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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 2,865 5.9 58 0.1 92 75.0 53 80.9
23年3月期第1四半期 2,706 △2.3 58 8.7 52 △27.1 29 △30.0

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 56百万円 （106.7％） 23年3月期第1四半期 27百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 9.93 ―
23年3月期第1四半期 5.42 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 6,163 4,779 77.5
23年3月期 6,219 4,820 77.5
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  4,779百万円 23年3月期  4,820百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 18.00 18.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 18.00 18.00

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） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

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



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 5,540,000 株 23年3月期 5,540,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 133,319 株 23年3月期 133,319 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 5,406,681 株 23年3月期1Q 5,476,681 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により、生産面を中心に下押

し圧力が続いているものの、供給面の制約が和らぎ始め、家計や企業のマインドも幾分改善しつつある

もとで、生産活動や国内民間需要に持ち直しの動きがみられました。しかしながら、電力供給の制約及

び円高の進行により、依然として不確実性が残る状況にありました。 

当ビルメンテナンス業界におきましては、エネルギー節減及び環境整備についての課題が、さらに高

まりました。 

このような情勢の下、当社グループの売上高は、2,865百万円と前年同四半期と比べ158百万円

（5.9％）の増収となりました。 

利益面につきましては、積極的に売上原価や販売費及び一般管理費の引き下げに努めましたが奏功せ

ず、営業利益は、58百万円と前年同四半期と比べほぼ同額（0.1％増）にとどまりました。しかしなが

ら、営業外収支の改善により、経常利益は、92百万円と前年同四半期と比べ39百万円（75.0％）の増

益、四半期純利益は、53百万円と前年同四半期と比べ24百万円（80.9％）の増益となりました。 

なお、当社グループは、ビルメンテナンス事業の単一セグメントであり、セグメントに関連付けた記

載は行っておりません。 

  

  

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は6,163百万円となり、前連結会計年度末比56百万円の減少

となりました。この内、流動資産は4,264百万円と前連結会計年度末比19百万円減少し、固定資産は

1,898百万円と前連結会計年度末比36百万円の減少となりました。流動資産の減少は、主として受取手

形及び売掛金が17百万円、その他が94百万円増加したものの、現金及び預金が130百万円減少したこと

によるものであります。また、固定資産の減少は、主として無形固定資産が７百万円、投資その他の資

産のその他が30百万円減少したことによるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は1,384百万円となり、前連結会計年度末比15百万円の減少

となりました。この内、流動負債は1,182百万円と前連結会計年度末比29百万円増加し、固定負債は201

百万円と前連結会計年度末比44百万円の減少となりました。流動負債の増加は、主として賞与引当金が

160百万円減少したものの、短期借入金が60百万円、その他が155百万円増加したことによるものであり

ます。また、固定負債の減少は、主として役員退職慰労引当金が34百万円、退職給付引当金が９百万円

減少したことによるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は4,779百万円となり、前連結会計年度末比41百万円の減

少となりました。これは、主として剰余金の配当などにより利益剰余金が43百万円減少したことによる

ものであります。 

  

  

現時点では、当初見込んでいる以外の業績変動は想定されず、平成23年５月10日発表の業績予想に変

更はありません。 

今後、何らかの変化がある場合には、適時開示してまいります。  

  

１．当四半期決算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。 

  

  

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。 

  

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①税金費用の計算
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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)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,481,631 2,350,736

受取手形及び売掛金 1,412,707 1,429,890

有価証券 120,000 120,000

商品及び製品 120 120

仕掛品 38,958 38,964

原材料及び貯蔵品 2,295 2,295

その他 242,170 336,468

貸倒引当金 △13,796 △14,233

流動資産合計 4,284,087 4,264,243

固定資産

有形固定資産 349,421 349,864

無形固定資産 135,035 127,080

投資その他の資産

投資有価証券 920,902 922,490

その他 531,978 501,038

貸倒引当金 △1,640 △1,640

投資その他の資産合計 1,451,239 1,421,888

固定資産合計 1,935,696 1,898,833

資産合計 6,219,784 6,163,077

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 461,353 452,966

短期借入金 － 60,000

未払法人税等 54,952 38,150

賞与引当金 312,415 151,736

その他 324,683 479,833

流動負債合計 1,153,404 1,182,686

固定負債

退職給付引当金 177,937 168,221

役員退職慰労引当金 64,786 30,010

その他 3,337 3,152

固定負債合計 246,061 201,384

負債合計 1,399,465 1,384,070

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 4,321,400 4,277,768

自己株式 △57,814 △57,814

株主資本合計 4,914,585 4,870,954

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △94,267 △91,947

その他の包括利益累計額合計 △94,267 △91,947

純資産合計 4,820,318 4,779,006

負債純資産合計 6,219,784 6,163,077
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 2,706,640 2,865,313

売上原価 2,335,938 2,505,619

売上総利益 370,701 359,693

販売費及び一般管理費 311,799 300,718

営業利益 58,901 58,975

営業外収益

受取利息 11,271 13,672

受取配当金 2,640 2,693

保険解約返戻金 － 17,573

その他 1,425 1,975

営業外収益合計 15,337 35,914

営業外費用

支払利息 135 125

固定資産除却損 233 5

デリバティブ評価損 20,820 2,070

その他 130 53

営業外費用合計 21,319 2,254

経常利益 52,919 92,635

特別利益

投資有価証券受贈益 8,680 －

貸倒引当金戻入額 9 －

特別利益合計 8,689 －

特別損失

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 9,078 －

税金等調整前四半期純利益 52,530 92,635

法人税等 22,853 38,946

少数株主損益調整前四半期純利益 29,677 53,689

四半期純利益 29,677 53,689
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 29,677 53,689

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,581 2,319

その他の包括利益合計 △2,581 2,319

四半期包括利益 27,096 56,008

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 27,096 56,008

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

  

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４

日）を適用しております。 

  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日）

（４）追加情報

（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１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日）
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