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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 8,961 6.4 142 △52.5 262 △29.6 144 10.7
23年3月期第2四半期 8,425 △2.6 300 △24.7 373 △20.0 130 46.1

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 284百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △20百万円 （―％）

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2四半期 13.78 ―
23年3月期第2四半期 12.45 ―

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2四半期 20,366 17,351 85.2 1,652.61
23年3月期 20,293 17,172 84.6 1,635.54
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  17,351百万円 23年3月期  17,172百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
24年3月期 ― 10.00
24年3月期（予想） ― 10.00 20.00

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、対前期増減率）

（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

通期 18,200 6.2 390 △26.1 550 △15.9 260 15.6 24.76



(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いません。 

※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等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当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「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2Q 11,440,000 株 23年3月期 11,440,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 940,399 株 23年3月期 940,399 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 10,499,601 株 23年3月期2Q 10,499,751 株
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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 
   当第２四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や原発問題に端を発する夏場

の電力不足問題、また円高の進行による経済活動の停滞等を抱え、景気の先行きは不安定な状況が続い

ております。 

   当警備業界におきましては、警備サービスに対するニーズは底堅いものはあるものの、受注競争の激化

や警備品質の向上のためのコストアップ要因等を抱え、引続き厳しい環境が続いております。 

   このような状況の中、当社グループは「安心と信頼」のサービス提供で社会に貢献することを経営理念

に、警備事業とビル管理事業を融合し、高付加価値の総合サービスを提供することを成長戦略に位置付

け、全グループ会社のノウハウと機能の活用、関西地盤での高シェア地域の拡大、ローコストオペレー

ション、更にサービス品質の向上の４点を軸に業容の拡大と収益力の強化に取り組んでまいりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、法人向けの機械警備が伸び

悩んだものの、前期に当社グループ入りした共同総合サービス㈱他２社による増収要因や工事・機器販

売の回復等により 8,961 百万円となり、前年同四半期比 535 百万円、6.4％の増収となりました。一方で

警備品質向上のための体制変更の実施に伴う人件費等が増加したことから営業利益は 142 百万円となり、

前年同四半期比△157 百万円、52.5％の減益となりました。経常利益も 262 百万円、前年同四半期比△

110百万円、29.6％の減益となりましたが、投資有価証券売却益等により四半期純利益は144百万円、前

年同四半期比14百万円、10.7％の増益となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 
 （資産） 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、20,366百万円となり、前連結会計年度末に比べ73百万円増

化しました。 

流動資産は、11,215百万円となり、前連結会計年度末に比べ111百万円増加しました。 

その主な要因は、受託管理業務に係る受託現預金や立替金が減少しましたが、余剰資金の運用として

有価証券が419百万円増加したこと等によるものです。 

固定資産は、9,151百万円となり、前連結会計年度末に比べ38百万円減少しました。 

 （負債） 

   負債は、3,015百万円となり、前連結会計年度末に比べ105百万円減少しました。 

 （純資産） 

   純資産合計は、17,351百万円となり、前連結会計年度末に比べ179百万円増加しました。 

   この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.6ポイント増の85.2％となりました。 

 

 （キャッシュ・フローの状況の分析） 

   当第２四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。）は、前連結会計年

度末に比べ309百万円増加し、6,128百万円となりました 

   当第２四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は718百万円であります。その主な内容

は税金等調整前四半期純利益 231 百万円、減価償却費 417 百万円、受託管理業務に係る当社資金の受託

現預金の減少100百万円等であります。 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は304百万円であります。その主な内容

は、支出では有形固定資産の取得 394 百万円、無形固定資産の取得 34 百万円等であります。一方、収入

では定期預金の引出しによる収入 29 百万円の他、投資有価証券の売却による収入 48 百万円等でありま

す。 
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  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は104百万円であり、その内容は配当金

の支払であります。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 
   平成 24 年３月期の業績予想につきましては、前回予想（平成 23 年 10 月 26 日に発表した平成 24 年 3

