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1.  平成23年6月期第1四半期の連結業績（平成22年7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6月期第1四半期 1,459 1.9 149 46.9 143 52.0 69 49.8
22年6月期第1四半期 1,432 △14.1 101 △43.0 94 △46.6 46 △57.3

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6月期第1四半期 2,731.54 ―

22年6月期第1四半期 1,875.85 ―

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6月期第1四半期 5,120 1,623 31.7 63,770.09
22年6月期 4,640 1,640 35.3 64,406.72

（参考） 自己資本   23年6月期第1四半期  1,623百万円 22年6月期  1,640百万円

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  

当社は、平成22年８月11日開催の当社取締役会において「株式分割及び単元株制度の採用に関するお知らせ」を決議し、平成22年10月１日を効力発生
日として普通株式１株につき100株の割合をもって株式分割を実施しており、平成23年６月期（予想）の配当金の額は株式分割を実施した額で記載しており
ます。 

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6月期 ― 0.00 ― 3,200.00 3,200.00
23年6月期 ―

23年6月期 
（予想）

0.00 ― 26.00 26.00

3.  平成23年6月期の連結業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
当社は、平成22年８月11日開催の当社取締役会において「株式分割及び単元株制度の採用に関するお知らせ」を決議し、平成22年10月１日を効力発生
日として普通株式１株につき100株の割合をもって株式分割を実施しており、平成23年６月期の連結業績予想における１株当たり当期純利益につきまして
は、株式分割を実施した額で記載しております。 

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)

2,913 △1.7 176 △39.7 176 △38.2 71 △52.4 27.89

通期 6,214 3.4 526 △10.4 527 △9.6 254 △29.8 100.00



(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  無  
（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せん。 

※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）３ページ「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
・当社は、平成22年８月11日開催の当社取締役会において「株式分割及び単元株制度の採用に関するお知らせ」を決議し、平成22年10月１日を効力発生
日として普通株式１株につき100株の割合をもって株式分割を実施しており、平成23年６月期の連結業績予想における１株当たり当期純利益につきまして
は、株式分割を実施した額で記載しております。 

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6月期1Q 29,925株 22年6月期  29,925株

② 期末自己株式数 23年6月期1Q  4,459株 22年6月期  4,459株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期1Q 25,466株 22年6月期1Q 24,753株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、新興国向けの輸出の増加や政府の経済対策による個人消費の下

支えなどから一部の企業に業績の底打ち感が見られるものの、国内景気は、雇用・所得環境の低迷や急激な円高の

進行などにより不透明感が強まってまいりました。 

当社グループが主力とする社宅管理事務代行事業のアウトソーシング分野においては、社宅制度の見直しを含め

た社内コストの削減に対する需要が旺盛になっていることから、前期に比べ大口企業のニーズが活発化し、引き続

き需要拡大が見込まれております。一方で、施設総合管理事業においては、マンション管理費用の圧縮、単価の見

直し要請等により、競合他社との競争が激化する厳しい状況にありますが、修繕工事などの居住性能を維持するた

めの需要は前期を若干上回り、受注状況は緩やかな回復傾向にあります。 

このような状況下、当社グループといたしましては、現在、平成25年６月期を 終年度とする中期３ヵ年経営計

画を推進しており、「ストックビジネスによる安定と顧客の拡大による成長」「提供サービスの拡充によるカスタ

マーバリューの拡大」「オペレーショナルエクセレンスの追究」の基本戦略を引き続き推し進めております。 

その結果、売上高14億59百万円（前年同期比1.9％増）、営業利益１億49百万円（同46.9％増）、経常利益１億

43百万円（同52.0％増）、四半期純利益は69百万円（同49.8％増）となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 社宅管理事務代行事業 

当事業におきましては、既存顧客件数が増加したことに加え、前期に受注した顧客が予定どおりに稼動し

たことから、受託収入の根幹となる業務委託料の売上が堅調に推移いたしました。 

その結果、売上高７億１百万円（前年同期比5.1％増）、営業利益１億44百万円（同21.9％増）となりま

した。 

② 施設総合管理事業 

当事業におきましては、競合他社との競争が激化する中、固定サービスに加え、顧客満足度の向上を目指

したサービスの高品質化と多様化を提案すると伴に、継続的な全社レベルの合理化策等の推進を図ってまい

りました。 

その結果、売上高は７億58百万円（前年同期比1.0％減）、営業利益４百万円（前年同期は営業損失17百

万円）となりました。なお、販売費及び一般管理費にのれん償却27百万円を計上しております。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ４億80百万円増加し、51億20百万円となりま

した。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ４億89百万円増加し、42億17百万円となりました。これは主に営業立替

金の増加４億89百万円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９百万円減少し、９億３百

万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ４億96百万円増加し、34億96百万円となりま

した。流動負債は、前連結会計年度末に比べ４億94百万円増加し、33億61百万円となりました。これは主に短期

借入金の増加５億99百万円によるものであります。  

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ16百万円減少し、16億23百万円となりまし

た。  

  

 （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。）の残高は、前第１四半期

連結会計期間末に比べて２億43百万円増加し、13億21百万円となりました。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。 

  

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 当第１四半期連結会計期間において営業活動により減少した資金は、４億65百万円（前年同四半期は７億

２百万円の資金の減少）となりました。これは主として、社宅管理事務代行事業等における営業立替金の増

加４億89百万円によるものであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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②投資活動によるキャッシュ・フロー 

 当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果、増加した資金は19百万円（前年同四半期は21百万円

の減少）となりました。これは主として定期預金の払戻による収入10百万円及び投資有価証券の売却による

収入51百万円あったものの、投資有価証券の取得による支出28百万円、有形固定資産及び無形固定資産の取

得による支出13百万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１四半期連結会計期間において財務活動の結果、増加した資金は５億32百万円（前年同四半期は９億

