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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 11,459 0.2 288 △13.7 299 △28.4 142 △38.4
22年3月期 11,439 △4.6 334 △23.3 418 △16.3 231 △23.9

（注）包括利益 23年3月期 105百万円 （△56.1％） 22年3月期 240百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 26.25 ― 3.0 4.8 2.5
22年3月期 42.27 ― 4.9 6.7 2.9

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  4百万円

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 6,219 4,820 77.5 891.55
22年3月期 6,311 4,843 76.7 884.40

（参考） 自己資本  23年3月期  4,820百万円 22年3月期  4,843百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 192 △179 △129 2,481
22年3月期 190 △365 △99 2,597

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 18.00 18.00 98 42.6 2.0
23年3月期 ― 0.00 ― 18.00 18.00 97 68.6 2.0
24年3月期(予想) ― 0.00 ― 18.00 18.00 45.4

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 

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

第2四半期(累計) 5,825 3.7 165 55.0 183 80.2 106 82.6 19.68
通期 11,573 1.0 341 18.4 375 25.6 214 50.2 39.63



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、添付資料19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）詳細は、添付資料23ページ「１株当たり情報」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 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 133,319 株 22年3月期 63,319 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 5,433,604 株 22年3月期 5,476,681 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 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、添付資
料２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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当連結会計年度におけるわが国経済は、新興国の経済成長に牽引された海外経済の復調を背景とし

て、緩やかながら回復の兆しを見せてきておりました。 

 一方では、円高、資源価額の高騰、および欧州の一部に見られる財政懸念等、不安定な要因を拭えな

い状況で推移いたしました。 

 当ビルメンテナンス業界におきましては、引き続き、ビル管理コストの節減圧力が強く、入札制度に

よる契約増加等、利益が圧迫される環境下にありました。 

  さらに、より省エネ指向で、より快適なスペースを確保することが重要な事業戦略であると考えるビ

ルオーナーが増加してきております。 

 こうした情勢の下、当社グループは、厳格な環境基準を満たすビル・施設メンテナンスへの対応に注

力すると共に、改正省エネルギー法を視野に、同業他社に先駆けて資源エネルギー庁の「登録調査機

関」への登録を完了いたしました。 

 また、当連結会計年度末を目前に、複数の病院等高度な環境基準を有するビル・施設の新規受注を獲

得することができ、売上高につきましては、11,459百万円（前連結会計年度比0.2％増）となりまし

た。 

 利益面につきましては、売上原価の増加により、営業利益では288百万円（同13.7％減）、経常利益

では299百万円（同28.4％減）となりました。 

 さらに、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額９百万円に加え、投資有価証券評価損29百万円を

特別損失に計上した結果、当期純利益では142百万円（同38.4％減）となりました。  

次期連結会計年度の見通しにつきましては、平成23年３月11日に発生した東日本大震災及びその後の

余震や電力・エネルギー供給不安等を起因として、当社グループ及び当社グループのお客様を取り巻く

環境が不透明な状況にあります。 

 このような事業環境下、当社グループは、さらに省エネ・快適環境を目指した営業提案に注力いたし

ます。 

 また、継続的な友好関係にある他企業との技術的交流・連携をより促進させ、新規取引先の開拓を図

り、コスト節減に努めてまいります。 

 以上により、次期連結会計年度の売上高は、11,573百万円（前年同期比1.0％増）、営業利益341百万

円（同18.4％増）、経常利益375百万円（同25.6％増）、当期純利益214百万円（同50.2％増）を見込ん

でおります。 

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

①当期の経営成績

②次期の見通し

株式会社丸誠(2434)　平成23年３月期 決算短信

－ 2 －



  

当連結会計年度末の資産合計は6,219百万円となり、前連結会計年度末と比べ91百万円（前連結会計

年度末比1.4％減）の減少となりました。この内、流動資産は4,284百万円と前連結会計年度末と比べ54

百万円増加し、固定資産は1,935百万円と前連結会計年度末と比べ146百万円の減少となりました。流動

資産の増加は、主として現金及び預金が116百万円減少したものの、有価証券が120百万円、仕掛品が32

百万円増加したことによるものであります。また、固定資産の減少は、主として投資有価証券が145百

万円減少したことによるものであります。 

 当連結会計年度末の負債合計は1,399百万円となり、前連結会計年度末と比べ68百万円（同4.6％減）

の減少となりました。この内、流動負債は1,153百万円と前連結会計年度末と比べ28百万円減少し、固

定負債は246百万円と前連結会計年度末と比べ40百万円の減少となりました。流動負債の減少は、主と

して未払法人税等が16百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が42百万円減少したことによるもの