月期連結業績予想の修正）から変更はありません。 

 

  （連結業績予想） 

売 上 高 18,200百万円 （前期比     6.2％） 

営 業 利 益 390百万円 （前期比  △26.1％） 

経 常 利 益 550百万円 （前期比  △15.9％） 

当期純利益 260百万円 （前期比    15.6％） 

 

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 

    該当事項はありません。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

    該当事項はありません。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

    該当事項はありません。 
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,165,210 4,025,703

受託現預金 2,762,610 2,627,299

受取手形及び売掛金 1,364,259 1,346,783

有価証券 1,997,790 2,416,925

商品 1,950 3,079

貯蔵品 308,205 300,435

立替金 32,870 5,672

繰延税金資産 293,418 280,087

その他 181,619 213,892

貸倒引当金 △4,726 △4,864

流動資産合計 11,103,207 11,215,013

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 610,894 594,114

機械装置及び運搬具（純額） 2,083,382 2,094,485

土地 1,761,470 1,761,470

建設仮勘定 30,637 36,118

その他（純額） 141,901 134,793

有形固定資産合計 4,628,286 4,620,982

無形固定資産   

のれん 354,209 376,059

その他 547,787 416,847

無形固定資産合計 901,997 792,906

投資その他の資産   

投資有価証券 3,215,230 3,348,437

繰延税金資産 63,574 71,958

その他 399,859 336,114

貸倒引当金 △18,569 △18,561

投資その他の資産合計 3,660,094 3,737,948

固定資産合計 9,190,379 9,151,837

資産合計 20,293,586 20,366,851
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 197,411 191,030

未払法人税等 116,020 103,870

預り金 152,804 103,723

賞与引当金 371,994 355,515

役員賞与引当金 37,740 18,410

その他 1,221,982 1,217,730

流動負債合計 2,097,952 1,990,280

固定負債   

社債 400,000 400,000

繰延税金負債 214,432 232,885

退職給付引当金 157,875 166,188

その他 250,742 225,686

固定負債合計 1,023,050 1,024,759

負債合計 3,121,003 3,015,040

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,618,000 4,618,000

資本剰余金 8,310,580 8,310,580

利益剰余金 6,282,665 6,322,425

自己株式 △581,052 △581,052

株主資本合計 18,630,192 18,669,952

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 294,799 434,268

土地再評価差額金 △1,752,409 △1,752,409

その他の包括利益累計額合計 △1,457,609 △1,318,140

純資産合計 17,172,583 17,351,811

負債純資産合計 20,293,586 20,366,851
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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２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 8,425,845 8,961,562

売上原価 6,396,214 7,156,856

売上総利益 2,029,631 1,804,705

販売費及び一般管理費 1,729,046 1,661,784

営業利益 300,585 142,921

営業外収益   

受取利息 7,616 6,007

受取配当金 39,419 47,443

違約金収入 17,180 21,447

その他 17,931 54,213

営業外収益合計 82,147 129,111

営業外費用   

支払利息 2,175 1,589

保険免責額 1,978 1,931

リース解約損 3,236 －

事務所移転費用 － 2,244

その他 2,014 3,414

営業外費用合計 9,404 9,179

経常利益 373,328 262,853

特別利益   

投資有価証券売却益 17 23,990

貸倒引当金戻入額 4,601 －

特別利益合計 4,618 23,990

特別損失   

投資有価証券評価損 15,200 －

固定資産除却損 39,782 55,492

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 35,755 －

特別損失合計 90,738 55,492

税金等調整前四半期純利益 287,208 231,351

法人税、住民税及び事業税 54,813 79,244

法人税等調整額 101,660 7,351

法人税等合計 156,474 86,596

少数株主損益調整前四半期純利益 130,734 144,755

四半期純利益 130,734 144,755
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【四半期連結包括利益計算書】 
 【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 130,734 144,755

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △151,723 139,468

その他の包括利益合計 △151,723 139,468

四半期包括利益 △20,989 284,224

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △20,989 284,224

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30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 287,208 231,351

