及び未払法人

税等の減少等により、前連結会計年度末比で流動資産が１億62百万円、流動負債が１億66百万円、それ

ぞれ減少したことが主な要因となっております。 

純資産は、前連結会計年度末比７百万円減少の38億４百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度

末比0.8ポイント増加し49.3%となりました。  

  

業績予想は、平成22年５月14日公表時から変更はございません。 

なお、業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の業績等は、

今後様々な要因により大きく異なる可能性があります。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

(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。  

  

① 固定資産の減価償却の算定方法 

定率法を採用している固定資産の減価償却費の算定については、連結会計年度に係る減価償却費の

額を期間按分する方法によっております。 

  

資産除去債務に関する会計基準等の適用 

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943千円減少し、税

金等調整前四半期純利益が24,455千円減少しております。 

  

該当事項はありません。  

  

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

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 1,979,965 1,649,463

受取手形及び売掛金 1,576,356 2,053,486

未成業務支出金 31,699 32,128

貯蔵品 24,252 21,866

繰延税金資産 111,892 130,891

その他 144,789 143,294

貸倒引当金 △804 △855

流動資産合計 3,868,150 4,030,275

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 611,983 619,614

土地 557,042 557,042

その他（純額） 34,049 33,479

有形固定資産合計 1,203,075 1,210,137

無形固定資産

のれん 65,362 68,993

リース資産 126,856 99,313

その他 33,453 34,936

無形固定資産合計 225,671 203,243

投資その他の資産

保険積立金 887,750 881,017

繰延税金資産 147,533 134,726

その他 1,422,150 1,443,163

貸倒引当金 △71,855 △73,555

投資その他の資産合計 2,385,579 2,385,351

固定資産合計 3,814,326 3,798,732

資産合計 7,682,477 7,829,007
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（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)

負債の部

流動負債

買掛金 413,427 689,759

短期借入金 1,089,523 1,114,192

未払法人税等 32,311 114,348

賞与引当金 111,620 249,122

受注損失引当金 12,747 13,962

その他 1,190,813 835,139

流動負債合計 2,850,443 3,016,524

固定負債

長期借入金 517,322 505,474

退職給付引当金 251,888 256,426

役員退職慰労引当金 97,905 97,905

リース債務 103,195 82,915

その他 57,520 57,834

固定負債合計 1,027,831 1,000,555

負債合計 3,878,275 4,017,080

純資産の部

株主資本

資本金 654,460 654,460

資本剰余金 635,900 635,900

利益剰余金 2,511,249 2,496,010

自己株式 △15,251 △15,185

株主資本合計 3,786,358 3,771,185

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,287 13,530

為替換算調整勘定 △3,430 9,172

評価・換算差額等合計 △1,143 22,703

少数株主持分 18,987 18,037

純資産合計 3,804,202 3,811,927

負債純資産合計 7,682,477 7,829,007
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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 3,855,139 3,817,936

売上原価 3,299,158 3,306,628

売上総利益 555,980 511,307

販売費及び一般管理費

役員報酬 35,533 36,037

給料及び賞与 183,261 161,509

賞与引当金繰入額 27,237 19,389

賃借料 74,190 64,122

貸倒引当金繰入額 223 1,150

その他 200,250 177,236

販売費及び一般管理費合計 520,696 459,446

営業利益 35,284 51,861

営業外収益

受取利息 3,930 3,700

受取配当金 2,249 2,499

持分法による投資利益 － 9,635

その他 14,079 9,519

営業外収益合計 20,259 25,356

営業外費用

支払利息 8,005 6,103

投資事業組合運用損 － 6,620

その他 1,476 3,817

営業外費用合計 9,481 16,541

経常利益 46,062 60,675

特別利益

投資有価証券売却益 － 600

特別利益合計 － 600

特別損失

固定資産除却損 611 167

投資有価証券評価損 549 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23,512

特別損失合計 1,161 23,679

税金等調整前四半期純利益 44,901 37,597

法人税、住民税及び事業税 14,939 17,789

法人税等調整額 17,949 13,781

法人税等合計 32,888 31,570

少数株主損益調整前四半期純利益 － 6,027

少数株主利益 1,167 949

四半期純利益 10,845 5,077
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該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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