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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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 ％

24年3月期 12,138 5.9 316 9.6 413 38.1 169 18.6
23年3月期 11,459 0.2 288 △13.7 299 △28.4 142 △38.4

（注）包括利益 24年3月期 197百万円 （87.1％） 23年3月期 105百万円 （△56.1％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 31.28 ― 3.5 6.5 2.6
23年3月期 26.25 ― 3.0 4.8 2.5

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23年3月期  ―百万円

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 6,541 4,920 75.2 910.03
23年3月期 6,219 4,820 77.5 891.55

（参考） 自己資本   24年3月期  4,920百万円 23年3月期  4,820百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 334 117 △97 2,836
23年3月期 192 △179 △129 2,481

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 18.00 18.00 97 68.6 2.0
24年3月期 ― 0.00 ― 18.00 18.00 97 57.5 2.0
25年3月期(予想) ― 0.00 ― 20.00 20.00 55.8

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

 

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

第2四半期(累計) 6,040 △3.0 207 △5.7 235 △13.6 78 △50.0 14.59
通期 12,000 △1.1 380 20.2 427 3.3 193 14.6 35.84



※  注記事項 
(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 133,319 株 23年3月期 133,319 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 5,406,681 株 23年3月期 5,433,604 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 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仮定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「経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災によるサプライチェーンの混乱や電力不足の深

刻化、更には円高の進行や世界経済の減速等により停滞しておりましたが、堅調な個人消費や復興需要

の強まりなどを背景に、なお横ばいではあるものの、持ち直しに向かう動きがみられております。

当ビルメンテナンス業界におきましては、引き続き、建物維持管理コスト低減への見直し要請と、そ

の一方で更なる省エネルギーや快適環境の実現といった品質向上への要求など、ビルオーナー等のニー

ズは多様化しております。

このような情勢の下、当社グループは、より高度の環境基準を満たすビル・施設のメンテナンスに対

応するとともに、省エネルギーニーズに対する提案を積極的に展開してまいりました。特に、電力事情

を勘案した緊急事案に対応したこともあり、売上高につきましては12,138百万円（前連結会計年度比

5.9％増）となりました。

利益面につきましては、売上高の増収に伴い、営業利益では316百万円（同9.6％増）、経常利益では

413百万円（同38.1％増）となり、減損損失80百万円を特別損失に計上するものの、当期純利益では169

百万円（同18.6％増）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。

今後の見通しにつきましては、依然として、電力・エネルギー供給不安等により、当社グループ及び

お客様を取り巻く環境は、不透明な状況にあります。

このような事業環境の下、当社グループは、より一層、省エネルギーや快適環境の提供を目指した営

業提案に注力いたします。

また、当社グループが、高砂熱学工業グループの傘下になったことから、その空調設備等に係る高い

技術力による基盤拡大及び施工管理手法を活かしたコスト軽減に努めてまいります。

以上により、次期（平成25年３月期）の連結業績見通しにつきましては、売上高12,000百万円（前年

同期比1.1％減）、営業利益380百万円（同20.2％増）、経常利益427百万円（同3.3％増）、当期純利益

193百万円（同14.6％増）を見込んでおります。

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

①当期の経営成績

②次期の見通し
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当連結会計年度末の資産合計は6,541百万円となり、前連結会計年度末と比べ322百万円（前連結会計

年度末比5.2％増）の増加となりました。この内、流動資産は5,210百万円と前連結会計年度末と比べ

926百万円増加し、固定資産は1,331百万円と前連結会計年度末と比べ604百万円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354百万円、受取手形及び売掛金が228百万円、有価証券が

253百万円、親会社株式が112百万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

として土地が68百万円、投資有価証券が390百万円、繰延税金資産が57百万円減少したことによるもの

であります。

当連結会計年度末の負債合計は1,621百万円となり、前連結会計年度末と比べ222百万円（同15.9％

増）の増加となりました。この内、流動負債は1,437百万円と前連結会計年度末と比べ284百万円増加

し、固定負債は183百万円と前連結会計年度末と比べ62百万円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138百万円、未払法人税等が43百万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、主として退職給付引当金が31百万円、役員退職慰労引当金が29百万

円減少したことによるものであります。

当連結会計年度末の純資産合計は4,920百万円となり、前連結会計年度末と比べ99百万円（同2.1％

増）の増加となりました。これは、利益剰余金が71百万円、その他有価証券評価差額金が28百万円増加

したことによるものであります。

なお、自己資本比率は75.2％となり、前連結会計年度末と比べ2.3ポイントの減少となりました。

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ354百万円増加し、当連結

会計年度末には2,836百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・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、前連結会計年度より142百万円増加し、334百万円の収入と