減価償却費 388,591 417,532

のれん償却額 19,904 31,162

固定資産除却損 39,782 55,492

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,943 129

退職給付引当金の増減額（△は減少）／前払年金
費用の増減額（△は増加）

△5,379 44,962

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,202 △16,479

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,330 △19,330

受取利息及び受取配当金 △47,036 △53,451

支払利息 2,175 1,589

投資有価証券売却損益（△は益） △17 △23,990

投資有価証券評価損益（△は益） 15,200 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 35,755 －

売上債権の増減額（△は増加） 3,671 17,476

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,360 6,641

その他の資産の増減額（△は増加） △30,687 △25,869

仕入債務の増減額（△は減少） △17,030 △7,016

受託現預金の増減額（△は増加） 298,098 100,182

受託立替金の増減額（△は増加） 1,902 △182

その他 △18,877 △20,502

小計 943,424 739,699

利息及び配当金の受取額 47,831 53,331

利息の支払額 △2,189 △1,677

法人税等の支払額 △81,775 △111,049

法人税等の還付額 43,871 38,626

営業活動によるキャッシュ・フロー 951,162 718,931

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 99,995 29,998

有形固定資産の取得による支出 △313,058 △394,229

無形固定資産の取得による支出 △8,352 △34,726

投資有価証券の取得による支出 △274,599 △4,232

投資有価証券の売却による収入 69 48,488

投資有価証券の償還による収入 300,000 －

保険積立金の払戻による収入 13,715 2,646

事業譲受による支出 △94,668 －

その他 △15,246 47,981

投資活動によるキャッシュ・フロー △292,146 △304,072
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の償還による支出 △100,000 －

自己株式の取得による支出 △34 －

配当金の支払額 △104,997 △104,996

財務活動によるキャッシュ・フロー △205,032 △104,996

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 453,983 309,862

現金及び現金同等物の期首残高 5,510,640 5,818,880

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,964,624 6,128,743
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（５）セグメント情報等 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

 

  １．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 

（単位：千円） 

 
報告セグメント 調整額 

(注)１ 

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２ 警備事業 ビル管理事業 計 

売上高  

 外部顧客への売上高 6,700,248 1,725,597 8,425,845 ― 8,425,845

 セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

23,144 112,281 135,426 △135,426 ─

計 6,723,393 1,837,878 8,561,271 △135,426 8,425,845

セグメント利益 284,981 7,004 291,985 8,599 300,585

（注） １ セグメント利益の調整額は、セグメント間の取引消去によるものであります。 

 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。 

     

２．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 

     （固定資産に係る重要な減損損失） 

     該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

     重要な変動はありません。 

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日) 

 

１．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 

（単位：千円） 

 
報告セグメント 調整額 

(注)１ 

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２ 警備事業 ビル管理事業 計 

売上高  

 外部顧客への売上高 6,806,864 2,154,698 8,961,562 ― 8,961,562

 セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

24,078 135,580 159,659 △159,659 ─

計 6,830,943 2,290,278 9,121,221 △159,659 8,961,562

セグメント利益 123,064 10,647 133,712 9,209 142,921

（注） １ セグメント利益の調整額は、セグメント間の取引消去によるものであります。 
 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。 

     

２．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 

     （固定資産に係る重要な減損損失） 

     該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

     重要な変動はありません。 
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（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

該当事項はありません。 
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４．補足情報 

   販売の状況 

   販売実績 

     当第２四半期連結累計期間における業務別の販売実績は、次のとおりであります。 

業務別の名称 販売高（千円） 前年同四半期比（％） 

 機 械 警 備 3,742,560 △0.1

 輸 送 警 備 632,447 △0.4

 施 設 警 備 834,490 9.6

 受 託 管 理 902,437 △4.2

 工事・機器販売 406,112 12.6

 ビ ル 総 合 管 理 2,443,513 23.4

合 計 8,961,562 6.4

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

東洋テック㈱（9686）　平成24年3月期 第２四半期決算短信

12




