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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 9,127 5.3 277 24.3 344 53.2 175 36.0
23年3月期第3四半期 8,669 1.4 223 △0.7 224 △22.5 128 △22.8

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 167百万円 （46.7％） 23年3月期第3四半期 114百万円 （―％）

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 32.41 ―
23年3月期第3四半期 23.69 ―

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 6,333 4,890 77.2
23年3月期 6,219 4,820 77.5
（参考）�自己資本�� 24年3月期第3四半期��4,890百万円 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3Q 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3Q 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3Q 5,406,681�株 23年3月期3Q 5,441,681�株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災等による落ち込みから、徐々に回復

しつつあったものの、欧州の債務危機や長引く円高などにより、相変わらず、不透明感を拭えない状況

でありました。 

ビルメンテナンス業界におきましては、引き続きコスト低減圧力が強く、厳しい市場環境でした。一

方、省エネ及び快適環境に対する市場ニーズは、ますます顕著になり、その対応力が、受注競争に影響

を及ぼす環境でもありました。 

こうした状況の下、当社グループの売上高は、9,127百万円と前年同四半期と比べ458百万円

（5.3％）の増収となりました。 

利益面につきましては、営業利益は、277百万円と前年同四半期と比べ54百万円（24.3％）の増益と

なり、経常利益は、344百万円と前年同四半期と比べ119百万円（53.2％）の増益となりました。 

この結果、四半期純利益は、175百万円と前年同四半期と比べ46百万円（36.0％）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

載は行っておりません。 

  

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は6,333百万円となり、前連結会計年度末比114百万円

（1.8％）の増加となりました。この内、流動資産は4,474百万円と前連結会計年度末比190百万円

（4.4％）増加し、固定資産は1,859百万円と前連結会計年度末比76百万円（4.0％）の減少となりまし

た。流動資産の増加は、主として現金及び預金が123百万円、その他が35百万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23百万円、投資その他の資産が47百

万円減少したことによるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は1,442百万円となり、前連結会計年度末比43百万円

（3.1％）の増加となりました。この内、流動負債は1,252百万円と前連結会計年度末比98百万円

（8.6％）増加し、固定負債は190百万円と前連結会計年度末比55百万円（22.4％）の減少となりまし

た。流動負債の増加は、主として賞与引当金が161百万円、支払手形及び買掛金が90百万円減少したも

のの、その他が232百万円、短期借入金が60百万円、未払法人税等が57百万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31百万円、退職給付引当金が23

百万円減少したことによるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は4,890百万円となり、前連結会計年度末比70百万円

（1.5％）の増加となりました。これは、主として利益剰余金が77百万円増加したことによるものであ

ります。 

  

現時点では、当初見込んでいる以外の業績変動は想定されず、平成23年５月10日発表の業績予想に変

更はありません。 

今後、何らかの変化がある場合には、適時開示してまいります。  

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。 

  

  

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 2,481,631 2,605,430

受取手形及び売掛金 1,412,707 1,424,464

有価証券 120,000 138,000

商品及び製品 120 106

仕掛品 38,958 36,411

原材料及び貯蔵品 2,295 6,430

その他 242,170 277,513

貸倒引当金 △13,796 △13,649

流動資産合計 4,284,087 4,474,706

固定資産

有形固定資産 349,421 343,803

無形固定資産 135,035 111,413

投資その他の資産

投資有価証券 920,902 915,929

その他 531,978 488,912

貸倒引当金 △1,640 △955

投資その他の資産合計 1,451,239 1,403,886

固定資産合計 1,935,696 1,859,104

資産合計 6,219,784 6,333,810

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 461,353 370,627

短期借入金 － 60,000

未払法人税等 54,952 112,846

賞与引当金 312,415 151,390

その他 324,683 557,171

流動負債合計 1,153,404 1,252,036

固定負債

退職給付引当金 177,937 154,695

役員退職慰労引当金 64,786 33,395

その他 3,337 2,781

固定負債合計 246,061 190,871

負債合計 1,399,465 1,442,908

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 4,399,329

自己株式 △57,814 △57,814

株主資本合計 4,914,585 4,992,515

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 △101,612

その他の包括利益累計額合計 △94,267 △101,612

純資産合計 4,820,318 4,890,902

負債純資産合計 6,219,784 6,333,810
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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 8,669,358 9,127,639

売上原価 7,506,022 7,955,161

売上総利益 1,163,336 1,172,478

販売費及び一般管理費 939,960 894,857

営業利益 223,375 277,620

営業外収益

受取利息 40,361 35,284

受取配当金 9,643 6,202

保険解約返戻金 4,192 27,970

その他 4,798 6,417

営業外収益合計 58,995 75,875

営業外費用

支払利息 473 439

固定資産除却損 1,037 552

デリバティブ評価損 55,530 5,780

賃貸借契約解約損 － 1,549

その他 502 828

営業外費用合計 57,543 9,150

経常利益 224,827 344,345

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 224,428 344,345

法人税等 95,538 169,095

少数株主損益調整前四半期純利益 128,889 175,249

四半期純利益 128,889 175,249
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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 128,889 175,249

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △14,449 △7,345

その他の包括利益合計 △14,449 △7,345

四半期包括利益 114,440 167,904

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 114,440 167,904

少数株主に係る四半期包括利益 － －

株式会社丸誠(2434)　平成24年３月期　第３四半期決算短信

－ 6 －



  

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。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

 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）

（４）追加情報

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

 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）
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当社は、平成24年２月13日開催の取締役会において、高砂熱学工業株式会社（コード番号：1969 東

