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1.  平成23年6月期第2四半期の連結業績（平成22年7月1日～平成22年12月31日） 

（注） 当社は、平成22年10月１日付で当社普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。このため平成22年６月期第２四半期の１株当た
り四半期純利益については、当該株式分割が行われる前の数値で表示しております。 

(2) 連結財政状態 

（注） 当社は、平成22年10月１日付で当社普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。このため平成22年６月期の１株当たり純資産に
ついては、当該株式分割が行われる前の数値で表示しております。 
 

(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2四半期 2,908 △1.9 315 8.0 313 9.5 155 4.2
22年6月期第2四半期 2,964 △8.6 292 △3.5 285 △5.3 149 △12.4

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2四半期 60.90 ―

22年6月期第2四半期 5,941.76 ―

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2四半期 3,843 1,717 44.7 671.66
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2四半期  1,717百万円 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10月１日付で当社普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。このため平成22年６月期の期末の配当金について
は、当該株式分割が行われる前の数値で表示しております。 

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 ― 0.00

23年6月期 
（予想）

― 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、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 6,214 3.4 526 △10.4 527 △9.6 254 △29.8 99.71



(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10月１日付で当社普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。このため平成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いては、当該株式分割が期首に行われたと仮定して算定しております。 

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6月期2Q 2,992,500株 22年6月期  29,925株

② 期末自己株式数 23年6月期2Q  436,100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2Q 2,551,500株 22年6月期2Q 25,109株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における経営環境は、アジア等の新興国における経済成長と各国政府による景気

下支え策もあって一部に持ち直しの様相が見られるものの、長期化する円高や我が国経済の将来ビジョンの不透

明さから、内需は相変わらず低迷し、雇用情勢や所得環境についても改善が見られず、景気回復のペースは鈍化

した状況で推移しました。 

社宅管理事務代行事業においては、既存顧客企業の社宅・転勤に関わる『しゃたくさん』のリピート率は高

く、基盤の受託収入は堅調に推移いたしました。また、前期からの新規顧客企業の稼働も加わり、『マーカスさ

ん』を始めとする受取手数料やその他の手数料収入が順調に増加いたしました。 

施設総合管理事業においては、マンション管理物件の解約発生や管理組合向けの新規サービスの導入遅れな

どが影響したものの、経済環境の不透明感から先延ばしとなっていた修繕工事の一部が当期に完工したことや計

画修繕工事等がやや回復基調に向かったこともあり、期首計画は若干上回りました。 

一方経費につきましては、当初の人員計画に対する採用の遅れにより人件費等が減少したこと、またシステ

ムの改修費用を含む経費が予算に比べ減少したことなどにより、原価、販売費及び一般管理費が予想より減少い

たしました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高は29億8百万円（前年同期比1.9％ 

減）、営業利益３億15百万円（同8.0％増）、経常利益は３億13百万円（同9.5％増）、四半期純利益は１億55百

万円（同4.2％増）となりました。なお、利益面では期首の業績計画を上回る水準を達成できました。 

  

①社宅管理事務代行事業 

 当第２四半期連結累計期間の業績は、受託収入の根幹となる業務委託料及びその他の収入が概ね順調に推移

した結果、売上高は13億97百万円（前年同期比0.1％増）となりました。利益面では、原価、販売費及び一般管

理費の先送りもあり、営業利益は３億４百万円（同7.3％増）となりました。 

②施設総合管理事業 

 当第２四半期連結累計期間の業績は、一部の管理物件解約の影響や新規サービスの導入遅延もあり、売上高

は前年同期をやや下回る15億11百万円（前年同期比3.6％減）となりました。利益面では、引き続き間接業務の

効率化などの原価低減に努めてきたこと、また一部経費の先送りが発生したこともあり、営業利益は11百万円

（同32.3％増）となりました。なお、販売費及び一般管理費にのれん償却54百万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２四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７億97百万円減少し、38億43百万円となりま

した。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ７億61百万円減少し、29億65百万円となりました。これは主に営業立替

金の減少８億７百万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35百万円減少し、８億77百

万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ８億73百万円減少し、21億25百万円となりま

した。流動負債は、前連結会計年度末に比べ８億80百万円減少し、19億86百万円となりました。これは主に短期

借入金の減少６億46百万円及び営業預り金の減少１億39百万円によるものであります。  

 当第２四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76百万円増加し、17億17百万円となりまし

た。  

  

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四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、前連結会計

年度末に比べて２億９百万円増加し、14億45百万円となりました。当第２四半期連結累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２四半期連結累計期間において営業活動により増加した資金は９億21百万円（前年同四半期は６億30

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減少８億７百万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２四半期連結累計期間において投資活動の結果増加した資金は８百万円（前年同四半期は１億32百万

円の資金の支出）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

却による収入が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25百万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２四半期連結累計期間において財務活動の結果減少した資金は７億20百万円（前年同四半期は１億79

百万円の資金の減少）となりました。これは主として短期借入金の純減額６億46百万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 

通期業績予想につきましては売上面において、この上半期より回復基調にあると思われた大口企業の『しゃ

たくさん』受注が景気低迷を背景に遅れており、その結果、下半期のアウトソーシングの稼働及び顧客向けシス

テム開発の期ずれを生じさせることから、下半期の売上高は計画値に対して減少する見込みであります。また、

施設総合管理事業においては、景気停滞感や競合他社との競争激化の中、管理サービスの品質の向上及び拡販、

加えて適正価格の形成に努めているものの、管理物件解約に伴う売上高の減少分をカバーしきれず、期首計画を

若干下回る予定であります。 

利益面においては両セグメントと伴に、下半期にずれこんだ人件費等及びシステム改修費用等が執行される

ものの、売上に連動する原価の減少や費用の見直しによるコスト負担が軽減されることから、売上高減少の影響

を大きく受けることはないと予想しております。 

その結果、通期の個別業績予想及び通期の連結業績予想については、売上高、営業利益、経常利益、当期純

利益ともに、前回予想並みとなる見込みであります。 

なお、上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業

績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

   