なりました。これは主に、売上債権に係るキャッシュ・フローが215百万円減少したものの、仕入債

務に係るキャッシュ・フローが180百万円、減損損失が80百万円、税金等調整前当期純利益が63百万

円増加したこと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、前連結会計年度より296百万円増加し、117百万円の収入と

なりました。これは主に、有価証券の償還による収入が120百万円、保険積立金の解約による収入が

71百万円増加し、投資有価証券の取得による支出が101百万円減少したことによるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より31百万円増加し、97百万円の支出とな

りました。これは主に、自己株式の取得による支出が30百万円減少したことによるものであります。

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
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（注）自己資本比率 ： 自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： キャッシュ・フロー／利払い

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※ 株式時価総額は、自己株式を除き、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。

※ キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを利用してお

ります。

※ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を利用しております。

※ 当社グループは、期末時点で有利子負債がないため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率は、―と表示し

ております。

当社は、株主に対する利益還元を重要課題であると認識しており、安定的な経営基盤の確保と将来の事

業展開のための企業体質強化に配慮の上、業績に応じた安定的な配当を継続することを基本方針としてお

ります。

上記方針に基づき、平成24年３月期の剰余金の配当につきましては、１株当たり年間18円（うち中間配

当０円）を予定しており、連結ベースの配当性向は57.5％となる予定です。

なお、次期の配当につきましては、１株当たり年間20円（うち中間配当０円）を予定しております。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率 76.7 77.5 75.2

時価ベースの自己資本比率 35.8 37.8 39.2

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

― ― ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

280.7 289.6 506.8

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループは、当社（㈱丸誠）及び子会社２社（㈱丸誠環境システムズ及び㈱エム・エス・エス）で構

成されており、各種建物の総合管理及び工事を主な事業内容としております。

当社グループの事業に係わる位置付けは、平成24年３月31日現在次のとおりであります。

なお、当社グループの事業は「ビルメンテナンス事業」の単一セグメントであるため、サービス別の事業

内容等を記載しております。

２．企業集団の状況

区分 内容 担当会社名

設備エンジニアリング
各種建物の設備保守点検業務、

建築設備工事、建築工事、内装仕上工事
当社

環境エンジニアリング 建物清掃業務
当社

㈱丸誠環境システムズ

マネジメント＆サービス

常駐警備業務、複合警備業務、駐車場管理業務、

管理人業務、システム開発・運用業務、

商品販売、プロパティ・マネジメント業務

当社

㈱エム・エス・エス
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平成22年３月期決算短信（平成22年５月10日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないた

め、開示を省略しております。

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

http://www.marusei.co.jp

http://www.ose.or.jp/listed_company_info

当社は、高砂熱学工業㈱による当社株式の公開買付が成立したことにより、当該会社の連結子会社にな

りました。

高砂熱学工業グループは、あらゆる建物に対する企画、設計、施工及びメンテナンスに関し、空調設備

を軸とした総合的なシステムエンジニアリングを提供しております。

当社グループは、「品質・環境・安全」を重視した資産管理を通して「お客様のビジネスに貢献する」

ことを企業使命としてきましたが、今後は高砂熱学工業グループの高い技術力と強い事業基盤を活かした

うえで、建物のライフサイクルにおけるお客様の多様なニーズに対して、ワンストップのサービスを提供

することにより、その使命を更に推進してまいります。

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針、（２）目標とする経営指標、（３）中長期的な会社の経営戦略、（４）会社

の対処すべき課題

（当社ホームページ）

（大阪証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

（５）その他、会社の経営上重要な事項
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４．連結財務諸表
（１）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)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,481,631 2,836,376

受取手形及び売掛金 1,412,707 1,640,829

有価証券 120,000 373,240

商品及び製品 120 103

仕掛品 38,958 2,855

原材料及び貯蔵品 2,295 3,098

繰延税金資産 155,258 175,912

親会社株式 － 112,700

その他 86,912 76,351

貸倒引当金 △13,796 △10,986

流動資産合計 4,284,087 5,210,480

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 278,099 263,802

減価償却累計額 △196,983 △199,903

建物及び構築物（純額） 81,115 63,898

土地 231,158 162,228

リース資産 3,528 3,528

減価償却累計額 △705 △1,411

リース資産（純額） 2,822 2,116

その他 227,861 230,115

減価償却累計額 △193,537 △202,378

その他（純額） 34,324 27,736

有形固定資産合計 349,421 255,980

無形固定資産 135,035 105,011

投資その他の資産

投資有価証券 920,902 530,774

繰延税金資産 191,861 133,936

差入保証金 119,132 113,918

その他 220,984 192,763

貸倒引当金 △1,640 △955

投資その他の資産合計 1,451,239 970,437

固定資産合計 1,935,696 1,331,430

資産合計 6,219,784 6,541,910
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 461,353 599,361

