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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 1,291 △23.3 △134 ─ △139 ─ △90 ─

22年３月期第１四半期 1,685 △7.6 △1 ─ 7 △87.8 △25 ─

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 △30 54 ─

22年３月期第１四半期 △8 41 ─

 (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 3,387 1,145 33.8 390 16

22年３月期 3,507 1,254 35.8 427 28

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 1,145百万円  22年３月期 1,254百万円

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 ─ 5 00 5 00

23年３月期 ─

23年３月期(予想) 0 00 ─ 0 00 0 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) 2,700 △20.3 △230 ─ △230 ─ △140 ─ △47 70

通期 5,600 △14.5 △190 ─ △190 ─ △130 ─ △44 29



 

 
(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は終了しておりま

す。 

  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・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「連決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・手順、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 2,940,000株 22年３月期 2,940,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 4,863株 22年３月期 4,863株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 2,935,137株 22年３月期１Ｑ 2,935,137株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
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当第1四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、中国や新興国向けを中心とした輸出の増加に伴

う生産の持ち直しによる企業収益の改善等、一部に景気回復の兆しがみられるものの、欧州諸国の財政
問題の影響による信用収縮が不安視され、円高やデフレの影響もあり、依然として雇用情勢も厳しく先
行き不透明な状況にあります。 
 このような状況のもと、当社は引き続き「お客さま第一主義」に徹した経営姿勢を貫き、業務品質の
向上に取り組むとともに提案型営業を推進し、また、収益力向上に資するため原価管理の徹底、販売管
理費の削減に努めてまいりました。 
 しかしながら、当社の関連する業界におきましても、同業他社との激しい企業間競争の加速、経済不
況に起因するコスト削減要請の対応等、長引く景気低迷の影響が大きく、営業面におきましては厳しい
状況で推移いたしました。 
 この結果、当第1四半期連結会計期間の売上高は12億9,130万円（前年同四半期比23.3％減）、利益面
につきましては、売上高の減少に伴い、経常損失は1億3,887万円（前年同四半期は721万円の経常利
益）、四半期純損失は8,964万円（前年同四半期は2,468万円の純損失）となりました。 
  

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 
   当第１四半期連結会計期間末における総資産は、33億8,670万円となり、前連結会計年度末に 
  比べ1億1,991万円減少しました。主な要因は、売上高の減少に伴い売掛金が減少したことによる 
  ものです。 
 （負債） 
   当第１四半期連結会計期間末における負債は、22億4,154万円となり、前連結会計年度末に比 
  べ1,093万円減少しました。主な要因は、買掛金の減少等によるものです。 
 （純資産） 
   当第１四半期連結会計期間末における純資産は、11億4,515万円となり、前連結会計年度末に 
  比べ1億897万円減少しました。主な要因は、四半期純損失により利益剰余金が減少したことによ 
  るものです。 
  

②キャッシュ・フローの状況 

  当第１四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）は、前連結 
  会計年度末に比べ2,250万円減少し、6億5,470万円となりました。 
    当第１四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。 
 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 
   営業活動の結果使用した資金は6,183万円（前年同四半期は753万円の獲得）となりました。 
  これは主に税金等調整前四半期純損失を1億3,804万円計上したこと等によるものです。 
 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 
   投資活動の結果使用した資金は1,635万円（前年同四半期は1,226万円の使用）となりました。 
  これは主にシステム入替えによるソフトウエアの取得が4,800万円あったこと等によるもので 
  す。 
 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 
   財務活動の結果得た資金は5,600万円（前年同四半期は2,352万円の獲得）となりました。 
  これは主に借入金の増加等によるものです。 
  

業績予想につきましては、現時点では不確実要素が多いため、平成22年５月13日に公表いたしました決
算発表時の業績予想を変更しておりません。今後、業績予想数値に修正が生じる場合は速やかに公表いた
します。 

  

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。 

  

  
固定資産の減価償却費の算定方法 

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。 

  

  

 ① 資産除去債務に関する会計基準の適用 

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。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

  

 ② 表示方法の変更(四半期連結損益計算書関係） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表の

用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５

号）の適用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示

しております。 

  