（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２四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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,469,721 1,270,389

売掛金 107,281 142,139

営業立替金 976,051 1,783,442

商品 1,490 1,627

仕掛品 2,379 925

原材料及び貯蔵品 3,456 1,029

その他 407,196 530,732

貸倒引当金 △1,724 △2,853

流動資産合計 2,965,853 3,727,433

固定資産   

有形固定資産 113,538 117,761

無形固定資産   

のれん 255,020 310,014

その他 75,835 68,495

無形固定資産合計 330,855 378,510

投資その他の資産 432,769 416,402

固定資産合計 877,163 912,674

資産合計 3,843,017 4,640,107

負債の部   

流動負債   

買掛金 150,532 206,587

短期借入金 693,000 1,339,000

未払法人税等 148,652 147,713

営業預り金 450,959 590,510

賞与引当金 22,964 20,757

役員賞与引当金 14,099 31,137

その他 506,136 531,415

流動負債合計 1,986,344 2,867,121

固定負債   

退職給付引当金 139,627 132,804

固定負債合計 139,627 132,804

負債合計 2,125,971 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 1,147,412 1,075,368

自己株式 △344,359 △352,092

株主資本合計 1,756,802 1,677,026

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △39,757 △36,844

評価・換算差額等合計 △39,757 △36,844

純資産合計 1,717,045 1,640,181

負債純資産合計 3,843,017 4,640,107
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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７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 2,964,082 2,908,988

売上原価 2,333,946 2,233,185

売上総利益 630,135 675,802

販売費及び一般管理費 337,607 359,887

営業利益 292,527 315,915

営業外収益   

受取利息 138 168

受取配当金 758 665

受取手数料 440 490

保険解約返戻金 － 2,608

雑収入 592 370

営業外収益合計 1,928 4,303

営業外費用   

投資事業組合運用損 8,246 6,841

その他 372 335

営業外費用合計 8,619 7,176

経常利益 285,837 313,042

特別利益   

貸倒引当金戻入額 639 1,129

特別利益合計 639 1,129

特別損失   

固定資産除却損 201 96

投資有価証券評価損 26,645 －

特別損失合計 26,847 96

税金等調整前四半期純利益 259,628 314,075

法人税、住民税及び事業税 112,649 141,139

法人税等調整額 △2,215 17,528

法人税等合計 110,433 158,667

少数株主損益調整前四半期純利益 － 155,407

四半期純利益 149,194 155,407
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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７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７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 259,628 314,075

減価償却費 23,966 22,455

のれん償却額 54,994 54,994

貸倒引当金の増減額（△は減少） △639 △1,129

賞与引当金の増減額（△は減少） △258 2,207

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,710 △17,038

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,891 6,823

受取利息及び受取配当金 △896 △833

支払利息 3,033 2,356

投資有価証券評価損益（△は益） 26,645 －

投資事業組合運用損益（△は益） 8,246 6,841

固定資産除却損 201 96

売上債権の増減額（△は増加） △59,495 34,857

仕入債務の増減額（△は減少） △24,820 △56,054

営業立替金の増減額（△は増加） 625,855 807,391

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,610 △3,744

前受金の増減額（△は減少） △28,500 △8,591

営業預り金の増減額（△は減少） △126,628 △139,551

その他 △28,773 34,865

小計 741,352 1,060,019

利息及び配当金の受取額 882 816

利息の支払額 △3,116 △2,103

法人税等の支払額 △108,287 △137,351

営業活動によるキャッシュ・フロー 630,831 921,380

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 △23,917 △7,871

無形固定資産の取得による支出 △10,453 △17,796

投資有価証券の取得による支出 △100,117 △28,837

投資有価証券の売却による収入 － 51,212

その他 1,576 1,342

投資活動によるキャッシュ・フロー △132,911 8,049

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） △181,000 △646,000

自己株式の処分による収入 49,977 5,860

配当金の支払額 △48,548 △80,015

財務活動によるキャッシュ・フロー △179,571 △720,155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 318,348 209,274

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 1,122,555 1,445,492
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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２四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31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２四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31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２四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31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 1,395,818 1,568,263 2,964,082  － 2,964,082

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 6,969 6,969  (6,969) －

計 1,395,818 1,575,232 2,971,051  (6,969) 2,964,082

営業利益 283,732 8,402 292,134  393 292,527

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２四半期連結累計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年12月31日） 

  

 （注）１．セグメント利益の「調整額」は、セグメント間取引消去であります。 

 （注）２．セグメント利益は、四半期連結損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 

（千円） 

調整額 

（千円）  

（注）１ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（千円） 

（注）２ 

社宅管理事

務代行事業 

（千円） 

施設総合管

理事業 

（千円） 

売上高           

（1）外部顧客に対する売上高 1,397,333 1,511,655 2,908,988 － 2,908,988

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
115 6,034 6,149 (6,149) －

計 1,397,448 1,517,689 2,915,138 (6,149) 2,908,988

セグメント利益 304,409 11,112 315,521 393 315,915

（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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