リース債務 740 740

未払法人税等 54,952 98,448

未払消費税等 52,775 65,802

未払費用 212,288 204,348

賞与引当金 312,415 311,932

その他 58,878 157,260

流動負債合計 1,153,404 1,437,894

固定負債

リース債務 2,284 1,543

退職給付引当金 177,937 146,061

役員退職慰労引当金 64,786 35,094

その他 1,053 1,049

固定負債合計 246,061 183,748

負債合計 1,399,465 1,621,642

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 4,393,210

自己株式 △57,814 △57,814

株主資本合計 4,914,585 4,986,395

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 △66,128

その他の包括利益累計額合計 △94,267 △66,128

純資産合計 4,820,318 4,920,267

負債純資産合計 6,219,784 6,541,910
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

売上高 11,459,147 12,138,678

売上原価 9,931,848 10,590,518

売上総利益 1,527,299 1,548,160

販売費及び一般管理費 1,238,750 1,232,039

営業利益 288,549 316,120

営業外収益

受取利息 56,582 55,839

受取配当金 9,643 6,502

保険解約返戻金 4,192 27,970

雑収入 6,420 11,433

営業外収益合計 76,839 101,746

営業外費用

支払利息 665 660

固定資産除却損 1,077 641

デリバティブ評価損 63,820 900

賃貸借契約解約損 － 1,549

リース解約損 29 709

雑損失 436 21

営業外費用合計 66,029 4,482

経常利益 299,359 413,384

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

投資有価証券評価損 29,300 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9,078 －

減損損失 － 80,616

特別損失合計 38,378 80,616

税金等調整前当期純利益 269,660 332,767

法人税、住民税及び事業税 115,294 151,494

法人税等調整額 11,706 12,143

法人税等合計 127,001 163,637

少数株主損益調整前当期純利益 142,659 169,130

当期純利益 142,659 169,130
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連結包括利益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 142,659 169,130

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △37,215 28,139

その他の包括利益合計 △37,215 28,139

包括利益 105,443 197,269

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 105,443 197,269

少数株主に係る包括利益 － －

株式会社丸誠(2434)　平成24年３月期　決算短信

― 10 ―



（３）連結株主資本等変動計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 419,000 419,000

当期末残高 419,000 419,000

資本剰余金

当期首残高 232,000 232,000

当期末残高 232,000 232,000

利益剰余金

当期首残高 4,277,321 4,321,400

当期変動額

剰余金の配当 △98,580 △97,320

当期純利益 142,659 169,130

当期変動額合計 44,078 71,809

当期末残高 4,321,400 4,393,210

自己株式

当期首残高 △27,714 △57,814

当期変動額

自己株式の取得 △30,100 －

当期変動額合計 △30,100 －

当期末残高 △57,814 △57,814

株主資本合計

当期首残高 4,900,607 4,914,585

当期変動額

剰余金の配当 △98,580 △97,320

当期純利益 142,659 169,130

自己株式の取得 △30,100 －

当期変動額合計 13,978 71,809

当期末残高 4,914,585 4,986,395

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △57,052 △94,267

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △37,215 28,139

当期変動額合計 △37,215 28,139

当期末残高 △94,267 △66,128

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △57,052 △94,267

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △37,215 28,139

当期変動額合計 △37,215 28,139

当期末残高 △94,267 △66,128
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

純資産合計

当期首残高 4,843,554 4,820,318

当期変動額

剰余金の配当 △98,580 △97,320

当期純利益 142,659 169,130

自己株式の取得 △30,100 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △37,215 28,139

当期変動額合計 △23,236 99,949

当期末残高 4,820,318 4,920,267
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 269,660 332,767

