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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 6,227 10.9 219 105.0 272 166.8 157 170.9
23年3月期第2四半期 5,616 △1.8 107 △42.0 102 △55.2 58 △55.5

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 139百万円 （246.4％） 23年3月期第2四半期 40百万円 （―％）

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 29.20 ―
23年3月期第2四半期 10.68 ―

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 6,408 4,862 75.9
23年3月期 6,219 4,820 77.5
（参考） 自己資本  24年3月期第2四半期  4,862百万円 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 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 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、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 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2Q 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2Q 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2Q 5,406,681 株 23年3月期2Q 5,456,681 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、本年３月11日に発生した東日本大震災の影響によ

り、依然厳しい状況にあるものの、生産活動等の持ち直しを背景に、回復の兆しが見られるようになり

ました。しかしながら、世界経済の減速や長引く円高等、今後の景況見通しはますます不透明感を強め

ております。 

当ビルメンテナンス業界におきましては、ビル管理コストの圧縮圧力が強く、引き続き厳しい状況と

なりました。その一方で、省エネ及び環境性能に対する課題の高まりは顕著であり、そうした課題への

取り組みがビジネスチャンスともなりうる環境でもありました。 

当社グループは、かねてより資源エネルギー庁の「登録調査機関」への登録を済ませる等、省エネ及

び環境性能課題への取り組みを行うとともに、それらを解決する提案活動に注力してまいりました。 

こうした状況の下、当社グループの売上高は、6,227百万円と前年同四半期と比べ610百万円

（10.9％）の増収となりました。 

利益面につきましては、営業利益は、219百万円と前年同四半期と比べ112百万円（105.0％）の増益

となり、経常利益は、272百万円と前年同四半期と比べ170百万円（166.8％）の増益となりました。こ

の結果、四半期純利益は、157百万円と前年同四半期と比べ99百万円（170.9％）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

載は行なっておりません。 

  

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は6,408百万円となり、前連結会計年度末比188百万円

（3.0％）の増加となりました。この内、流動資産は4,541百万円と前連結会計年度末比257百万円

（6.0％）増加し、固定資産は1,867百万円と前連結会計年度末比68百万円（3.5％）の減少となりまし

た。流動資産の増加は、主として仕掛品が23百万円減少したものの、現金及び預金が186百万円、受取

手形及び売掛金が104百万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

無形固定資産が15百万円、投資その他の資産が50百万円減少したことによるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は1,545百万円となり、前連結会計年度末比146百万円

（10.5％）の増加となりました。この内、流動負債は1,350百万円と前連結会計年度末比196百万円

（17.0％）増加し、固定負債は195百万円と前連結会計年度末比50百万円（20.5％）の減少となりまし

た。流動負債の増加は、主として支払手形及び買掛金が86百万円、未払法人税等が63百万円、賞与引当

金が17百万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33百万円、退職給付引当金が16百万円減少したことによるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は4,862百万円となり、前連結会計年度末比42百万円

（0.9％）の増加となりました。これは、主としてその他有価証券評価差額金が17百万円減少したもの

の、利益剰余金が60百万円増加したことによるものであります。 

  

国内景気につきましては、回復の兆しはあるものの、東日本大震災の影響から依然として厳しい状況

にあります。さらに、欧州の金融問題など先行き不透明感を拭えません。以上の点を踏まえ、現時点で

は、平成23年５月10日発表の通期業績予想に変更はございません。 

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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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 2,481,631 2,668,429

受取手形及び売掛金 1,412,707 1,517,383

有価証券 120,000 126,000

商品及び製品 120 106

仕掛品 38,958 15,019

原材料及び貯蔵品 2,295 2,295

その他 242,170 226,315

貸倒引当金 △13,796 △14,453

流動資産合計 4,284,087 4,541,096

固定資産

有形固定資産 349,421 347,819

無形固定資産 135,035 119,310

投資その他の資産

投資有価証券 920,902 887,809

その他 531,978 514,340

貸倒引当金 △1,640 △1,640

投資その他の資産合計 1,451,239 1,400,508

固定資産合計 1,935,696 1,867,638

資産合計 6,219,784 6,408,734

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 461,353 548,259

未払法人税等 54,952 118,068

賞与引当金 312,415 329,842

その他 324,683 353,879

流動負債合計 1,153,404 1,350,050

固定負債

退職給付引当金 177,937 161,071

役員退職慰労引当金 64,786 31,703

その他 3,337 2,966

固定負債合計 246,061 195,741

負債合計 1,399,465 1,545,791

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 4,381,975

自己株式 △57,814 △57,814

株主資本合計 4,914,585 4,975,161

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 △112,218

その他の包括利益累計額合計 △94,267 △112,218

純資産合計 4,820,318 4,862,942

負債純資産合計 6,219,784 6,408,734
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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 5,616,356 6,227,133

売上原価 4,872,973 5,411,876

売上総利益 743,383 815,256

販売費及び一般管理費 636,377 595,858

営業利益 107,005 219,398

営業外収益

受取利息 24,178 23,089

受取配当金 2,797 2,843

保険解約返戻金 4,192 27,970

その他 3,123 4,643

営業外収益合計 34,291 58,547

営業外費用

支払利息 337 311

固定資産除却損 306 118

デリバティブ評価損 38,090 2,700

賃貸借契約解約損 － 1,549

その他 451 852

営業外費用合計 39,184 5,531

経常利益 102,112 272,413

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

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 101,714 272,413

法人税等 43,423 114,518

少数株主損益調整前四半期純利益 58,290 157,895

四半期純利益 58,290 157,895
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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 58,290 157,895

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △17,895 △17,951

その他の包括利益合計 △17,895 △17,951

四半期包括利益 40,394 139,944

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 40,394 139,944

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 101,714 272,413

減価償却費 28,632 28,701

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,543 657

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,599 17,427

退職給付引当金の増減額（△は減少） △24,848 △16,865

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,721 △33,083

受取利息及び受取配当金 △26,976 △25,932

支払利息 337 311

保険解約返戻金 △4,192 △27,970

デリバティブ評価損益（△は益） 38,090 2,700

賃貸借契約解約損 － 1,549

投資有価証券受贈益 △8,680 －

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） 61,973 △104,675

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,229 23,953

破産更生債権等の増減額（△は増加） △14,903 －

仕入債務の増減額（△は減少） △107,092 86,388

その他の流動負債の増減額（△は減少） △6,758 14,885

その他 13,611 23,041

小計 66,422 263,499

利息及び配当金の受取額 29,607 32,531

利息の支払額 △337 △311

法人税等の支払額 △30,972 △49,644

営業活動によるキャッシュ・フロー 64,719 246,075

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △40,000 △46,000

有価証券の償還による収入 － 40,000

有形固定資産の取得による支出 △13,834 △11,874

無形固定資産の取得による支出 △10,482 －

投資有価証券の取得による支出 △2,008 △216

差入保証金の差入による支出 △15,673 △256

差入保証金の回収による収入 253 114

保険積立金の解約による収入 － 71,697

その他 △17,885 △15,434

投資活動によるキャッシュ・フロー △99,631 38,029

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 80,000 80,000

短期借入金の返済による支出 △80,000 △80,000

リース債務の返済による支出 △441 △370

自己株式の取得による支出 △30,202 －

配当金の支払額 △98,158 △96,936

財務活動によるキャッシュ・フロー △128,802 △97,306

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △163,714 186,798

現金及び現金同等物の期首残高 2,597,649 2,481,631

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,433,934 2,668,429
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該当事項はありません。 

  

  

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。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

 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）

（５）追加情報

（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）
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