であります。また、固定負債の減少は、主として退職給付引当金が49百万円減少したことによるもので

あります。 

  当連結会計年度末の純資産合計は4,820百万円となり、前連結会計年度末と比べ23百万円（同0.5％

減）の減少となりました。これは、利益剰余金が44百万円増加したものの、その他有価証券評価差額金

が37百万円、自己株式の取得により30百万円減少したことによるものであります。 

  なお、自己資本比率は77.5％となり、前連結会計年度末と比べ0.8ポイントの増加となりました。 

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ116百万円減少し、当連結

会計年度末には2,481百万円となりました。 

当連結会計年度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。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より１百万円増加し、192百万円の収入と

なりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が142百万円減少したものの、売上債権に係るキ

ャッシュ・フローが40百万円増加し、法人税等の支払額が99百万円減少したことによるものでありま

す。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より186百万円増加し、179百万円の支出と

なりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が300百万円減少したものの、投資有価証券の

取得による支出が440百万円、無形固定資産の取得による支出が129百万円減少したことによるもので

あります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より30百万円減少し、129百万円の支出と

なりました。これは主に、自己株式の取得による支出が30百万円増加したことによるものでありま

す。 

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（注）自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： キャッシュ・フロー／利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、自己株式を除き、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

※ キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを利用してお

ります。 

※ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を利用しております。 

※ 当社グループは、期末時点で有利子負債がないため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率は、―と表示し

ております。 

  

  

当社は、株主に対する利益還元を重要課題であると認識しており、安定的な経営基盤の確保と将来の事

業展開のための企業体質強化に配慮の上、業績に応じた安定的な配当を継続することを基本方針としてお

ります。 

上記の方針に基づき、平成23年３月期の剰余金の配当につきましては、１株当たり年間18円（うち中間

配当０円）を予定しており、連結ベースの配当性向は、68.6％となる予定です。 

 また、次期の配当金につきましても、１株当たり年間18円（うち中間配当金０円）を予定しておりま

す。 

  

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率 68.0 73.5 75.3 76.7 77.5

時価ベースの自己資本比率 61.6 39.7 35.9 35.8 37.8

キャッシュ・フロー 
対有利子負債比率

― ― ― ― ―

インタレスト・ 
カバレッジ・レシオ

174.2 △70.3 215.0 280.7 289.6

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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近の有価証券報告書（平成22年6月28日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会

社の状況」から重要な変更がないため、記載を省略しております。 

  

  

  

２．企業集団の状況
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平成22年３月期決算短信（平成22年５月10日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないた

め、記載を省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.marusei.co.jp 

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,597,649 2,481,631

受取手形及び売掛金 1,400,113 1,412,707

有価証券 － 120,000

商品及び製品 97 120

仕掛品 6,891 38,958

原材料及び貯蔵品 2,596 2,295

繰延税金資産 153,007 155,258

その他 80,554 86,912

貸倒引当金 △11,546 △13,796

流動資産合計 4,229,364 4,284,087

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 275,653 278,099

減価償却累計額 △192,196 △196,983

建物及び構築物（純額） 83,457 81,115

土地 231,158 231,158

リース資産 － 3,528

減価償却累計額 － △705

リース資産（純額） － 2,822

その他 230,761 227,861

減価償却累計額 △192,552 △193,537

その他（純額） 38,208 34,324

有形固定資産合計 352,824 349,421

無形固定資産 157,139 135,035

投資その他の資産

投資有価証券 1,065,929 920,902

繰延税金資産 180,287 191,861

差入保証金 127,431 119,132

その他 199,892 220,984

貸倒引当金 △1,640 △1,640

投資その他の資産合計 1,571,900 1,451,239

固定資産合計 2,081,864 1,935,696

資産合計 6,311,228 6,219,784
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 503,503 461,353