証１部、以下「公開買付者」といいます。）による当社普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買

付け」といいます。）について賛同の意見を表明するとともに、本公開買付けが当社株主の皆様に対し

て合理的な価格で当社株式の売却機会を提供するものであると考えられるものの、本公開買付けは当社

の普通株式の上場廃止を企図するものではないことから、本公開買付けに応募するか否かについては株

主の皆様のご判断に委ねる旨、並びに、公開買付者が当社普通株式を取得すること及び資本業務提携の

強化に関して公開買付者との間で基本契約書を締結することを決議いたしました。 

  

  
 

 

 

  

４．補足情報

（１）当社株式に対する公開買付けについて

① 公開買付者の概要

（１） 商 号 高砂熱学工業株式会社

（２） 本 店 所 在 地 東京都千代田区神田駿河台４丁目２番地５

（３） 代表 者 の役職 ・ 氏名 取締役社長 大内 厚

（４） 事 業 内 容 設備工事事業、設備機器の製造・販売事業 等

（５） 資 本 金 の 額 13,134百万円

（６） 設 立 年 月 日 大正12年11月16日

（７） 大株 主及 び 持株 比率 日本生命保険相互会社 6.64%

(平成23年９月30日現在)
第一生命保険株式会社(常任代理人 資産管理サービス信託銀行株
式会社)

4.93%

高砂熱学従業員持株会 4.21%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 3.81%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(住友信託銀行再信託
分・パナソニック電工株式会社退職給付信託口)

3.61%

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 2.73%

株式会社みずほ銀行(常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式
会社)

2.53%

高砂共栄会 2.18%

パナソニック電工株式会社 1.47%

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1.26%

（８）
当 社と 公開 買付 者の
関 係 等

資 本 関 係

当社は、公開買付者の普通株式175,000株（発行済株式総
数（85,765,768株）から、自己株式数（8,192,100株）を
除いた数（77,573,668株）に占める割合は0.23％）を保有
しております。 
また、公開買付者は、当社の普通株式277,000株（発行済
株式総数（5,540,000株）から、自己株式数（133,300株）
を除いた数（5,406,700株）に占める割合は5.12％）を保
有しております。

人 的 関 係

当社の取締役１名が公開買付者の完全子会社である高砂エ
ンジニアリングサービス株式会社（以下「高砂エンジニア
リングサービス」といいます。）の取締役を、また、公開
買付者の従業員１名が当社の取締役を兼務しております。

取 引 関 係
当社は、公開買付者及び公開買付者の完全子会社である高
砂エンジニアリングサービスとの間で、建物メンテナンス
業務の仕入及び空調設備工事等の取引を行っております。

関連当事者へ
の 該当状 況

公開買付者は、当社の関連当事者には該当しません。ま
た、公開買付者の関係者及び関係会社は、当社の関連当事
者には該当しません。
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当社は、平成24年２月13日開催の取締役会において、本公開買付けが成立した場合に当社と公開買付

者の間で行われる資本業務提携が当社企業価値に与える影響、第三者算定機関である大和証券株式会社

から取得した当社の株式価値の算定結果等に照らし、本公開買付けが当社株主の皆様に対して合理的な

価格で当社株式の売却機会を提供するものであると考えられること、その他本公開買付けの諸条件等を

総合的に勘案し、本公開買付けが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上に資するものと判断

し、当社の出席取締役の全員一致により、本公開買付けについて賛同の意見を表明することを決議いた

しました。また、当社としては、本公開買付けが成立することを希望はしているものの、本公開買付け

は当社の普通株式の上場廃止を企図するものではないことから、本公開買付けに応募するか否かについ

ては株主の皆様のご判断に委ねる旨を併せて決議いたしました。 

  

公開買付者は、当社を連結子会社化することを目的として本公開買付けを実施するため、本公開買付

けにおいてその目的を達成した場合には、現時点で、当社株式の追加取得を行うことは予定していない

とのことです。他方、本公開買付けにおいて当社を連結子会社化するに至らない場合には、当社株式の

追加取得を検討する可能性があるとのことです。 

  

当社株式は、大阪証券取引所が開設するJASDAQ市場（スタンダード）に上場しておりますが、本公開

買付けは、当社株式3,291,000株（買付け等を行った後における所有割合65.99％）を買付予定数の上限

として設定しており、公開買付者は、本公開買付けに伴う当社の上場廃止は意図しておりません。ま

た、当社及び公開買付者は、本公開買付けにあたり、本公開買付けに伴う当社の上場廃止は意図してい

ないことを確認しております。 

  

普通株式 

平成24年２月14日（火曜日）から平成24年３月12日（月曜日）まで（20営業日） 

普通株式    １株につき 金600円 

公開買付者は、本買付価格の決定にあたり、公開買付者及び当社から独立した第三者算定機関で

あるＳＭＢＣ日興証券株式会社から平成24年２月13日付で当社株式の株式価値の算定結果に関する

株式価値算定書を取得したとのことです。 

買付予定数        3,291,000株 

買付予定数の下限     1,529,000株 

買付予定数の上限     3,291,000株 

平成24年２月14日（火曜日） 

② 本公開買付けに関する意見の内容

③ 本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）

④ 上場廃止となる見込み及びその事由

⑤ 公開買付者による当社株式の公開買付けの概要

（１）買付け等を行う株券等の種類

（２）買付け等の期間

（３）買付け等の価格

（４）買付け等の価格の算定根拠

（５）買付予定の株券等の数

（６）公開買付け開始公告日
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