
平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年11月14日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 エムティジェネックス株式会社 上場取引所 大 

コード番号 9820 URL http://www.mt-genex.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 鈴木 均

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理部長 （氏名） 藤沢 久晃 TEL 03-5405-4011
四半期報告書提出予定日 平成23年11月14日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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 915 △25.1 133 △61.3 140 △60.3 78 △59.6

23年3月期第2四半期 1,221 ― 345 ― 353 ― 193 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 77百万円 （△59.7％） 23年3月期第2四半期 191百万円 （―％）

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 7.24 ―

23年3月期第2四半期 17.92 ―

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 1,915 1,568 81.9 145.49
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2四半期  1,568百万円 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 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 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、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 2,000 △8.3 300 △41.9 310 △41.5 170 △42.6 15.77



(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 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2Q 13,688 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2Q 10,782,369 株 23年3月期2Q 10,783,197 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、東日本大震災により落ち込んだ生産活動は持ち直

しているもののそのペースは緩やかに留まり、福島原子力発電所問題の長期化、海外経済の先行き不安

及び円高も影響し、先行きは不透明なまま推移いたしました。 

 このような状況下、当社グループを取り巻く事業環境においても東日本大震災による影響が危惧され

ましたが、「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、計画を大幅に上回る業績を達成し、平成23年11月４日に「業績予想の修正に関するお

知らせ」を公表いたしました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高915,209千円（前年

同期比25.1％減）、営業利益133,748千円（前年同期比61.3％減）、経常利益140,313千円（前年同期比

60.3％減）、四半期純利益78,025千円（前年同期比59.6％減）となりました。前年同期に比べ大幅な減

収減益となっておりますが、これは、前年同期に大型の内装工事完成による売上・利益が計上されたこ

とによるものであります。 

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

注力し、計画を上回る受注を獲得しましたが、前年同期のような大型工事は無かったため、売上高は

388,815千円（前年同期比56.7％減）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、新規開設駐車場

及び既存駐車場が計画を上回る稼働で推移いたしました。この結果、売上高は、249,140千円（前年同

期比8.6％増）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し、計画を上回る業

績を達成いたしました。この結果、売上高は245,773千円（前年同期比285.6％増）となりました。対前

年同期比率が高い増加水準となっているのは、前連結会計年度に全株式を取得し子会社化した東洋ハウ

ジング管理株式会社の業績が、平成22年10月１日～平成23年３月31日の前年下半期より本セグメント業

績に反映されているためであります。 

 なお、本セグメントは前連結会計年度の第３四半期連結会計期間より報告セグメントとして独立して

おり、対前年同期比率につきましては、当該変更を反映した前第２四半期連結累計期間と比較しており

ます。 

④その他 

 保険代理業務の受注拡大に注力し、計画を上回る業績を達成いたしました。この結果、売上高は、

31,480千円（前年同期比2.8％増）となりました。 

  

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
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①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期末における財政状態は、前連結会計年度末と比較し、法人税等及び預り金の支払い等に

より総資産は202,894千円、負債は237,160千円減少したものの、配当金の支払を上回る四半期純利益を

計上したことから純資産は34,265千円増加し、自己資本比率は81.9％に上昇しました。この結果、総資

産は1,915,211千円、負債合計は346,540千円、純資産合計は1,568,671千円となりました。  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、四半期純利益の計上による収入が

あったものの、預り金の減少、貸付による支出、法人税等及び配当金の支払による支出があったことか

ら、当第２四半期末の現金及び現金同等物の残高は504,606千円となりました。各キャッシュ・フロー

の状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、170,307千円の支出となりました。大幅な支出となった主な

要因は、大型工事のあった前連結会計年度の法人税等の支払額168,665千円が、収入である税金等調整

前四半期純利益140,313千円を28,351千円上回ったことの他、預り金の減少額71,951千円、売上債権の

増加額37,782千円、その他流動負債の減少額34,716千円等によるものであります。なお、預り金の減少

は、損害保険代理業務における前連結会計年度末一時預り保険料等の精算によるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、74,840千円の支出となりました。この主な内訳は、関係会社

貸付けによる支出70,000千円であります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、42,693千円の支出となりました。この主な内訳は、配当金の

支払額43,096千円であります。 

業績予想につきましては、平成23年11月４日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載の業

績予想からの変更はありません。 

 市場環境は依然として先行き不透明なものの、リニューアル事業におけるオフィスビルの入退去に伴

う内装工事の受注が堅調に推移する見込であること、また、駐車場事業において、大型の月極契約を獲

得したこと及び新規駐車場の開設を予定していること等、下半期は当第２四半期連結累計期間以上の業

績を達成し、大型工事のあった前期からの減収減益幅を改善できる見込みであります。連結業績予想の

上半期及び下半期の内訳は以下の通りです。 

 