前第1四半期連結連結累計期間において、営業外収益「雑収入」に含めて表示しておりました「助成金

収入」（前第1四半期連結累計期間600千円）は、当第1四半期連結連結累計期間において営業外収益の総

額の100分の20を超えることとなったため区分掲記することに変更しました。 

  

  
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 1,174,974 1,175,419

売掛金 550,483 700,006

有価証券 15,415 16,761

原材料及び貯蔵品 5,440 4,777

繰延税金資産 80,784 32,024

その他 37,323 26,250

貸倒引当金 △1,592 △2,009

流動資産合計 1,862,828 1,953,229

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 369,459 369,459

減価償却累計額 △225,216 △222,168

建物及び構築物（純額） 144,242 147,291

土地 364,693 364,693

その他 76,205 77,482

減価償却累計額 △57,193 △57,614

その他（純額） 19,011 19,867

有形固定資産合計 527,947 531,852

無形固定資産

借地権 47,121 47,121

ソフトウエア 141,731 147,998

電話加入権 7,123 7,123

のれん 1,397 1,606

無形固定資産合計 197,374 203,849

投資その他の資産

投資有価証券 321,946 345,397

長期預金 52,400 52,400

差入保証金 63,393 62,859

保険積立金 164,767 161,807

繰延税金資産 188,690 188,362

長期貸付金 1,903 1,958

破産更生債権等 349 20,531

その他 7,613 7,064

貸倒引当金 △2,506 △22,690

投資その他の資産合計 798,557 817,692

固定資産合計 1,523,879 1,553,394

資産合計 3,386,708 3,506,624
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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 60,643 109,144

短期借入金 165,400 115,000

1年内返済予定の長期借入金 505,203 505,698

1年内償還予定の社債 133,400 133,400

未払費用 285,260 307,899

未払法人税等 3,881 26,839

未払消費税等 46,899 22,580

賞与引当金 15,999 58,810

その他 119,382 90,486

流動負債合計 1,336,068 1,369,859

固定負債

社債 49,900 49,900

長期借入金 245,958 225,555

退職給付引当金 461,252 460,106

長期未払金 2,662 3,534

役員退職慰労引当金 145,707 143,532

固定負債合計 905,480 882,628

負債合計 2,241,549 2,252,487

純資産の部

株主資本

資本金 302,000 302,000

資本剰余金 250,237 250,237

利益剰余金 616,776 721,093

自己株式 △1,729 △1,729

株主資本合計 1,167,284 1,271,601

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △22,125 △17,464

評価・換算差額等合計 △22,125 △17,464

純資産合計 1,145,159 1,254,136

負債純資産合計 3,386,708 3,506,624
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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 1,684,605 1,291,302

売上原価 1,434,210 1,193,137

売上総利益 250,394 98,165

販売費及び一般管理費 251,153 231,983

営業損失（△） △758 △133,818

営業外収益

受取利息 1,608 1,060

受取配当金 1,419 1,186

有価証券評価益 7,261 －

不動産賃貸料 841 1,153

助成金収入 － 2,176

雑収入 2,751 4,595

営業外収益合計 13,881 10,173

営業外費用

支払利息 5,611 4,250

有価証券評価損 － 10,515

雑損失 296 463

営業外費用合計 5,908 15,229

経常利益又は経常損失（△） 7,214 △138,874

特別利益

貸倒引当金戻入額 565 725

固定資産売却益 － 114

特別利益合計 565 839

特別損失

固定資産除却損 24 9

貸倒引当金繰入額 20,128 －

投資有価証券償還損 3,648 －

投資有価証券評価損 3,000 －

特別損失合計 26,801 9

税金等調整前四半期純損失（△） △19,021 △138,043

法人税、住民税及び事業税 558 686

法人税等調整額 5,101 △49,088

法人税等合計 5,659 △48,402

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △89,641

四半期純損失（△） △24,680 △89,641
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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損失（△） △19,021 △138,043

