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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 12,028 0.8 225 △13.0 249 △8.8 79 △14.2
23年3月期第3四半期 11,934 1.8 259 28.4 273 41.6 92 77.5

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 70百万円 （5.8％） 23年3月期第3四半期 66百万円 （―％）

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3四半期 16.74 ―
23年3月期第3四半期 19.51 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 8,061 3,926 48.4
23年3月期 7,806 3,902 49.7
（参考） 自己資本  24年3月期第3四半期  3,898百万円 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3Q 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3Q 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3Q 4,762,745 株 23年3月期3Q 4,764,125 株
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当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災後の影響による停滞から、サプライチェー

ンの復旧や復興需要の高まりもあり緩やかながら回復傾向が見られたものの、長引く円高やタイの洪水

被害の影響、欧州の経済不安などから依然として景気の先行き不透明感を払拭できない状況となってお

ります。 

当社グループを取り巻く環境につきましても、景気動向や企業業績など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対し、時宜を得た迅速で的

確な提案を行い、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、収益改善プロジ

ェクト活動を継続して実施し、低コスト体質の定着を図ってまいりました。 

当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は、修繕工事等臨時作業に係る売上は前年同期比

やや弱含みの推移となったものの、期間中の一般新規案件に係る件数、売上とも前年同期を上回り、前

年同期比93百万円(0.8%)増加の120億28百万円となりました。 

利益面におきましては、前述のとおり臨時作業の売上がやや弱含みであったことの他、きめ細やかな

サービスの提供および顧客ニーズへの的確な対応を図るため、技術部門・営業部門の体制強化を実施し

たこと、および支店移転に伴う臨時経費が発生したことなどにより、営業利益は前年同期比33百万円

(13.0%)減少の２億25百万円となりました。また、営業外損益および特別損益は前年同期に比べて改善

し、経常利益は前年同期比24百万円(8.8%)減少の２億49百万円となり、四半期純利益につきましては、

同13百万円(14.2%)減少の79百万円となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比２億54百万円増加の80億61百万円とな

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６億59百万円減少したこと、ならびに

現金及び預金が９億87百万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２億31百万円増加の41億35百万円となりました。これは、買掛金が２億63

百万円、未払法人税等が１億81百万円それぞれ減少した一方、長短借入金合計が３億63百万円、預り金

が３億５百万円それぞれ増加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79百万円計上による増加、配当金の支払による47百万円の減少

等により、前連結会計年度末比23百万円増加の39億26百万円となり、自己資本比率は48.4%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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,103,014 2,090,872

受取手形及び売掛金 2,511,351 1,851,411

未成業務支出金 19,366 137,291

貯蔵品 24,280 31,292

繰延税金資産 153,352 81,376

その他 235,017 235,210

貸倒引当金 △933 △866

流動資産合計 4,045,447 4,426,587

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 581,212 570,797

土地 558,398 558,398

その他（純額） 26,672 23,157

有形固定資産合計 1,166,283 1,152,352

無形固定資産

のれん 54,468 43,575

リース資産 102,890 78,924

その他 29,104 25,081

無形固定資産合計 186,464 147,581

投資その他の資産

保険積立金 926,281 912,258

繰延税金資産 159,930 146,871

その他 1,383,322 1,338,401

貸倒引当金 △61,176 △62,696

投資その他の資産合計 2,408,358 2,334,834

固定資産合計 3,761,105 3,634,768

資産合計 7,806,553 8,061,355
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 804,911 540,939

短期借入金 937,742 978,882

未払法人税等 194,719 13,710

賞与引当金 230,798 116,052

受注損失引当金 13,103 16,981

その他 982,822 1,429,602

流動負債合計 3,164,097 3,096,168

固定負債

長期借入金 244,862 567,000

退職給付引当金 259,722 264,810

役員退職慰労引当金 89,715 89,715

リース債務 77,483 53,924

その他 67,710 63,672

固定負債合計 739,493 1,039,122

負債合計 3,903,591 4,135,291

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 2,654,392

自己株式 △15,683 △15,711

株主資本合計 3,896,985 3,929,041

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 △17,849

為替換算調整勘定 △11,413 △13,046

その他の包括利益累計額合計 △17,162 △30,895

少数株主持分 23,138 27,918

純資産合計 3,902,962 3,926,064

負債純資産合計 7,806,553 8,061,355
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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３四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 11,934,747 12,028,037

売上原価 10,302,531 10,417,518

売上総利益 1,632,215 1,610,518

販売費及び一般管理費

役員報酬 108,454 100,517

給料及び賞与 512,590 520,789

賞与引当金繰入額 20,954 21,426

賃借料 192,997 191,761

貸倒引当金繰入額 － 1,452

その他 537,689 548,721

販売費及び一般管理費合計 1,372,686 1,384,667

営業利益 259,528 225,850

営業外収益

受取利息 10,924 9,815

受取配当金 4,113 4,212

持分法による投資利益 16,588 11,041

その他 20,555 20,908

営業外収益合計 52,182 45,977

営業外費用

支払利息 16,743 12,133

投資事業組合運用損 10,771 1,111

保険解約損 － 4,582

その他 11,036 4,986

営業外費用合計 38,551 22,814

経常利益 273,159 249,013

特別利益

貸倒引当金戻入額 142 －

投資有価証券売却益 600 －

特別利益合計 743 －

特別損失

固定資産除却損 1,243 －

減損損失 1,436 －

投資有価証券評価損 4,083 －

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 30,275 －

税金等調整前四半期純利益 243,627 249,013

法人税、住民税及び事業税 111,889 73,423

法人税等調整額 35,267 91,098

法人税等合計 147,156 164,522

少数株主損益調整前四半期純利益 96,470 84,491

少数株主利益 3,524 4,780

四半期純利益 92,946 79,711
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 96,470 84,491

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △9,669 △12,100

為替換算調整勘定 △19,913 △1,633

その他の包括利益合計 △29,583 △13,733

四半期包括利益 66,887 70,757

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 63,362 65,977

少数株主に係る四半期包括利益 3,524 4,780
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当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日) 

  該当事項はありません。 

  

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31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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