リース債務 － 740

未払法人税等 38,891 54,952

未払消費税等 42,884 52,775

未払費用 210,965 212,288

賞与引当金 315,104 312,415

その他 70,125 58,878

流動負債合計 1,181,474 1,153,404

固定負債

リース債務 － 2,284

退職給付引当金 227,443 177,937

役員退職慰労引当金 57,721 64,786

その他 1,034 1,053

固定負債合計 286,199 246,061

負債合計 1,467,674 1,399,465

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 4,277,321 4,321,400

自己株式 △27,714 △57,814

株主資本合計 4,900,607 4,914,585

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △57,052 △94,267

その他の包括利益累計額合計 △57,052 △94,267

純資産合計 4,843,554 4,820,318

負債純資産合計 6,311,228 6,219,784
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

 連結損益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 11,439,011 11,459,147

売上原価 9,848,965 9,931,848

売上総利益 1,590,045 1,527,299

販売費及び一般管理費 1,255,511 1,238,750

営業利益 334,533 288,549

営業外収益

受取利息 60,910 56,582

受取配当金 5,321 9,643

持分法による投資利益 4,369 －

雑収入 15,188 10,613

営業外収益合計 85,789 76,839

営業外費用

支払利息 679 665

固定資産除却損 1,042 1,077

デリバティブ評価損 － 63,820

雑損失 439 465

営業外費用合計 2,161 66,029

経常利益 418,162 299,359

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

関係会社株式売却損 4,370 －

ゴルフ会員権評価損 1,700 －

投資有価証券評価損 － 29,300

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 6,070 38,378

税金等調整前当期純利益 412,092 269,660

法人税、住民税及び事業税 132,549 115,294

法人税等調整額 48,021 11,706

法人税等合計 180,571 127,001

少数株主損益調整前当期純利益 － 142,659

当期純利益 231,520 142,659
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 連結包括利益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 － 142,659

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △37,215

その他の包括利益合計 － ※２ △37,215

包括利益 － ※１ 105,443

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 105,443

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 419,000 419,000

当期末残高 419,000 419,000

資本剰余金

前期末残高 232,000 232,000

当期末残高 232,000 232,000

利益剰余金

前期末残高 4,144,381 4,277,321

当期変動額

剰余金の配当 △98,580 △98,580

当期純利益 231,520 142,659

当期変動額合計 132,940 44,078

当期末残高 4,277,321 4,321,400

自己株式

前期末残高 △27,714 △27,714

当期変動額

自己株式の取得 － △30,100

当期変動額合計 － △30,100

当期末残高 △27,714 △57,814

株主資本合計

前期末残高 4,767,666 4,900,607

当期変動額

剰余金の配当 △98,580 △98,580

当期純利益 231,520 142,659

自己株式の取得 － △30,100

当期変動額合計 132,940 13,978

当期末残高 4,900,607 4,914,585

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △59,742 △57,052

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

2,690 △37,215

当期変動額合計 2,690 △37,215

当期末残高 △57,052 △94,267

為替換算調整勘定

前期末残高 △5,940 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

5,940 －

当期変動額合計 5,940 －

当期末残高 － －

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △65,683 △57,052

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

8,631 △37,215

当期変動額合計 8,631 △37,215

当期末残高 △57,052 △94,267
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

純資産合計

前期末残高 4,701,983 4,843,554

当期変動額

剰余金の配当 △98,580 △98,580

当期純利益 231,520 142,659

自己株式の取得 － △30,100

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8,631 △37,215

当期変動額合計 141,571 △23,236

当期末残高 4,843,554 4,820,318
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４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

