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1.  平成23年6月期第3四半期の連結業績（平成22年7月1日～平成23年3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３四半期の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3四半期 4,331 △2.4 365 △5.4 363 △3.2 164 △32.2

22年6月期第3四半期 4,436 △7.0 386 10.9 375 10.6 242 70.3

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3四半期 64.27 ―

22年6月期第3四半期 9,600.64 ―

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3四半期 5,746 1,718 29.9 672.07
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3四半期  1,718百万円 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】P３.「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3Q 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3Q  436,133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3Q 2,553,129株 22年6月期3Q 25,228株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、一部に景気回復の兆しが見え始めましたが、平成23年３月

11日に発生した東日本大震災により我が国は甚大な被害を受け、この影響によって生産活動の停滞や電力不足など

も予想されることから、先行きは極めて不透明な状況となっております。 

このような経営環境のもと、当社グループでは中期経営計画の経営方針に基づき、鋭意取り組みを進めてお

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、カスタマーバリューの拡大、オペレーショナルエクセ

レンスの追究を図ってまいりました。 

当社グループの主力事業となる社宅管理事務代行事業におきましては、新規顧客の開拓は計画に遅れは見られ

るものの、既存顧客企業の社宅利用が順調であったことにより、『しゃたくさん』の売上高は堅調に推移いたしま

した。その結果、東日本大震災後、顧客社員の異動に伴う一部手数料収入に若干の影響が出たものの、前第３四半

期連結累計期間に比べ増収となりました。利益面につきましても営業利益は前年同期の実績を上回りました。 

施設総合管理事業におきましては、マーケット環境が依然厳しい中、サービス機能を充実させ、お客様のこと

を考えたバックアップ体制の強化に努めてまいりました。それにより一部計画外の解約案件が発生したものの、新

規受託も進み全体の管理棟数及び管理件数はほぼ横ばいに推移しましたが、新規受注案件の売上寄与が未だ小さ

く、解約による管理収入の減少を賄いきれなかったことや修繕工事案件のずれ込みなどにより、売上高及び営業利

益は前年同期の実績を下回りました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高は43億31百万円（前年同期比2.4％

減）、営業利益３億65百万円（同5.4％減）、経常利益は３億63百万円（同3.2％減）、四半期純利益は１億64百万

円（同32.2％減）となりました。 

なお、東日本大震災により、当第３四半期では、義援金を特別損失として計上しております。 

  

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 

 当第３四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コスト軽減につながる『マーカ

スさん』やその他の手数料収入も順調に推移いたしました。 

 この結果、売上高は20億98百万円（前年同期比0.3％増）、営業利益は３億70百万円（同2.9％増）となりま

した。 

  

②施設総合管理事業 

 当第３四半期連結累計期間の業績は、間接業務の合理化や原価低減など経営効率の強化に努めたものの、管

理物件の解約に伴う管理収入の減少や修繕工事のずれ込み等が響き、売上高及び営業利益は前年同期の実績を

下回りました。 

 この結果、売上高は22億33百万円（前年同期比4.7％減）、営業損失は6百万円（前年同期四半期営業利益24

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82百万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11億６百万円増加し、57億46百万円となり

ました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ11億77百万円増加し、49億４百万円となりました。これは主に転勤

シーズンによる営業立替金の増加11億43百万円によるものであり、当会計期間特有の季節変動要因であります。固

定資産は、前連結会計年度末に比べ71百万円減少し、８億41百万円となりました。これは主にのれんの償却による

減少82百万円によるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ10億28百万円増加し、40億28百万円となりまし

た。流動負債は、前連結会計年度末に比べ10億22百万円増加し、38億89百万円となりました。これは主に短期借入

金の増加12億50百万円によるものであり、当会計期間特有の季節変動要因であります。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産は、利益剰余金の増加等により前連結会計年度末に比べ77百万円増加し、

17億18百万円となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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 （キャッシュ・フローの状況）  

 当第３四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１億95百万円増加し、14億31百万円となりました。当第３四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３四半期連結累計期間において営業活動により減少した資金は10億６百万円（前年同四半期は12億12

百万円の資金の減少）となりました。これは主として、転勤シーズンに伴い発生した営業立替金の増加11億

43百万円によるものであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

 当第３四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26百万円（前年同四半期は１億41百万

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74百万円あったものの、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30百万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３四半期連結累計期間において財務活動の結果増加した資金は11億75百万円（前年同四半期は16億67

百万円の資金の増加）となりました。これは主として短期借入金の純増額12億50百万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23年６月期（平成22年７月１日～平成23年６月30日）の連結業績予想につきましては、震災に伴う今後の

電力不足や消費マインドの低下等が推測されており、期末までの経営環境については不確定な要素を多く含んでお

ります。よって、業績予想を修正する必要があると判断した場合には、直ちに修正開示をいたします。 

なお、今回の東日本大震災の影響につきましては、当社グループに人的被害はなく、各社通常通りの営業を行

っております。子会社ダイワードにおきましては、一部の管理物件に損害が生じたものの、それ以外は直接的物損

も極めて軽微であったことから、現在、修繕工事に絡む部材調達の間接的な影響等を踏まえた上で、通期見通しを

立てております。また、今後の復旧工事需要も見込まれておりますが、業績への寄与は来期以降になるとみており

ます。 

平成22年８月11日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

  

