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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 7,990 2.2 126 24.2 136 32.4 54 677.5
23年3月期第2四半期 7,821 1.0 101 6.5 103 13.8 7 △9.7

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 53百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △23百万円 （―％）

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 11.49 ―
23年3月期第2四半期 1.48 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 7,636 3,933 51.2
23年3月期 7,806 3,902 49.7
（参考） 自己資本  24年3月期第2四半期  3,907百万円 23年3月期  3,879百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
24年3月期 ― 5.00
24年3月期（予想） ― 5.00 10.00

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 16,500 1.0 405 6.4 440 4.9 185 32.2 38.84



(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をしております。 

※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2Q 4,812,247 株 23年3月期 4,812,247 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 49,530 株 23年3月期 49,435 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 4,762,758 株 23年3月期2Q 4,764,250 株
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当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災により製造業を中心とする国内企業の生産

が停滞する等、大きな打撃を受けました。その後、サプライチェーンの正常化が進んだことにより企業

の生産活動が復旧したことや個人消費の回復等により、景気持ち直しの動きが見られたものの、円高の

進行や株価の低迷、欧州の経済不安などから予断を許さない状況が続いております。 

当社グループを取り巻く環境につきましても、先行きの状況を見極めることが困難であることから、

取引先の施設維持管理コストの削減意識は一段と強まっており、引き続き厳しい状況が続いておりま

す。  

こうした中、当社グループは、顧客の各種ニーズや省エネ等社会的要請にマッチした提案をタイムリ

ーに行うとともに、収益改善プロジェクト活動を継続して実施し、高品質なサービスの提供による顧客

満足度の向上に努めると同時に、低コスト体質の定着を図ってまいりました。 

当第２四半期連結累計期間の当社グループの売上高は、厳しい環境の下、期間中の修繕工事等臨時作

業および一般新規案件に係る売上は前年同期とほぼ同水準で推移するとともに、前年度に獲得した新規

案件の売上寄与等により、前年同期比１億69百万円(2.2%)増加の79億90百万円となりました。 

また、利益面におきましては増収効果の他、前年同期と比較し新規大型案件の業務開始経費負担が低

減したこと、および営業外損益並びに特別損益の改善等により、営業利益は前年同期比24百万円

(24.2%)増加の１億26百万円、経常利益は同33百万円(32.4%)増加の１億36百万円となり、四半期純利益

につきましては、同47百万円(677.5%)増加の54百万円となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比１億70百万円減少の76億36百万円とな

りました。これは、売掛債権の回収に伴い受取手形及び売掛金が２億88百万円減少したこと、現金及び

預金が２億16百万円増加したことが主な要因となっております。  

負債は前連結会計年度末比２億円減少の37億３百万円となりました。これは、長短借入金合計が１億

89百万円増加した一方、買掛金が２億54百万円および未払法人税等が１億17百万円それぞれ減少したこ

とが主な要因となっております。 

純資産は、利益剰余金の四半期純利益54百万円計上による増加、配当金の支払による23百万円の減少

等により、前連結会計年度末比30百万円増加の39億33百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末

比1.5ポイント増加し51.2%となりました。  

  

連結業績予想は、平成23年５月13日公表時から変更はございません。  

なお、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いておりますが、実際の業績等は、

今後様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

  

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。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表
（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 1,103,014 1,319,201

受取手形及び売掛金 2,511,351 2,222,946

未成業務支出金 19,366 67,687

貯蔵品 24,280 18,539

繰延税金資産 153,352 136,306

その他 235,017 201,426

貸倒引当金 △933 △902

流動資産合計 4,045,447 3,965,206

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 581,212 578,989

土地 558,398 558,398

その他（純額） 26,672 22,644

有形固定資産合計 1,166,283 1,160,032

無形固定資産

のれん 54,468 47,206

リース資産 102,890 86,913

その他 29,104 26,550

無形固定資産合計 186,464 160,670

投資その他の資産

保険積立金 926,281 912,998

繰延税金資産 159,930 161,904

その他 1,383,322 1,336,588

貸倒引当金 △61,176 △60,876

投資その他の資産合計 2,408,358 2,350,614

固定資産合計 3,761,105 3,671,316

資産合計 7,806,553 7,636,522
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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 804,911 550,414

短期借入金 937,742 986,406

未払法人税等 194,719 76,970

賞与引当金 230,798 223,703

受注損失引当金 13,103 19,869

その他 982,822 982,455

流動負債合計 3,164,097 2,839,819

固定負債

長期借入金 244,862 385,400

退職給付引当金 259,722 263,393

役員退職慰労引当金 89,715 89,715

リース債務 77,483 60,090

その他 67,710 65,022

固定負債合計 739,493 863,621

負債合計 3,903,591 3,703,441

純資産の部

株主資本

資本金 654,460 654,460

資本剰余金 635,900 635,900

利益剰余金 2,622,309 2,653,220

自己株式 △15,683 △15,711

株主資本合計 3,896,985 3,927,869

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △5,749 △10,351

為替換算調整勘定 △11,413 △10,228

その他の包括利益累計額合計 △17,162 △20,580

少数株主持分 23,138 25,792

純資産合計 3,902,962 3,933,081

負債純資産合計 7,806,553 7,636,522
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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 7,821,306 7,990,649

売上原価 6,801,481 6,930,837

売上総利益 1,019,825 1,059,811

販売費及び一般管理費

役員報酬 72,285 67,091

給料及び賞与 321,206 327,354

賞与引当金繰入額 32,666 33,657

賃借料 127,854 132,908

貸倒引当金繰入額 － △330

その他 364,214 372,920

販売費及び一般管理費合計 918,226 933,601

営業利益 101,598 126,209

営業外収益

受取利息 7,404 6,584

受取配当金 3,043 2,742

持分法による投資利益 10,671 7,606

その他 13,571 11,128

営業外収益合計 34,691 28,061

営業外費用

支払利息 11,652 8,211

投資事業組合運用損 10,120 －

保険解約損 － 4,582

その他 11,136 4,638

営業外費用合計 32,909 17,432

経常利益 103,380 136,839

特別利益

貸倒引当金戻入額 123 －

投資有価証券売却益 600 －

特別利益合計 724 －

特別損失

固定資産除却損 407 －

減損損失 1,436 －

投資有価証券評価損 2,810 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 23,512 －

特別損失合計 28,166 －

税金等調整前四半期純利益 75,939 136,839

法人税、住民税及び事業税 80,099 61,281

法人税等調整額 △14,917 18,178

法人税等合計 65,182 79,459

少数株主損益調整前四半期純利益 10,757 57,379

少数株主利益 3,718 2,653

四半期純利益 7,038 54,725
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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 10,757 57,379

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △18,288 △4,602

為替換算調整勘定 △16,449 1,184

その他の包括利益合計 △34,738 △3,417

四半期包括利益 △23,980 53,961

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △27,699 51,307

少数株主に係る四半期包括利益 3,718 2,653
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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。 

  

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。 

  

（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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