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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 5,616 △1.8 107 △42.0 102 △55.2 58 △55.5
22年3月期第2四半期 5,717 △4.6 184 2.0 227 9.9 130 1.2

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2四半期 10.68 ―
22年3月期第2四半期 23.91 ―

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2四半期 6,217 4,755 76.5 879.52
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2四半期  4,755百万円 22年3月期  4,843百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 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、対前期増減率） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 11,574 1.2 368 10.3 403 △3.6 229 △0.7 42.31



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・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。 

※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】P.３「その他の情報」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 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 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2Q 133,319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2Q 5,456,681株 22年3月期2Q 5,476,681株
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当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、歴史的な猛暑の中、円高傾向に歯止めがかからず

相変わらず不冴えな経済状況に終始しました。  

 当ビルメンテナンス業界におきましても、顧客のコスト削減圧力に伴い依然として厳しい経営環境が

続いております。  

 このような情勢の下、当社グループの売上高は2,909百万円（前年同四半期比1.3％減）となりまし

た。  

 利益面につきましては、売上高減少に対する売上原価の引き下げや、販売費及び一般管理費の削減策

がやや立ち遅れ、営業利益では48百万円（同62.6％減）となり、営業外費用の大幅な増加により経常利

益では49百万円（同68.0％減）、結果、四半期純利益では28百万円（同67.7％減）となりました。  

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて170百万円減少し、4,058百万円となりました。これは、現金

及び預金が163百万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77百万円増加し、2,159百万円となりました。これは、投資

有価証券が42百万円、その他が43百万円増加したことなどによるものであります。 

 この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて93百万円減少し、6,217百万円となりました。  

流動負債は、前連結会計年度末に比べて12百万円増加し、1,193百万円となりました。これは、支払

手形及び買掛金が107百万円減少したものの、その他が112百万円増加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17百万円減少し、268百万円となりました。これは、退職給

付引当金が24百万円減少したことなどによるものであります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて５百万円減少し、1,462百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて88百万円減少し、4,755百万円となりました。これは、剰

余金の配当などにより利益剰余金が40百万円、自己株式の取得により30百万円減少したことなどによる

ものであります。 

  

平成22年５月10日発表の業績予想につきましては、平成22年10月29日付の業績修正の発表の通りです

が、通期では当初の予想に変更はなく、売上高11,574百万円、営業利益368百万円、経常利益403百万

円、当期純利益229百万円を見込んでおります。 

  

  

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
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該当事項はありません。 

  

当第２四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２四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。 

  

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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 2,433,934 2,597,649

受取手形及び売掛金 1,338,139 1,400,113

有価証券 40,000 －

商品及び製品 133 97

仕掛品 19,085 6,891

原材料及び貯蔵品 2,596 2,596

その他 238,082 233,561

貸倒引当金 △13,185 △11,546

流動資産合計 4,058,786 4,229,364

固定資産

有形固定資産 365,138 352,824

無形固定資産 150,800 157,139

投資その他の資産

投資有価証券 1,108,294 1,065,929

その他 551,400 507,611

貸倒引当金 △16,544 △1,640

投資その他の資産合計 1,643,150 1,571,900

固定資産合計 2,159,088 2,081,864

資産合計 6,217,875 6,311,228

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 396,410 503,503

未払法人税等 47,376 38,891

賞与引当金 313,504 315,104

その他 436,430 323,975

流動負債合計 1,193,722 1,181,474

固定負債

退職給付引当金 202,595 227,443

役員退職慰労引当金 61,442 57,721

その他 4,845 1,034

固定負債合計 268,883 286,199

負債合計 1,462,606 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 4,237,031 4,277,321

自己株式 △57,814 △27,714

株主資本合計 4,830,216 4,900,607

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △74,947 △57,052

評価・換算差額等合計 △74,947 △57,052

純資産合計 4,755,269 4,843,554

負債純資産合計 6,217,875 6,311,228
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 5,717,842 5,616,356

売上原価 4,909,185 4,872,973

売上総利益 808,657 743,383

販売費及び一般管理費 624,111 636,377

営業利益 184,546 107,005

営業外収益

受取利息 29,402 24,178

受取配当金 2,637 2,797

持分法による投資利益 3,082 －

その他 9,778 7,315

営業外収益合計 44,900 34,291

営業外費用

支払利息 347 337

固定資産除却損 924 306

デリバティブ評価損 － 38,090

その他 235 451

営業外費用合計 1,507 39,184

経常利益 227,939 102,112

特別利益

投資有価証券受贈益 － 8,680

特別利益合計 － 8,680

特別損失

ゴルフ会員権評価損 1,700 －

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 1,700 9,078

税金等調整前四半期純利益 226,239 101,714

法人税等 95,270 43,423

少数株主損益調整前四半期純利益 － 58,290

四半期純利益 130,969 58,290
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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21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 2,947,278 2,909,716

売上原価 2,518,274 2,537,034

売上総利益 429,003 372,682

販売費及び一般管理費 300,252 324,587

営業利益 128,751 48,094

営業外収益

受取利息 15,924 12,906

持分法による投資利益 2,828 －

保険解約返戻金 － 4,192

その他 6,516 1,854

営業外収益合計 25,268 18,954

営業外費用

支払利息 100 201

デリバティブ評価損 － 17,270

その他 151 393

営業外費用合計 252 17,865

経常利益 153,768 49,183

特別損失

ゴルフ会員権評価損 1,700 －

特別損失合計 1,700 －

税金等調整前四半期純利益 152,068 49,183

法人税等 63,484 20,570

少数株主損益調整前四半期純利益 － 28,612

四半期純利益 88,583 28,612
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９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 226,239 101,714

減価償却費 19,820 28,632

貸倒引当金の増減額（△は減少） △372 16,543

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,113 △1,599

退職給付引当金の増減額（△は減少） △32,314 △24,848

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,922 3,721

受取利息及び受取配当金 △32,039 △26,976

支払利息 347 337

持分法による投資損益（△は益） △3,082 －

デリバティブ評価損益（△は益） － 38,090

投資有価証券受贈益 － △8,680

ゴルフ会員権評価損 1,700 －

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） 87,190 61,973

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,911 △12,229

破産更生債権等の増減額（△は増加） － △14,903

仕入債務の増減額（△は減少） △30,135 △107,092

その他の流動負債の増減額（△は減少） △160 △6,758

その他 2,133 9,419

小計 201,379 66,422

利息及び配当金の受取額 29,598 29,607

利息の支払額 △347 △337

法人税等の支払額 △91,488 △30,972

営業活動によるキャッシュ・フロー 139,141 64,719

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 －

有価証券の取得による支出 － △40,000

有形固定資産の取得による支出 △10,426 △13,834

無形固定資産の取得による支出 △49,452 △10,482

投資有価証券の取得による支出 △440,677 △2,008

差入保証金の差入による支出 △21 △15,673

差入保証金の回収による収入 182 253

その他 △12,631 △17,885

投資活動によるキャッシュ・フロー △213,026 △99,631

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 △80,000 △80,000

リース債務の返済による支出 － △441

自己株式の取得による支出 － △30,202

配当金の支払額 △98,709 △98,158

財務活動によるキャッシュ・フロー △98,709 △128,802

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △172,594 △163,714

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 2,698,897 2,433,934
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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２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９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２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）

株式会社丸誠(2434)　平成23年３月期　第２四半期決算短信

－ 8 －


	H22-3-2Qサマリー.pdf
	添付資料