減価償却費 60,624 59,404

減損損失 － 80,616

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,250 △3,495

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,688 △482

退職給付引当金の増減額（△は減少） △49,506 △31,876

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,065 △29,692

受取利息及び受取配当金 △66,226 △62,341

支払利息 665 660

保険解約返戻金 △4,192 △27,970

デリバティブ評価損益（△は益） 63,820 900

投資有価証券受贈益 △8,680 －

投資有価証券評価損益（△は益） 29,300 －

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） △12,593 △228,122

たな卸資産の増減額（△は増加） △31,788 35,317

仕入債務の増減額（△は減少） △42,150 138,008

その他の流動負債の増減額（△は減少） △8,321 91,385

その他 7,205 28,302

小計 223,523 383,381

利息及び配当金の受取額 66,664 57,787

利息の支払額 △665 △660

法人税等の支払額 △96,805 △105,633

営業活動によるキャッシュ・フロー 192,716 334,874

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 △120,000 △138,000

有価証券の償還による収入 － 120,000

有形固定資産の取得による支出 △21,649 △16,745

無形固定資産の取得による支出 △12,531 △1,668

投資有価証券の取得による支出 △102,160 △444

投資有価証券の償還による収入 100,000 100,000

差入保証金の差入による支出 △15,863 △1,252

差入保証金の回収による収入 11,899 2,551

保険積立金の解約による収入 － 71,697

その他 △18,862 △18,479

投資活動によるキャッシュ・フロー △179,167 117,659

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 160,000 385,000

短期借入金の返済による支出 △160,000 △385,000

リース債務の返済による支出 △970 △740

自己株式の取得による支出 △30,202 －

配当金の支払額 △98,394 △97,048

財務活動によるキャッシュ・フロー △129,567 △97,788

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △116,018 354,745

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期末残高 2,481,631 2,836,376
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該当事項はありません。

（５）継続企業の前提に関する注記
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㈱丸誠環境システムズ

㈱エム・エス・エス

PT TOKYO TECHNICAL SERVICE INDONESIA

PT TOKYO TECHNICAL SERVICE INDONESIAは、現在清算中であり、総資産、当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼして

いないため、連結の範囲から除外しております。

PT TOKYO TECHNICAL SERVICE INDONESIA

なお、関連会社はありません。

PT TOKYO TECHNICAL SERVICE INDONESIAは、現在清算中であり、当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であるため、持分法の適用から除外して

おります。

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

償却原価法（定額法）を採用しております。

連結決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

なお、組込デリバティブの時価を区分して測定できない複合金融商品については、複合金融

商品全体を時価評価し、評価差額を当連結会計年度の損益に計上しております。

移動平均法による原価法を採用しております。

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 ２社

主要な連結子会社の名称

(2) 主要な非連結子会社の名称

連結の範囲から除いた理由

2. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用していない非連結子会社の名称

持分法を適用しない理由

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

4. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

ａ 満期保有目的の債券

ｂ その他有価証券

時価のあるもの

時価のないもの

② たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産
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評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

移動平均法

個別法

終仕入原価法

定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法を採用

しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 ７～50年

ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以

前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。

従業員の退職金の支出に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しております。

過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）に

よる定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）による定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しており

ます。

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しておりま

す。

ａ 商品及び製品

ｂ 仕掛品

ｃ 原材料及び貯蔵品

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

② 無形固定資産（リース資産を除く）

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

② 賞与引当金

③ 退職給付引当金

④ 役員退職慰労引当金

(4) 重要な収益及び費用の計上基準

株式会社丸誠(2434)　平成24年３月期　決算短信

― 16 ―



完成工事高の計上は、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事

完成基準を適用しております。

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動については僅少

なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

(5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理
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1. 前連結会計年度において、「営業外収益」の「雑収入」に含めていた「保険解約返戻金」は、営業

外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。こ

の表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「雑収入」に表示してい

た10,613千円は、「保険解約返戻金」4,192千円、「雑収入」6,420千円として組み替えております。

2. 前連結会計年度において、「営業外費用」の「雑損失」に含めていた「リース解約損」は、営業外

費用の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この

表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「雑損失」に表示してい

た465千円は、「リース解約損」29千円、「雑損失」436千円として組み替えております。

1. 前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「保

険解約返戻金」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。こ

の表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」の「その他」に表示していた3,013千円は、「保険解約返戻金」△4,192千円、「その

他」7,205千円として組み替えております。

（７）表示方法の変更

（連結損益計算書関係）

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
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当連結会計年度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。

（８）追加情報
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当社グループは、ビルメンテナンス等の役務提供並びにこれらの付随業務の単一セグメントである

ため、記載を省略しております。

（９）連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報）

1.  報告セグメントの概要
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(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 891円55銭 910円03銭

１株当たり当期純利益金額 26円25銭 31円28銭

項目
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(千円) 142,659 169,130

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 142,659 169,130

普通株式の期中平均株式数(株) 5,433,604 5,406,681

項目
前連結会計年度

(平成23年３月31日)
当連結会計年度

(平成24年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 4,820,318 4,920,267

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 4,820,318 4,920,267

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
株式の数(株)

5,406,681 5,406,681
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該当事項はありません。

（重要な後発事象）
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該当事項はありません。

内容が定まり次第、別途開示いたします。

５．その他

（１）役員の異動

①代表者の異動

②その他の役員の異動
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