税金等調整前当期純利益 412,092 269,660

減価償却費 46,282 60,624

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,173 2,250

賞与引当金の増減額（△は減少） △32,817 △2,688

退職給付引当金の増減額（△は減少） △62,391 △49,506

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,579 7,065

受取利息及び受取配当金 △66,231 △66,226

支払利息 679 665

持分法による投資損益（△は益） △4,369 －

デリバティブ評価損益（△は益） － 63,820

投資有価証券受贈益 － △8,680

関係会社株式売却損益（△は益） 4,370 －

ゴルフ会員権評価損 1,700 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 29,300

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） △52,729 △12,593

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,548 △31,788

仕入債務の増減額（△は減少） 101,099 △42,150

その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,607 △8,321

その他 △20,034 3,013

小計 322,954 223,523

利息及び配当金の受取額 64,662 66,664

利息の支払額 △679 △665

法人税等の支払額 △196,193 △96,805

営業活動によるキャッシュ・フロー 190,744 192,716

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 △100,000 －

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 △17,659 △21,649

無形固定資産の取得による支出 △142,418 △12,531

投資有価証券の取得による支出 △542,681 △102,160

投資有価証券の償還による収入 100,000 100,000

関係会社株式の売却による収入 33,158 －

差入保証金の差入による支出 △101 △15,863

差入保証金の回収による収入 302 11,899

その他 3,913 △18,862

投資活動によるキャッシュ・フロー △365,486 △179,167

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 △160,000 △160,000

リース債務の返済による支出 － △970

自己株式の取得による支出 － △30,202

配当金の支払額 △99,101 △98,394

財務活動によるキャッシュ・フロー △99,101 △129,567

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △273,842 △116,018

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期末残高 2,597,649 2,481,631
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該当事項はありません。 

  

  

（５）継続企業の前提に関する注記
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（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

 (1) 連結子会社の数  ２社

  主要な子会社名称

   ㈱丸誠環境システムズ

   ㈱エム・エス・エス
 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数  ２社 

  主要な子会社名称 

   ㈱丸誠環境システムズ 

   ㈱エム・エス・エス

 (2) 主要な非連結子会社名

   PT TOKYO TECHNICAL SERVICE INDONESIA
 

  連結の範囲から除いた理由

    PT TOKYO TECHNICAL SERVICE INDONESIAは、小

規模会社であり、総資産、売上高、純損益及び利

益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであ

ります。
 

 (2) 主要な非連結子会社名

   PT TOKYO TECHNICAL SERVICE INDONESIA

  連結の範囲から除いた理由

同左

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社数 １社

 会社の名称

   NANTAWAN-MARUSEI CO.,LTD.

   なお、NANTAWAN-MARUSEI CO.,LTD.につきまし

ては、平成22年３月11日付で保有する全ての株式

を売却したため、当連結会計年度末に持分法の適

用から除外しております。
 

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社数 ―社

――――――――――

  

(2) 持分法を適用していない非連結子会社の名称

   PT TOKYO TECHNICAL SERVICE INDONESIA

   なお、持分法を適用していない関連会社はあり

ません。
 
 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社の名称

   PT TOKYO TECHNICAL SERVICE INDONESIA

   なお、持分法を適用していない関連会社はあり

ません。

  持分法を適用しない理由

   PT TOKYO TECHNICAL SERVICE INDONESIAは、純

損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微である

ため、持分法の適用から除外しております。
 

  持分法を適用しない理由

同左

(3) 持分法適用会社の決算日は連結決算日と異なりま

すが、連結財務諸表の作成にあたっては、当該会社

の会計年度に係る財務諸表を使用しております。

 

(3)      ――――――――――

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

  連結子会社の決算日は、連結決算日と一致してお

ります。

 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

同左
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前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

 

 

その他有価証券 

 時価のあるもの

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

ａ 満期保有目的の債券 

  償却原価法（定額法）を採用しております。

ｂ その他有価証券 

  時価のあるもの

連結決算期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定)を採用しており

ます。

 連結決算期末日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定)を採

用しております。

 なお、組込デリバティブの時価を区分して

測定できない複合金融商品については、複合

金融商品全体を時価評価し、評価差額を当連

結会計年度の損益に計上しております。

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用しております。

  時価のないもの

同左

② たな卸資産

   通常の販売目的で保有するたな卸資産

    評価基準は原価法（収益性の低下による簿価  

   切下げの方法）によっております。

ａ 商品及び製品

     移動平均法

ｂ 仕掛品

     個別法

② たな卸資産

   通常の販売目的で保有するたな卸資産

    評価基準は原価法（収益性の低下による簿価  

   切下げの方法）によっております。

ａ 商品及び製品

同左

ｂ 仕掛品

同左

ｃ 原材料及び貯蔵品

     終仕入原価法

ｃ 原材料及び貯蔵品

同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

    定率法を採用しております。

    ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）については定額法を採用

しております。

    なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

    建物及び構築物   ７～50年 

② 無形固定資産（リース資産を除く）

    ソフトウェア(自社利用分)については、社内に

おける利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用

しております。

③ リース資産

   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

ース資産

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。

    なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引

のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以

前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

同左

     

