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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 7,356 △6.5 212 △25.2 272 △14.0 133 △31.6
22年3月期第3四半期 7,869 9.2 283 0.6 316 △0.1 195 4.1

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3四半期 16.55 ―
22年3月期第3四半期 24.54 ―

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3四半期 7,331 5,464 74.5 676.97
22年3月期 7,353 5,432 73.9 672.86

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  5,464百万円 22年3月期  5,432百万円

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 ― 8.00 8.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
8.00 8.00

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 9,700 △7.5 340 △8.9 400 △5.1 235 △1.0 29.11



(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、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いません。 

※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）２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。 

4.  その他 （詳細は、四半期決算短信（添付資料）3ページ「2.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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 9,000,000株 22年3月期  9,000,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  928,401株 22年3月期  926,925株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 8,072,732株 22年3月期3Q 7,965,377株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国向け輸出の増大や政府による景気刺激策によ
り一部の業種において業績の回復が見られたものの、雇用・所得環境は厳しい状況が引き続いており、国
内経済は依然として不透明感を払拭できない状況で推移いたしました。 
ビルメンテナンス・警備業界におきましても不況に伴いお得意先のコスト意識の更なる高まりや契約物
件の閉鎖・縮小、更に賃貸ビルにおける賃料下落や空室率の高止まりなどもあり、厳しい状況で推移いた
しました。 
このような状況の下で、当社グループは、引き続きお客様のニーズを的確に把握し信頼関係を更に高め
る中で既存契約を確保するとともに、周辺業務を含めた新規業務の開拓に努めてまいりました。 
ビルメンテナンス事業におきましては、既存契約の継続に全力を挙げて取組みましたが、入札物件にお
ける失注や低価受注、大口得意先からの請負額の減額要請や大型商業施設の閉鎖などがあり苦戦を強いら
れました。 
警備事業におきましても、関西地区における新規大型物件の受注がありましたが、お得意先の経費削減
の影響による減額や、解約もあり厳しい状況が引き続きました。 
その結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は、７３億５千６百万円（前年同四半期比６.
５％減）となりました。利益面では、業務の標準化と効率化を促進するとともに、下請作業や資機材の入
札の拡大に努めました。しかし、解約・減額物件における原価削減の時期的なズレや新規大型物件におけ
る初動コストの負担もあり、営業利益は２億１千２百万円（同２５.２％減)、経常利益は２億７千２百万
円（同１４.０％減）となりました。さらに、連結子会社において早期割増退職金を特別損失として計上
した結果、四半期純利益は１億３千３百万円（同３１.６％減）となりました。 
  

(資産、負債及び純資産の状況) 
当第３四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２千２百万円減少して、７３億３千
１百万円となりました。このうち、流動資産は前連結会計年度末に比べ４億６千３百万円減少して、３９
億６百万円となりました。これは主として、有価証券が１億９千３百万円増加した一方で、現金及び預金
が７億５千８百万円減少したことによるものであります。また、固定資産は前連結会計年度末に比べ４億
４千１百万円増加して、３４億２千５百万円となりました。これは主として、長期預金が２億円、投資有
価証券が１億８百万円、土地が８千５百万円増加したことによるものであります。 
負債は前連結会計年度末に比べ５千４百万円減少して、１８億６千７百万円となりました。このうち、
流動負債は前連結会計年度末に比べ７千１百万円減少して９億６千５百万円となりました。これは主とし
て、未払金が８千９百万円増加した一方で、買掛金が３千９百万円、賞与引当金が１億１千３百万円減少
したことによるものであります。また、固定負債は前連結会計年度末に比べ１千７百万円増加して、９億
２百万円となりました。これは主として、リース債務が５千５百万円、預り保証金が２千５百万円増加し
た一方で、負ののれんが３千４百万円、退職給付引当金が２千３百万円減少したことによるものでありま
す。 
純資産は、前連結会計年度末に比べ３千２百万円増加して、５４億６千４百万円となりました。これは
主として、利益剰余金が６千９百万円増加した一方で、その他有価証券評価差額金が３千６百万円減少し
たことによるものであります。 
  
