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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） 

※平成23年３月期第２四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成23年３月期第１四半期実績及び対前年同四半期増減率は記載しておりませ
ん。 

(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 427 ― 66 ― 69 ― 38 ―

23年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 38百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 ―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 3.60 ―

23年3月期第1四半期 ― ―

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

24年3月期第1四半期 1,915 1,529 79.9 141.87
23年3月期 2,118 1,534 72.4 142.31

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,529百万円 23年3月期  1,534百万円

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 ― 4.00 4.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 4.00 4.00

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) 840 △31.2 75 △78.3 80 △77.4 40 △79.3 3.71
通期 1,900 △12.8 210 △59.4 220 △58.5 115 △61.2 10.67



(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  ：  無  

(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、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「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 10,796,000 株 23年3月期 10,796,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 13,588 株 23年3月期 13,588 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 10,782,412 株 23年3月期1Q 10,783,387 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、東日本大震災による生産活動の落ち込みに加え、

電力供給不安及び福島原子力発電所問題の長期化懸念等先行きは不透明なまま推移致しました。 

 このような状況下、当社グループは、「快適な都市環境・オフィス空間を提供するトータルコーディ

ネーター」として、「リニューアル事業」、「駐車場運営管理事業」、「住宅・ビル管理事業」の３事

業を柱とする安定的な収益基盤の確立に努めてまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高427,917千円、営業

利益66,996千円、経常利益69,625千円、四半期純利益38,846千円となりました。 

なお、前連結会計年度の第２四半期連結累計期間より連結財務諸表を作成しているため、前年同四半

期連結累計期間との比較については記載しておりません。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①リニューアル 

 企業の設備投資意欲が減退する事業環境の中、オフィスビルの入退去に伴う内装工事の受注活動に

注力いたしました。この結果、売上高は161,055千円となりました。 

②駐車場 

 個人、法人ともに自動車利用を控える事業環境の中、顧客サービスの向上に努めると共に、収益の

安定化を図るために月極駐車場契約の獲得強化を図りました。この結果、売上高は、122,337千円とな

りました。 

③住宅・ビル管理 

 受託ビルの拡大及び管理コストの低減、防火対象物点検業務の受注拡大、トイレットペーパー等卸

売業務の原価管理徹底と販路拡大、自販機設置業務の設置場所拡大にそれぞれ注力いたしました。この

結果、売上高は124,147千円となりました。 

④その他 

 保険代理業務の受注拡大に注力いたしました。この結果、売上高は、20,377千円となりました。 

  

 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期末における財政状態は、前連結会計年度末と比較し、法人税等及び配当金の支払い等に

より総資産は202,487千円減少したものの、配当金の支払と同等の四半期純利益を計上したことから、

自己資本比率は79.9％に上昇しました。この結果、総資産は1,915,618千円、負債合計は385,883千円、

純資産合計は1,529,735千円となりました。  

  

当第１四半期連結累計期間における業績は、平成23年５月12日に公表いたしました連結業績予想に対

し、業績の進捗状況及び利益率共に堅調に推移しておりますが、現在のところ、連結業績予想は変更し

ておりません。 

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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２．四半期連結財務諸表

（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 792,447 435,474

受取手形及び売掛金 50,305 57,235

完成工事未収入金 30,244 120,293

未成工事支出金 7,961 9,229

関係会社短期貸付金 1,000,000 1,070,000

繰延税金資産 19,014 5,035

その他 15,626 17,479

貸倒引当金 △246 △264

流動資産合計 1,915,352 1,714,484

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,534 6,534

減価償却累計額 △5,076 △5,133

建物及び構築物（純額） 1,458 1,400

機械装置及び運搬具 1,257 1,257

減価償却累計額 △523 △615

機械装置及び運搬具（純額） 733 641

土地 22,048 22,048

その他 22,526 20,606

減価償却累計額 △11,001 △11,735

その他（純額） 11,524 8,871

有形固定資産合計 35,764 32,962

無形固定資産

のれん 86,546 81,738

その他 1,626 8,356

無形固定資産合計 88,172 90,094

投資その他の資産

投資有価証券 18,801 17,816

敷金及び保証金 38,823 38,123

繰延税金資産 19,306 19,192

その他 13,780 13,723

貸倒引当金 △11,895 △10,778

投資その他の資産合計 78,816 78,077

固定資産合計 202,753 201,134

資産合計 2,118,106 1,915,618
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（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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 42,641 49,578

工事未払金 24,682 81,511

未払法人税等 171,111 17,522

前受金 33,704 28,133

未成工事受入金 3,598 3,598

預り金 177,765 100,383

賞与引当金 12,187 4,573

その他 39,874 29,736

流動負債合計 505,565 315,037

固定負債

長期預り敷金 51,838 43,809

退職給付引当金 26,296 27,037

固定負債合計 78,135 70,846

負債合計 583,700 385,883

純資産の部

株主資本

資本金 1,072,060 1,072,060

利益剰余金 462,097 457,814

自己株式 △1,749 △1,749

株主資本合計 1,532,407 1,528,124

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,997 1,610

その他の包括利益累計額合計 1,997 1,610

純資産合計 1,534,405 1,529,735

負債純資産合計 2,118,106 1,915,618
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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）

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 427,917

売上原価 294,664

売上総利益 133,253

販売費及び一般管理費 66,257

営業利益 66,996

営業外収益

受取利息 2,445

受取配当金 162

雑収入 353

営業外収益合計 2,961

営業外費用

雑損失 331

営業外費用合計 331

経常利益 69,625

税金等調整前四半期純利益 69,625

法人税、住民税及び事業税 16,421

法人税等調整額 14,358

法人税等合計 30,779

少数株主損益調整前四半期純利益 38,846

四半期純利益 38,846
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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)

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 38,846

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △387

その他の包括利益合計 △387

四半期包括利益 38,459

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 38,459

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。 

  

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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