  

 

    

② 無形固定資産（リース資産を除く）

同左 

  

 

③ リース資産

   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

ース資産

同左
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前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

同左

② 賞与引当金

  従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額

の当連結会計年度負担額を計上しております。

② 賞与引当金

同左

③ 退職給付引当金

  従業員の退職金の支出に備えるため、当連結会

計年度末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しております。

  過去勤務債務については、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数(５年)によ

る定額法により費用処理しております。

  数理計算上の差異については、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(５年)による定額法により、それぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用処理をしており

ます。

（会計方針の変更）  

 当連結会計年度から「退職給付に係る会計基準」の

一部改正（その３）（企業会計基準第19号 平成20年

７月31日）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債

務の差額はありません。 

 

―――――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

 

③ 退職給付引当金

同左 

  

 

   

  

 

    

   

  

  

 

―――――――――― 

  

  

  

  

  

  

 

（追加情報）  

 当社の退職給付制度につきましては、適格退職年金

制度を採用しておりましたが、平成22年10月１日より

確定給付企業年金制度へ移行し、「退職給付制度間の

移行等に関する会計処理」（企業会計基準委員会 平

成14年１月31日 企業会計基準適用指針第１号）を適

用しております。 

 なお、本移行に伴う損益に与える影響は軽微であり

ます。

④ 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に

基づく連結会計年度末要支給額を計上しておりま

す。

④ 役員退職慰労引当金

同左  
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前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

(4) 重要な収益及び費用の計上基準

 完成工事高の計上基準

  当連結会計年度に着手した工事契約から、当連

結会計年度末までの進捗部分について成果の確実

性が認められる工事については工事進行基準（工

事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の

工事については工事完成基準を適用しておりま

す。

 （会計方針の変更） 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、

工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に

関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12

月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27

日）を当連結会計年度から適用し、当連結会計年度に

着手した工事契約から、当連結会計年度末までの進捗

部分について成果の確実性が認められる工事について

は工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例

法）を、その他の工事については工事完成基準を適用

しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 

(4) 重要な収益及び費用の計上基準

 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

  完成工事高の計上は、当連結会計年度末までの

進捗部分について成果の確実性が認められる工事

については工事進行基準（工事の進捗率の見積り

は原価比例法）を、その他の工事については工事

完成基準を適用しております。 

 

―――――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

―――――――――― (5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範

囲

  連結キャッシュ・フロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出

し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動については僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

 消費税等の会計処理

  消費税等の会計処理は、税抜方式によっており

ます。

 

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

 消費税等の会計処理

同左

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

  連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価

評価法を採用しております。

 

――――――――――

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

  連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついては僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投資からなっておりま

す。

 

――――――――――
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（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

会計方針の変更

前連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

───────── (資産除去債務に関する会計基準等)

当連結会計年度より、「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、当連結会計年度の営業利益及び経常利益

は、それぞれ1,086千円、税金等調整前当期純利益は

10,165千円減少しております。

表示方法の変更

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

（連結損益計算書）

 前連結会計年度において区分掲記していた営業外収益

の「保険解約返戻金」（当連結会計年度の金額は5,116

千円）は、当連結会計年度において営業外収益の総額の

100分の10以下となったため、営業外収益の「雑収入」

に含めて表示しております。

（連結損益計算書）

当連結会計年度より、「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）を適用し、「少数株主

損益調整前当期純利益」の科目で表示しております。

追加情報

前連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

――――――――― 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計

基準」(企業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用

しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及

び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の

金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等

合計」の金額を記載しております。
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当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

  

※１  当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

 
  

※２  当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

 
  

  

  

  

（８）連結財務諸表に関する注記事項

(連結包括利益計算書関係)

親会社株主に係る包括利益 240,151千円

少数株主に係る包括利益 ― 〃

計 240,151千円

その他有価証券評価差額金 2,690千円

為替換算調整勘定 5,940 〃  

計 8,631千円
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前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