(キャッシュ・フローの状況の分析) 
営業活動によるキャッシュ・フローは、３千３百万円の収入となりました。主な内訳は、税金等調整前
四半期純利益２億３千４百万円による増加と、賞与引当金１億１千３百万円、法人税等の支払額９千８百
万円による減少であります。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、６億３千１百万円の支出となりました。主な内訳は、定期預金
の預入・払戻の差額(純額)１億４百万円、投資有価証券の取得２億６千６百万円、有形固定資産の取得１
億６千２百万円による減少であります。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、６千４百万円の支出となりました。主な内訳は、配当金の支払
６千４百万円による減少であります。 
以上の結果、当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末か
ら６億６千２百万円減少し、15億５百万円となりました。 
  

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因によって予想
値と異なる可能性があります。なお、業績予想につきましては、自己株式数の変動に伴い、平成22年５月
13日に「平成22年３月期決算短信」で公表いたしました業績数値から、１株当たり当期純利益について変
更しておりますが、諸施策の実施状況を踏まえ、その他の予想数値について変更はしておりません。 
  

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。 
  

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果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。 

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。 

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
業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

当社グループは、前連結会計年度末より連結子会社１社について、退職給付債務の計算を簡便法
から原則法に変更したため、前第３四半期連結累計期間と当第３四半期連結累計期間で退職給付債
務の計算方法が異なっております。なお、変更後の原則法を適用した場合と比較して、前第３四半
期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ7,236千円少なく、税金等調整前四半期純利益は
12,336千円多く計上されており、前第３四半期連結会計期間の営業利益、経常利益、税金等調整前
四半期純利益はそれぞれ5,507千円少なく計上されております。 

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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ379千円増加し、税金
等調整前四半期純利益は7,962千円減少しております。 

  

前第３四半期連結累計期間において、有形固定資産に含めて表示しておりました「土地」は、そ
の金額が総資産額の100分の10を超えたため、当第３四半期連結累計期間より区分掲記しておりま
す。なお、前第３四半期連結累計期間の有形固定資産に含まれる「土地」は704,898千円でありま
す。 

「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）に基づき、財務
諸表等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）の適用に伴い、当
第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

前第３四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含
めて表示しておりました「リース債務の増減額（△は減少）」は、重要性が増したため、当第３四
半期連結累計期間より区分掲記しております。なお、前第３四半期連結累計期間の「営業活動によ
るキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「リース債務の増減額（△は減少）」は21,003千
円であります。 

  

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

①税金費用の計算

②固定資産の減価償却費の算定方法

③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

１．会計処理の原則・手続の変更

①退職給付債務の計算方法の変更

②資産除去債務に関する会計基準の適用

２．表示方法の変更

（四半期連結貸借対照表関係）

（四半期連結損益計算書関係）

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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１【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３四半期連結会計期間末 
（平成22年12月31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 2,474,218 3,232,652 
受取手形及び売掛金 913,518 903,723 
有価証券 197,965 4,688 
商品及び製品 21,949 14,905 
原材料及び貯蔵品 29,723 24,673 
その他 271,933 191,787 
貸倒引当金 △3,153 △2,663 
流動資産合計 3,906,156 4,369,767 

固定資産   
有形固定資産   
土地 790,159 704,898 
その他（純額） 576,268 537,280 
有形固定資産合計 1,366,428 1,242,178 

無形固定資産   
のれん 51,187 63,000 
その他 16,162 25,205 
無形固定資産合計 67,350 88,205 

投資その他の資産   
投資有価証券 1,063,932 955,376 
その他 935,685 706,072 
貸倒引当金 △8,017 △8,057 
投資その他の資産合計 1,991,601 1,653,392 

固定資産合計 3,425,379 2,983,776 

資産合計 7,331,535 7,353,544 

負債の部   
流動負債   
買掛金 223,579 263,289 
短期借入金 50,000 50,000 
未払法人税等 123,798 121,657 
賞与引当金 55,082 168,595 
その他 512,592 432,906 
流動負債合計 965,052 1,036,448 

固定負債   
退職給付引当金 556,693 579,886 
負ののれん 172,469 207,150 
その他 173,083 97,983 
固定負債合計 902,246 885,019 

負債合計 1,867,299 1,921,468 

純資産の部   
株主資本   
資本金 450,000 450,000 
資本剰余金 395,509 395,509 
利益剰余金 4,734,815 4,665,775 
自己株式 △267,707 △267,380 
株主資本合計 5,312,617 5,243,904 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 151,619 188,171 
評価・換算差額等合計 151,619 188,171 

