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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 8,669 1.4 223 △0.7 224 △22.5 128 △22.8
22年3月期第3四半期 8,547 △5.5 225 △27.2 290 △20.0 166 △25.6

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 23.69 ―
22年3月期第3四半期 30.47 ―

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 6,278 4,829 76.9 893.21
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3四半期  4,829百万円 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3Q 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3Q 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3Q 5,441,681株 22年3月期3Q 5,476,681株
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当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、総じて、ほぼ横ばいで推移しているものの、企業

の設備投資で一部に活発な動きが見られる等、緩やかながら回復基調にあります。 

 しかしビルメンテナンス業界におきましては、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3,053百万円（前年同四半期比7.9％増）となりまし

た。 

 利益面につきましては、売上高増加に対する売上原価及び販売管理費の引き下げ対策が奏功し、営業

利益では115百万円（同185.4％増）となり、経常利益では営業外費用が大幅な増加となったものの121

百万円（同95.8％増）となりました。結果、四半期純利益では70百万円（同96.7％増）となりました。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて22百万円増加し、4,252百万円となりました。これは、現

金及び預金が519百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が213百万円、有価証券が220百万円、

仕掛品が61百万円増加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55百万円減少し、2,026百万円となりました。これは、投

資有価証券が69百万円減少したことなどによるものであります。  

この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて32百万円減少し、6,278百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて９百万円増加し、1,190百万円となりました。これは、賞

与引当金が160百万円減少したものの、その他が135百万円、短期借入金が60百万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27百万円減少し、258百万円となりました。これは、退職

給付引当金が36百万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18百万円減少し、1,449百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて14百万円減少し、4,829百万円となりました。これは、

その他有価証券評価差額金が14百万円減少したことなどによるものであります。 

  

現時点では、平成22年５月10日発表の業績予想に変更はなく、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３四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３四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10

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 2,078,579 2,597,649

受取手形及び売掛金 1,613,561 1,400,113

有価証券 220,060 －

商品及び製品 123 97

仕掛品 68,771 6,891

原材料及び貯蔵品 2,664 2,596

その他 279,834 233,561

貸倒引当金 △11,337 △11,546

流動資産合計 4,252,256 4,229,364

固定資産

有形固定資産 357,690 352,824

無形固定資産 143,066 157,139

投資その他の資産

投資有価証券 996,726 1,065,929

その他 546,216 507,611

貸倒引当金 △17,459 △1,640

投資その他の資産合計 1,525,483 1,571,900

固定資産合計 2,026,240 2,081,864

資産合計 6,278,497 6,311,228

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 487,058 503,503

短期借入金 60,000 －

未払法人税等 30,130 38,891

賞与引当金 154,503 315,104

その他 459,247 323,975

流動負債合計 1,190,939 1,181,474

固定負債

退職給付引当金 190,650 227,443

役員退職慰労引当金 63,011 57,721

その他 4,581 1,034

固定負債合計 258,242 286,199

負債合計 1,449,182 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 4,307,630 4,277,321

自己株式 △57,814 △27,714

株主資本合計 4,900,816 4,900,607

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △71,501 △57,052

評価・換算差額等合計 △71,501 △57,052

純資産合計 4,829,314 4,843,554

負債純資産合計 6,278,497 6,311,228
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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 8,547,744 8,669,358

売上原価 7,379,985 7,506,022

売上総利益 1,167,758 1,163,336

販売費及び一般管理費 942,758 939,960

営業利益 225,000 223,375

営業外収益

受取利息 45,229 40,361

受取配当金 5,021 9,643

持分法による投資利益 3,657 －

その他 13,165 8,990

営業外収益合計 67,073 58,995

営業外費用

支払利息 581 473

固定資産除却損 924 1,037

デリバティブ評価損 － 55,530

その他 409 502

営業外費用合計 1,916 57,543

経常利益 290,157 224,827

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 288,457 224,428

法人税等 121,598 95,538

少数株主損益調整前四半期純利益 － 128,889

四半期純利益 166,859 128,889
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【第３四半期連結会計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 2,829,901 3,053,002

売上原価 2,470,800 2,633,049

売上総利益 359,100 419,952

販売費及び一般管理費 318,646 304,489

営業利益 40,453 115,463

営業外収益

受取利息 15,826 16,182

受取配当金 2,384 6,845

持分法による投資利益 575 －

その他 3,429 1,674

営業外収益合計 22,214 24,703

営業外費用

支払利息 234 135

リース解約損 216 －

デリバティブ評価損 － 17,440

その他 － 782

営業外費用合計 450 18,358

経常利益 62,218 121,808

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 905

特別利益合計 － 905

税金等調整前四半期純利益 62,218 122,714

法人税等 26,327 52,114

少数株主損益調整前四半期純利益 － 70,599

四半期純利益 35,890 70,599
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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 288,457 224,428

減価償却費 29,155 44,665

貸倒引当金の増減額（△は減少） 601 15,610

賞与引当金の増減額（△は減少） △174,694 △160,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） △47,664 △36,793

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,292 5,289

受取利息及び受取配当金 △50,250 △50,004

支払利息 581 473

持分法による投資損益（△は益） △3,657 －

デリバティブ評価損益（△は益） － 55,530

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） 8,915 △213,448

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,560 △61,972

破産更生債権等の増減額（△は増加） － △15,818

仕入債務の増減額（△は減少） △63,032 △16,445

その他の流動負債の増減額（△は減少） 156,782 125,490

その他 △66,162 △47,550

小計 70,879 △130,747

利息及び配当金の受取額 60,512 60,225

利息の支払額 △581 △572

法人税等の支払額 △191,209 △95,556

営業活動によるキャッシュ・フロー △60,400 △166,651

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 － △120,000

有形固定資産の取得による支出 △14,481 △20,848

無形固定資産の取得による支出 △120,472 △12,531

投資有価証券の取得による支出 △441,692 △102,130

投資有価証券の償還による収入 100,000 －

差入保証金の差入による支出 △71 △15,683

差入保証金の回収による収入 269 6,174

その他 5,968 △18,189

投資活動によるキャッシュ・フロー △170,479 △283,207

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 160,000 160,000

短期借入金の返済による支出 △100,000 △100,000

リース債務の返済による支出 － △705

自己株式の取得による支出 － △30,202

配当金の支払額 △98,994 △98,301

財務活動によるキャッシュ・フロー △38,994 △69,210

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △269,874 △519,069

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 2,601,617 2,078,579
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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）

(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）
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