 なお、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。 

（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

（%表示は、通期は対前期、上半期及び下半期は対前年同期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

上半期 915 △ 25.1 133 △ 61.3 140 △ 60.3 78 △ 59.6

下半期 1,085 13.1 167 △ 3.0 170 △ 3.8 92 △ 10.6

通期 2,000 △ 8.3 300 △ 41.9 310 △ 41.5 170 △ 42.6
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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 792,447 504,606

受取手形及び売掛金 50,305 37,613

完成工事未収入金 30,244 80,718

未成工事支出金 7,961 1,317

関係会社短期貸付金 1,000,000 1,070,000

繰延税金資産 19,014 10,033

その他 15,626 17,648

貸倒引当金 △246 △138

流動資産合計 1,915,352 1,721,799

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 △5,190

建物及び構築物（純額） 1,458 1,343

機械装置及び運搬具 1,257 1,257

減価償却累計額 △523 △707

機械装置及び運搬具（純額） 733 550

土地 22,048 22,048

その他 22,526 19,931

減価償却累計額 △11,001 △11,543

その他（純額） 11,524 8,387

有形固定資産合計 35,764 32,330

無形固定資産

のれん 86,546 76,930

その他 1,626 7,895

無形固定資産合計 88,172 84,825

投資その他の資産

投資有価証券 18,801 17,427

敷金及び保証金 38,823 38,123

繰延税金資産 19,306 17,857

その他 13,780 13,626

貸倒引当金 △11,895 △10,778

投資その他の資産合計 78,816 76,256

固定資産合計 202,753 193,412

資産合計 2,118,106 1,915,211
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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

支払手形及び買掛金 42,641 37,197

工事未払金 24,682 31,341

未払法人税等 171,111 53,880

前受金 33,704 24,366

未成工事受入金 3,598 －

預り金 177,765 105,814

賞与引当金 12,187 10,605

その他 39,874 16,056

流動負債合計 505,565 279,262

固定負債

長期預り敷金 51,838 44,084

退職給付引当金 26,296 23,192

固定負債合計 78,135 67,277

負債合計 583,700 346,540

純資産の部

株主資本

資本金 1,072,060 1,072,060

利益剰余金 462,097 496,993

自己株式 △1,749 △1,761

株主資本合計 1,532,407 1,567,291

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 1,379

その他の包括利益累計額合計 1,997 1,379

純資産合計 1,534,405 1,568,671

負債純資産合計 2,118,106 1,915,211
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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 1,221,167 915,209

売上原価 771,928 653,158

売上総利益 449,239 262,051

販売費及び一般管理費 103,947 128,302

営業利益 345,291 133,748

営業外収益

受取利息 7,028 5,123

受取配当金 162 183

雑収入 1,210 1,653

営業外収益合計 8,401 6,961

営業外費用

雑損失 34 396

営業外費用合計 34 396

経常利益 353,658 140,313

特別利益

貸倒引当金戻入額 496 －

特別利益合計 496 －

特別損失

投資有価証券評価損 1,439 －

特別損失合計 1,439 －

税金等調整前四半期純利益 352,716 140,313

法人税、住民税及び事業税 163,953 51,434

法人税等調整額 △4,511 10,853

法人税等合計 159,442 62,288

少数株主損益調整前四半期純利益 193,273 78,025

四半期純利益 193,273 78,025
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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 193,273 78,025

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,383 △617

その他の包括利益合計 △1,383 △617

四半期包括利益 191,890 77,407

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 191,890 77,407

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 352,716 140,313

減価償却費 850 2,680

のれん償却額 － 9,616

長期前払費用償却額 171 114

賞与引当金の増減額（△は減少） △50 △1,581

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,418 △3,104

貸倒引当金の増減額（△は減少） △496 △1,225

受取利息及び受取配当金 △7,190 △5,307

投資有価証券評価損益（△は益） 1,439 －

売上債権の増減額（△は増加） 12,387 △37,782

たな卸資産の増減額（△は増加） △430 6,644

その他の流動資産の増減額（△は増加） △5,514 △2,020

その他の流動負債の増減額（△は減少） 5,546 △34,716

仕入債務の増減額（△は減少） 82,373 1,216

預り金の増減額（△は減少） △69,862 △71,951

未払費用の増減額（△は減少） △3,602 △2,487

その他 7,467 △7,357

小計 379,223 △6,948

利息及び配当金の受取額 7,166 5,305

法人税等の支払額 △111,393 △168,665

営業活動によるキャッシュ・フロー 274,996 △170,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△148,877 －

有形固定資産の取得による支出 △1,622 △2,405

無形固定資産の取得による支出 － △3,135

敷金及び保証金の差入による支出 △9,709 －

敷金及び保証金の回収による収入 4,200 700

関係会社貸付けによる支出 △200,000 △70,000

関係会社貸付金の回収による収入 300,000 －

その他 4 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △56,005 △74,840

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △88 △12

配当金の支払額 △43,100 △43,096

その他 813 415

財務活動によるキャッシュ・フロー △42,375 △42,693

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 176,614 △287,841

現金及び現金同等物の期首残高 463,638 792,447

現金及び現金同等物の四半期末残高 640,252 504,606
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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