減価償却費 13,455 15,308

のれん償却額 208 208

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,569 1,146

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,479 2,174

賞与引当金の増減額（△は減少） △47,156 △42,811

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19,432 △20,600

受取利息及び受取配当金 △3,027 △2,247

支払利息 5,611 4,250

為替差損益（△は益） － 330

有価証券評価損益（△は益） △7,261 10,515

有価証券償還損益（△は益） 3,648 －

投資有価証券評価損益（△は益） 3,000 －

有形固定資産売却損益（△は益） － △114

有形固定資産除却損 24 9

売上債権の増減額（△は増加） 77,618 149,523

たな卸資産の増減額（△は増加） 925 △662

仕入債務の増減額（△は減少） △44,689 △48,501

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,377 24,318

その他 18,519 1,423

小計 17,756 △43,773

利息及び配当金の受取額 3,471 3,005

利息の支払額 △5,057 △3,764

法人税等の支払額 △13,238 △17,852

法人税等の還付額 4,603 553

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,535 △61,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △161,859 △209,596

定期預金の払戻による収入 154,746 187,194

有価証券の償還による収入 6,890 10,000

有形固定資産の取得による支出 △1,832 △553

有形固定資産の売却による収入 － 331

ソフトウエアの取得による支出 △11,108 △4,800

貸付けによる支出 △2,131 △1,146

貸付金の回収による収入 2,803 1,560

差入保証金の差入による支出 △25 △533

差入保証金の回収による収入 437 －

その他 △183 1,188

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,262 △16,355
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（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)

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） 130,614 50,400

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △76,537 △80,092

社債の償還による支出 △16,700 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △872 △872

配当金の支払額 △12,976 △13,426

財務活動によるキャッシュ・フロー 23,528 56,008

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △330

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 18,801 △22,506

現金及び現金同等物の期首残高 943,295 677,208

現金及び現金同等物の四半期末残高 962,096 654,701
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当第１四半期連結会計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

  

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

  当社グループの事業区分はサービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な業務内容 

  ① 建物総合管理サービス事業……建物総合管理(警備保障、清掃、設備管理、オフィスサービス)業務 

  ② 人材サービス事業……情報管理、ファイリング、機器操作等の人材派遣業務、有料職業紹介業務 

  ③ 介護サービス事業……介護サービス業務 
  

  

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） 

当社グループには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） 

当社グループには海外売上高がないため、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】

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)

建物総合管理
サービス事業 

(千円)

人材サービス
事業 
(千円)

介護サービス
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

1,239,921 408,310 36,373 1,684,605 ― 1,684,605

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ―

計 1,239,921 408,310 36,373 1,684,605 ─ 1,684,605

営業利益 79,137 15,737 4,092 98,967 (99,725) △758

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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 【セグメント情報】 

(追加情報) 

当第1四半期連決会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号
平成21年３月27日）及び「セグメント情報の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

 １.報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会
が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので
す。当社は、サービスの系列及び市場の類似性を考慮して「建物総合管理サービス事業」、「人材サー
ビス事業」、「介護サービス事業」の３つを報告セグメントとしております。 
「建物総合管理サービス事業」は警備保障、清掃、設備管理、オフィスサービスをしており、「人材サ
ービス事業」は情報管理、ファイリング、機器操作等の人材派遣業務、有料職業紹介業務をしており、
「介護サービス事業」は介護サービス業務をしております。 

  

 ２.報告セグメントごとの売上高及び利益または損失の金額に関する情報 

  

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

 
（注）1.セグメント利益の調整額△100,575千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用 

     であり、その主な内容は、報告セグメントに帰属しない提出会社の総務部門等の管理部門に 
     かかる費用であります。 

   2.セグメント利益または損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報 

  

  該当事項はありません。 

  

  

 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） 

  該当事項はありません。 

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
（注）1

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）２

建物総合管理
サービス事業

人材サービス
事業

介護サービス
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 970,821 288,490 31,990 1,291,302 ─ 1,291,302

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 970,821 288,490 31,990 1,291,302 ─ 1,291,302

セグメント利益又は損失(△) △31,918 △2,301 977 △33,242 △100,575 △133,818

(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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