当社の事業区分は、内部管理上採用している区分をベースに、役務提供の形態別に区分しております。 

２ 各区分に属する主要な役務 

  

 
  

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は773,652千円であり、親会社本社の

総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(4,143,194千円)の主なものは、親会社での余資運用資

金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

  

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成21年４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。 

  

(セグメント情報等)

(事業の種類別セグメント情報)

設備 
エンジニア 
リング事業 
(千円)

環境
エンジニア 
リング事業 
(千円)

マネジメント 

＆サービス 

事業 
(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

8,732,925 1,254,179 1,451,906 11,439,011 ― 11,439,011

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

6,223 13,564 8 19,796 (19,796) ―

計 8,739,148 1,267,744 1,451,914 11,458,807 (19,796) 11,439,011

営業費用 7,777,579 1,247,243 1,326,102 10,350,925 753,551 11,104,477

営業利益 961,569 20,500 125,811 1,107,881 (773,348) 334,533

Ⅱ 資産、減価償却費
及び資本的支出

資産 1,413,525 373,440 381,066 2,168,033 4,143,194 6,311,228

減価償却費 28,533 2,359 1,277 32,170 14,111 46,282

資本的支出 3,268 672 236 4,177 157,578 161,755

事業区分 主要業務

設備エンジニアリング事業
各種建物の設備保守点検業務、建築設備工事、建築工事、内装仕上工
事

環境エンジニアリング事業 建物清掃業務

マネジメント＆サービス事業
常駐警備業務、複合警備業務、駐車場管理業務、管理人業務、システ
ム開発・運用業務、商品販売、プロパティ・マネジメント業務

(所在地別セグメント情報)

(海外売上高)
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１  報告セグメントの概要 

  

当社及び連結子会社は、ビルメンテナンス等の役務提供並びにこれらの付随業務を事業内容として

おり、「ビルメンテナンス事業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度より「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。 

  

 当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

 
  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(2) 有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３  主要な顧客ごとの情報 

 
  

 当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

 当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

 当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

該当事項はありません。 

(セグメント情報)

（追加情報）

(関連情報)

(単位：千円)

設備エンジ 
ニアリング

環境エンジ
ニアリング

マネジメント
＆サービス

合計

外部顧客への売上高 8,759,875 1,170,170 1,529,102 11,459,147

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

合同会社西友 1,279,101 ビルメンテナンス事業

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 884円40銭 １株当たり純資産額 891円55銭

１株当たり当期純利益 42円27銭 １株当たり当期純利益 26円25銭

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 4,843,554 4,820,318

普通株式に係る純資産額(千円) 4,843,554 4,820,318

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通
株式の数(株)

5,476,681 5,406,681

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 231,520 142,659

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 231,520 142,659

普通株式の期中平均株式数(株) 5,476,681 5,433,604
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象)

 前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

 当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)
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①代表者の異動 

 該当事項はありません。 

  

②その他の役員の異動（平成23年６月24日付予定） 

   取締役     積田 俊雄（現 東京事業部長） 

   取締役     秋山 賢一（現 管理本部副本部長） 

   取締役（非常勤）竹倉 雅夫（現 高砂熱学工業㈱ 経営企画部長兼ＣＳＲ推進室長） 

（注）当社と高砂熱学工業株式会社は、平成19年４月25日付で「業務及び資本提携契約」を締結しており、新任取締

役候補 竹倉 雅夫氏については、一層の関係強化を図る目的から当社と高砂熱学工業グループ企業との間

で、役員および従業員の相互派遣を行う一環として予定するものであります。 

  

   補欠監査役   高橋 廣司（公認会計士、現 新日本有限責任監査法人 シニアパートナー     

                 平成23年６月20日、同監査法人を退職予定） 

（注）補欠監査役候補者 高橋 廣司氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

  

   専務取締役   高橋 幸男（現 常務取締役管理本部長） 

   常務取締役   森山 幹夫（現 取締役ＢＭ事業本部長） 

  

   取締役会長   西村  隆（相談役 に就任予定） 

   常務取締役   三浦  竱（営業顧問に就任予定） 

  

  

  

  

５．その他

（１）役員の異動

  ・新任取締役候補 

  ・補欠監査役候補

  ・昇任取締役候補

  ・退任予定取締役
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