※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き当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不

確実性が含まれています。この影響のため、実際の業績が公表している見通しと異なる可能性があります。 

  

  

（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３四半期連結会計期間末
(平成23年３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 1,455,707 1,270,389

売掛金 116,708 142,139

営業立替金 2,927,125 1,783,442

商品 1,505 1,627

仕掛品 2,590 925

原材料及び貯蔵品 2,705 1,029

その他 401,869 530,732

貸倒引当金 △3,546 △2,853

流動資産合計 4,904,668 3,727,433

固定資産   

有形固定資産 107,245 117,761

無形固定資産   

のれん 227,523 310,014

その他 104,924 68,495

無形固定資産合計 332,448 378,510

投資その他の資産 401,872 416,402

固定資産合計 841,566 912,674

資産合計 5,746,234 4,640,107

負債の部   

流動負債   

買掛金 150,633 206,587

短期借入金 2,589,000 1,339,000

未払法人税等 87,974 147,713

営業預り金 428,061 590,510

賞与引当金 90,639 20,757

役員賞与引当金 21,006 31,137

その他 521,870 531,415

流動負債合計 3,889,186 2,867,121

固定負債   

退職給付引当金 138,965 132,804

固定負債合計 138,965 132,804

負債合計 4,028,151 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 1,156,115 1,075,368

自己株式 △344,382 △352,092

株主資本合計 1,765,483 1,677,026

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △47,400 △36,844

評価・換算差額等合計 △47,400 △36,844

純資産合計 1,718,083 1,640,181

負債純資産合計 5,746,234 4,640,107
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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７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 4,436,844 4,331,768

売上原価 3,538,021 3,421,198

売上総利益 898,823 910,569

販売費及び一般管理費 512,793 545,337

営業利益 386,029 365,231

営業外収益   

受取利息 305 267

受取配当金 764 673

受取手数料 654 719

保険解約返戻金 － 4,928

雑収入 718 537

営業外収益合計 2,442 7,126

営業外費用   

投資事業組合運用損 12,715 8,787

その他 483 458

営業外費用合計 13,198 9,246

経常利益 375,273 363,111

特別利益   

投資有価証券売却益 － 781

特別利益合計 － 781

特別損失   

固定資産除却損 201 140

投資有価証券評価損 27,879 －

災害による損失 － 10,000

特別損失合計 28,081 10,140

税金等調整前四半期純利益 347,192 353,751

法人税、住民税及び事業税 192,151 200,326

法人税等調整額 △87,167 △10,685

法人税等合計 104,984 189,640

少数株主損益調整前四半期純利益 － 164,110

四半期純利益 242,208 164,110
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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７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３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 347,192 353,751

減価償却費 36,950 33,959

のれん償却額 82,491 82,491

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,101 692

賞与引当金の増減額（△は減少） 63,595 69,882

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,090 △10,130

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,867 6,161

受取利息及び受取配当金 △1,070 △940

支払利息 4,340 3,446

投資有価証券評価損益（△は益） 27,879 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △781

投資事業組合運用損益（△は益） 12,715 8,787

固定資産除却損 201 140

災害損失 － 10,000

売上債権の増減額（△は増加） 8,762 25,430

仕入債務の増減額（△は減少） △36,618 △55,953

営業立替金の増減額（△は増加） △1,398,730 △1,143,683

たな卸資産の増減額（△は増加） 15,516 △3,220

前受金の増減額（△は減少） △27,231 6,356

営業預り金の増減額（△は減少） △120,481 △162,448

その他 △27,213 36,371

小計 △1,004,823 △739,684

利息及び配当金の受取額 1,056 923

利息の支払額 △5,162 △3,911

法人税等の支払額 △203,410 △253,566

災害損失の支払額 － △10,000

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,212,340 △1,006,239

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 △26,467 △7,871

無形固定資産の取得による支出 △16,525 △22,418

投資有価証券の取得による支出 △100,177 △28,897

投資有価証券の売却による収入 － 74,220

その他 1,589 994

投資活動によるキャッシュ・フロー △141,581 26,026

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） 1,666,000 1,250,000

自己株式の取得による支出 － △22

自己株式の処分による収入 49,977 5,860

配当金の支払額 △48,891 △80,365

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,667,086 1,175,473

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 313,163 195,260

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 1,117,370 1,431,478
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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３四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成22年３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３四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成22年３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３四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成22年３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 2,092,573 2,344,270 4,436,844  － 4,436,844

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 10,048 10,048  (10,048) －

計 2,092,573 2,354,318 4,446,892  (10,048) 4,436,844

営業利益 360,419 24,725 385,144  884 386,029

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 

日本社宅サービス株式会社（8945）　平成23年６月期第３四半期決算短信

－7－



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３四半期連結累計期間（自 平成22年７月１日 至 平成23年３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。 

    ２．セグメント利益は、四半期連結損益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 2,098,637 2,233,130 4,331,768 － 4,331,768

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
115 6,773 6,888 (6,888) －

計 2,098,752 2,239,904 4,338,656 (6,888) 4,331,768

セグメント利益又はセグメン

ト損失（△） 
370,887 △6,667 364,219 1,012 365,231

（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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