98百万円の資金の増加）となりました。これは主として営業立替金の増加に伴う短期借入金の増加５億99百

万円によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年８月11日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

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．その他の情報
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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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,345,978 1,270,389

売掛金 119,994 142,139

営業立替金 2,272,670 1,783,442

商品 1,530 1,627

仕掛品 1,801 925

原材料及び貯蔵品 1,974 1,029

その他 476,073 530,732

貸倒引当金 △2,946 △2,853

流動資産合計 4,217,076 3,727,433

固定資産   

有形固定資産 116,285 117,761

無形固定資産   

のれん 282,517 310,014

その他 72,265 68,495

無形固定資産合計 354,782 378,510

投資その他の資産 432,019 416,402

固定資産合計 903,088 912,674

資産合計 5,120,164 4,640,107

負債の部   

流動負債   

買掛金 152,371 206,587

短期借入金 1,938,000 1,339,000

未払法人税等 79,360 147,713

営業預り金 591,832 590,510

賞与引当金 83,211 20,757

役員賞与引当金 7,096 31,137

その他 509,337 531,415

流動負債合計 3,361,208 2,867,121

固定負債   

退職給付引当金 134,987 132,804

固定負債合計 134,987 132,804

負債合計 3,496,195 2,999,925

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 1,063,438 1,075,368

自己株式 △352,092 △352,092

株主資本合計 1,665,096 1,677,026

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △41,127 △36,844

評価・換算差額等合計 △41,127 △36,844

純資産合計 1,623,969 1,640,181

負債純資産合計 5,120,164 4,640,107
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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７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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

売上高 1,432,922 1,459,929

売上原価 1,159,184 1,128,709

売上総利益 273,738 331,219

販売費及び一般管理費 171,810 181,502

営業利益 101,927 149,717

営業外収益   

受取利息 138 168

受取配当金 128 119

受取手数料 240 253

未払配当金除斥益 335 107

雑収入 73 184

営業外収益合計 914 833

営業外費用   

投資事業組合運用損 8,246 6,841

雑損失 60 39

営業外費用合計 8,306 6,880

経常利益 94,535 143,670

税金等調整前四半期純利益 94,535 143,670

法人税、住民税及び事業税 62,060 75,689

法人税等調整額 △13,957 △1,581

法人税等合計 48,102 74,108

少数株主損益調整前四半期純利益 － 69,561

四半期純利益 46,433 69,561
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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７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年７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 94,535 143,670

減価償却費 11,862 10,961

のれん償却額 27,497 27,497

貸倒引当金の増減額（△は減少） 296 93

賞与引当金の増減額（△は減少） 65,425 62,453

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17,269 △24,040

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,459 2,183

受取利息及び受取配当金 △266 △287

支払利息 1,313 1,208

投資事業組合運用損益（△は益） 8,246 6,841

売上債権の増減額（△は増加） 15,669 22,145

仕入債務の増減額（△は減少） △26,174 △54,216

営業立替金の増減額（△は増加） △579,430 △489,228

たな卸資産の増減額（△は増加） △19 △1,725

前受金の増減額（△は減少） △28,018 △10,302

営業預り金の増減額（△は減少） △114,875 1,321

その他 △59,369 △25,952

小計 △596,117 △327,377

利息及び配当金の受取額 266 271

利息の支払額 △1,758 △1,416

法人税等の支払額 △104,751 △137,332

営業活動によるキャッシュ・フロー △702,361 △465,854

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 － 10,000

有形固定資産の取得による支出 △22,067 △4,284

無形固定資産の取得による支出 － △8,970

投資有価証券の取得による支出 △60 △28,762

投資有価証券の売却による収入 － 51,212

その他 150 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,977 19,195

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） 1,038,000 599,000

配当金の支払額 △39,936 △66,810

財務活動によるキャッシュ・フロー 998,063 532,189

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 273,724 85,530

現金及び現金同等物の期首残高 804,207 1,236,218

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,077,931 1,321,748
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該当事項はありません。  

  

  

  

〔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７月１日 至 平成21年９月30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 

〔所在地別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30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。 

   

〔海外売上高〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

〔セグメント情報〕 

１. 報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社グループの取締

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ありま

す。 

 当社グループは各社で独立した単一事業を取り扱っており、会社単位で戦略を立案し、事業活動を展開しており

ます。従って、当社グループは各社の事業区分である「社宅管理事務代行事業」及び「施設総合管理事業」の２つ

を報告セグメントとしております。 

 「社宅管理事務代行事業」は、社宅管理事務に関する代行業務とそれに関わるシステム導入等のサービスを行っ

ております。「施設総合管理事業」は、マンション等の施設管理及び修繕工事等を行っております。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 666,680 766,241 1,432,922  － 1,432,922

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 3,842 3,842  (3,842) －

計 666,680 770,084 1,436,764  (3,842) 1,432,922

営業利益又は営業損失（△） 118,757 △17,275 101,481  445 101,927

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 
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２. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

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

 （単位：千円） 

 （注）「調整額」は、セグメント間取引消去であります。 

  

３. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容 

（差異調整に関する事項） 

 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書の営業利益に計上した額は一致してお

り、記載すべき事項はありません。  

  

４. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。 

  

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「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「セグメント情報等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。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

  

報告セグメント 

合計  
調整額 

（注）  

四半期連結

損益計算書

計上額  
社宅管理事

務代行事業 

施設総合管

理事業 

売上高           

（1）外部顧客に対する売上高 701,001 758,927 1,459,929 － 1,459,929

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 2,981 2,981 (2,981) －

計 701,001 761,909 1,462,910 (2,981) 1,459,929

セグメント利益 144,766 4,403 149,170 546 149,717

（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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