純資産合計 5,464,236 5,432,075 

負債純資産合計 7,331,535 7,353,544 
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年4月1日 

 至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年4月1日 

 至 平成22年12月31日） 

売上高 7,869,259 7,356,847 
売上原価 6,938,932 6,488,341 
売上総利益 930,326 868,506 

販売費及び一般管理費   
給料及び手当 160,941 160,712 
賞与引当金繰入額 5,690 5,103 
のれん償却額 11,812 11,812 
その他 468,043 478,550 
販売費及び一般管理費合計 646,487 656,179 

営業利益 283,839 212,327 

営業外収益   
受取利息 8,788 7,753 
受取配当金 7,699 11,882 
負ののれん償却額 6,334 34,680 
雑収入 11,339 9,995 
営業外収益合計 34,161 64,311 

営業外費用   
支払利息 1,231 2,589 
雑損失 287 1,768 
営業外費用合計 1,519 4,357 

経常利益 316,481 272,281 

特別利益   
固定資産売却益 2,835 176 
退職給付引当金戻入額 19,572 － 

特別利益合計 22,407 176 

特別損失   
固定資産売却損 － 58 
固定資産廃棄損 583 2,490 
固定資産評価損 920 － 
投資有価証券評価損 10,798 － 
早期割増退職金 － 27,503 
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 8,065 

特別損失合計 12,302 38,118 

税金等調整前四半期純利益 326,586 234,339 

法人税等 123,911 100,714 
少数株主損益調整前四半期純利益 － 133,624 

少数株主利益 7,233 － 
四半期純利益 195,441 133,624 
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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３四半期連結累計期間 
（自 平成21年4月1日 

 至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年4月1日 

 至 平成22年12月31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 326,586 234,339 
減価償却費 50,131 48,680 
のれん償却額 11,812 11,812 
負ののれん償却額 △6,334 △34,680 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 362 449 
賞与引当金の増減額（△は減少） △107,847 △113,513 
退職給付引当金戻入額 △19,572 － 
早期割増退職金 － 27,503 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △20,917 △23,192 
長期未払金の増減額（△は減少） － △16,930 
受取利息及び受取配当金 △16,487 △19,636 
支払利息 1,231 2,589 
投資有価証券評価損益（△は益） 10,798 － 
固定資産評価損 920 － 
固定資産廃棄損 583 2,490 
固定資産売却損益（△は益） △2,835 △118 
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 8,065 
売上債権の増減額（△は増加） △148,327 △9,795 
たな卸資産の増減額（△は増加） △12,015 △12,095 
前払費用の増減額（△は増加） 15,064 15,287 
仕入債務の増減額（△は減少） △18,286 △39,709 
未払費用の増減額（△は減少） 54,850 △18,854 
未払消費税等の増減額（△は減少） 31,749 △15,994 
リース債務の増減額（△は減少） － 62,641 
その他 12,520 34,950 
小計 163,989 144,289 

利息及び配当金の受取額 17,838 17,779 
利息の支払額 △1,229 △2,465 
法人税等の支払額 △52,753 △98,573 
早期割増退職金の支払額 － △27,503 
営業活動によるキャッシュ・フロー 127,844 33,525 

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 △1,363,078 △1,418,963 
定期預金の払戻による収入 1,103,041 1,314,908 
有価証券の取得による支出 － △100,000 
有価証券の売却による収入 38,876 4,702 
投資有価証券の取得による支出 △209,195 △266,477 
投資有価証券の償還による収入 100,000 － 
有形固定資産の取得による支出 △33,963 △162,884 
有形固定資産の売却による収入 5,008 781 
長期貸付けによる支出 △1,377 △1,200 
長期貸付金の回収による収入 3,116 1,319 
事業譲受による支出 △24,961 － 
その他 △17,962 △3,467 
投資活動によるキャッシュ・フロー △400,495 △631,281 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
自己株式の取得による支出 △332 △326 
配当金の支払額 △63,731 △64,407 
少数株主からの株式買取りによる支出 △500 － 
少数株主への配当金の支払額 △1,050 － 
財務活動によるキャッシュ・フロー △65,614 △64,734 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △338,265 △662,489 

現金及び現金同等物の期首残高 2,116,585 2,167,744 
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少） 10,753 － 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,789,073 1,505,254 
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当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

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) 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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