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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 11,934 1.8 259 28.4 273 41.6 92 77.5
22年3月期第3四半期 11,718 △1.1 202 △33.0 192 △37.9 52 △61.7

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 19.51 ―
22年3月期第3四半期 10.99 ―

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 7,467 3,864 51.5 806.81
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3四半期  3,843百万円 22年3月期  3,793百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
23年3月期 ― 5.00 ―
23年3月期 
（予想）

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、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 16,100 0.3 310 0.2 320 5.7 120 15.5 25.19



(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を実施しております。 

※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「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】P.３「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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 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3Q 48,605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3Q 4,764,125株 22年3月期3Q 4,765,211株
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当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、新興国向け輸出の拡大による企業収益の改善傾向や、景

気刺激策による個人消費の一部持ち直しなどにより、緩やかな回復基調がみられましたが、長期化する

円高やデフレ傾向、依然として厳しい雇用情勢など、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、取引先の施設維持管理コストの削減や設備投資抑制の

意識は引き続き強く、厳しい状況が続きました。  

こうした中、当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は、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ありましたが、第２四半期から新規大型案件が本格稼働したこと、修繕工事

等臨時作業の受注が堅調であったこと等から、前年同期比２億16百万円(1.8%)増加の119億34百万円と

なりました。 

利益面におきましては、上半期におけ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

事業の低迷による影響はありましたが、賃借料ほか管理コスト全般や、支払利息などの低減により、営

業利益は前年同期比57百万円(28.4%)増加の２億59百万円、経常利益は同80百万円(41.6%)増加の２億73

百万円となり、四半期純利益は、同40百万円(77.5%)増加の92百万円となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比３億61百万円減少の74億67百万円とな

りました。主な要因は、現金及び預金の減少１億47百万円、受取手形及び売掛金の減少２億15百万円で

あります。 

負債は前連結会計年度末比で４億14百万円減少の36億２百万円となりました。主な要因は、長短借入

金の減少１億41百万円、買掛金の減少１億34百万円及び賞与引当金の減少１億33百万円であります。 

純資産は、前連結会計年度末比53百万円増加の38億64百万円となりました。主な要因は、四半期純利

益計上による利益剰余金の増加92百万円、配当金の支払による減少47百万円及び持分法の適用範囲の変

動による増加33百万円、並びに評価換算差額等の減少29百万円であります。   

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末比3.0ポイント増加し51.5%となりました。  

  

通期の業績予想は、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 

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2,430千円減少し、税

金等調整前四半期純利益が25,942千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 1,502,212 1,649,463

受取手形及び売掛金 1,837,714 2,053,486

未成業務支出金 56,629 32,128

貯蔵品 17,280 21,866

繰延税金資産 88,973 130,891

その他 158,389 143,294

貸倒引当金 △833 △855

流動資産合計 3,660,365 4,030,275

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 597,826 619,614

土地 557,042 557,042

その他（純額） 30,453 33,479

有形固定資産合計 1,185,322 1,210,137

無形固定資産   

のれん 58,100 68,993

リース資産 110,879 99,313

その他 30,529 34,936

無形固定資産合計 199,508 203,243

投資その他の資産   

保険積立金 912,076 881,017

繰延税金資産 147,904 134,726

その他 1,425,177 1,443,163

貸倒引当金 △62,582 △73,555

投資その他の資産合計 2,422,575 2,385,351

固定資産合計 3,807,406 3,798,732

資産合計 7,467,772 7,829,007
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（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 554,957 689,759

短期借入金 1,078,452 1,114,192

未払法人税等 31,650 114,348

賞与引当金 115,647 249,122

受注損失引当金 5,748 13,962

その他 912,380 835,139

流動負債合計 2,698,836 3,016,524

固定負債   

長期借入金 399,532 505,474

退職給付引当金 252,743 256,426

役員退職慰労引当金 97,905 97,905

リース債務 86,104 82,915

その他 67,714 57,834

固定負債合計 903,999 1,000,555

負債合計 3,602,835 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 2,575,297 2,496,010

自己株式 △15,402 △15,185

株主資本合計 3,850,254 3,771,185

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,860 13,530

為替換算調整勘定 △10,740 9,172

評価・換算差額等合計 △6,879 22,703

少数株主持分 21,562 18,037

純資産合計 3,864,936 3,811,927

負債純資産合計 7,467,772 7,829,007
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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 11,718,393 11,934,747

売上原価 10,053,552 10,302,531

売上総利益 1,664,841 1,632,215

販売費及び一般管理費   

役員報酬 105,867 108,454

給料及び賞与 555,542 512,590

賞与引当金繰入額 23,865 20,954

賃借料 205,045 192,997

その他 572,460 537,689

販売費及び一般管理費合計 1,462,781 1,372,686

営業利益 202,059 259,528

営業外収益   

受取利息 11,935 10,924

受取配当金 3,578 4,113

持分法による投資利益 10,969 16,588

保険返戻金 11,659 2,909

その他 16,396 17,645

営業外収益合計 54,539 52,182

営業外費用   

支払利息 22,643 16,743

投資事業組合運用損 31,172 10,771

投資有価証券評価損 603 920

貸倒引当金繰入額 1,855 －

その他 7,471 10,116

営業外費用合計 63,745 38,551

経常利益 192,852 273,159

特別利益   

貸倒引当金戻入額 339 142

投資有価証券売却益 － 600

特別利益合計 339 743

特別損失   

固定資産除却損 3,356 1,243

減損損失 4,682 1,436

投資有価証券評価損 － 4,083

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 8,038 30,275

税金等調整前四半期純利益 185,153 243,627

法人税、住民税及び事業税 42,563 111,889

法人税等調整額 88,075 35,267

法人税等合計 130,638 147,156

少数株主損益調整前四半期純利益 － 96,470

少数株主利益 2,136 3,524

四半期純利益 52,378 92,946
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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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