
 

 
 
 
 

 
 
 
   
 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
     

   

 
 

(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日）

（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 ％

25年３月期第１四半期 2,401 0.7 65 △16.9 93 △ 6.5 63 △25.3
24年３月期第１四半期 2,383 △3.5 78 179.9 100 90.7 84 166.5
(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 6百万円( △94.3％) 24年３月期第１四半期 107百万円( ―％)

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

25年３月期第１四半期 7.84 ―
24年３月期第１四半期 10.49 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第１四半期 7,496 5,745 76.6
24年３月期 7,545 5,812 77.0
(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 5,745百万円 24年３月期 5,812百万円

２．配当の状況

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

24年３月期 ― 0.00 ― 9.00 9.00
25年３月期 ―
25年３月期(予想) 0.00 ― 9.00 9.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

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）

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) 4,740 0.1 125 △10.9 175 △7.8 120 △15.4 14.87

通期 9,800 1.9 355 4.9 450 2.2 270 9.5 33.45
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

(注)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別すること
が困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事
項」（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期１Ｑ 9,000,000株 24年３月期 9,000,000株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 928,631株 24年３月期 928,631株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 8,071,369株 24年３月期１Ｑ 8,071,599株

※ 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いません。 

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興に伴い緩やかな景気回復が

見られましたものの、解決の目処が立たない欧州金融危機や長期にわたって続く円高の影響もあり、景気

の先行きは依然不透明なまま推移いたしました。 

ビルメンテナンス・警備業界におきましても、不安定な経済情勢において企業業績の動向や個人消費・

所得環境も不透明な状況が続く中、同業者間における業務獲得競争は新規物件、既存物件を問わず、ます

ます激化しております。 

このような経営環境の下で、当社グループは、各事業において新規業務、スポット業務や既存顧客から

の追加業務の獲得を目指し、積極的に営業活動を展開いたしました。 

その結果、東京都内の大学においては清掃業務を、名古屋地区及び関西地区においては百貨店の警備業

務を新規受注いたしました。また、既存のお客様より神奈川県内の商業施設の設備修繕業務を受注いたし

ました。しかしながら、新規業務立ち上げに係る先行費用の増加に加え、仕様変更や減額の要請ならびに

解約も発生いたしました。 

以上により、当第１四半期連結累計期間における売上高は、２４億１百万円（前年同四半期比０．７％

増）、営業利益６千５百万円（同１６．９％減）、経常利益９千３百万円（同６．５％減）、四半期純利

益６千３百万円(同２５．３％減)となりました。 

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ４千８百万円減少して７４億９千６

百万円となりました。このうち流動資産は、８千９百万円増加して４１億５千９百万円となりました。こ

れは主として、有価証券が２億円増加した一方で、現金及び預金が７千３百万円、受取手形及び売掛金が

５千７百万円減少したことによるものであります。また、固定資産は前連結会計年度末に比べ１億３千８

百万円減少して３３億３千７百万円となりました。これは主として、土地が４千１百万円増加した一方

で、投資有価証券が８千４百万円、投資その他の資産その他の長期預金が１億円減少したことによるもの

であります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ１千７百万円増加して１７億５千１百万円となりました。このうち流

動負債は、前連結会計年度末に比べ６千４百万円増加して１０億１千４百万円となりました。これは主と

して、流動負債その他の未払費用が１億７千５百万円増加した一方で、賞与引当金が８千８百万円、買掛

金が７千３百万円減少したことによるものであります。また、固定負債は前連結会計年度末に比べ４千６

百万円減少して７億３千６百万円となりました。これは主として、負ののれんが１千１百万円、固定負債

その他の長期未払金が１千万円減少したことによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ６千６百万円減少して５７億４千５百万円となりました。これは主

として、その他有価証券評価差額金が５千７百万円減少したことによるものであります。 

  

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因によって予想

値と異なる可能性があります。なお、平成２５年３月期の連結業績予想につきましては、平成２４年４月

２７日に「平成２４年３月期決算短信」で公表いたしました業績数値から変更はありません。 

  

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。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

なお、当該変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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

税金費用の計算

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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24年３月31日） 

当第１四半期連結会計期間 
（平成24年６月30日） 

資産の部   
流動資産   

現金及び預金 2,711,310 2,638,038 
受取手形及び売掛金 943,555 885,862 
有価証券 200,000 400,000 
商品及び製品 17,237 16,820 
原材料及び貯蔵品 21,620 25,472 
その他 177,569 194,949 
貸倒引当金 △1,733 △1,619 
流動資産合計 4,069,559 4,159,523 

固定資産   
有形固定資産   

土地 790,159 831,226 
その他（純額） 531,279 522,303 

有形固定資産合計 1,321,439 1,353,530 

無形固定資産   
のれん 31,500 27,562 
その他 9,340 8,308 
無形固定資産合計 40,840 35,870 

投資その他の資産   
投資有価証券 1,123,520 1,039,120 
その他 993,745 912,322 
貸倒引当金 △3,450 △3,450 
投資その他の資産合計 2,113,816 1,947,993 

固定資産合計 3,476,096 3,337,393 

資産合計 7,545,655 7,496,917 

負債の部   
流動負債   

買掛金 242,021 168,488 
短期借入金 50,000 50,000 
未払法人税等 27,397 33,373 
賞与引当金 141,205 52,468 
その他 489,692 710,511 
流動負債合計 950,316 1,014,841 

固定負債   
退職給付引当金 401,390 406,648 
負ののれん 114,668 103,108 
その他 267,045 226,571 

固定負債合計 783,104 736,327 

負債合計 1,733,420 1,751,169 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
（平成24年３月31日） 

当第１四半期連結会計期間 
（平成24年６月30日） 

純資産の部   
株主資本   

資本金 450,000 450,000 
資本剰余金 395,509 395,509 
利益剰余金 4,993,368 4,984,019 
自己株式 △267,760 △267,760 
株主資本合計 5,571,117 5,561,768 

その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 241,117 183,979 
その他の包括利益累計額合計 241,117 183,979 

純資産合計 5,812,234 5,745,747 

負債純資産合計 7,545,655 7,496,917 
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  (2)四半期連結損益及び包括利益計算書 
    第１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 

    至 平成23年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 

    至 平成24年６月30日） 

売上高 2,383,868 2,401,217 
売上原価 2,096,531 2,112,113 
売上総利益 287,336 289,103 

販売費及び一般管理費   
給料及び手当 46,963 56,393 
賞与引当金繰入額 8,868 9,336 
のれん償却額 3,937 3,937 
その他 149,134 154,263 

販売費及び一般管理費合計 208,903 223,930 

営業利益 78,433 65,173 

営業外収益   
受取利息 2,366 1,584 
受取配当金 4,547 5,648 
負ののれん償却額 11,560 11,560 
匿名組合投資利益 － 6,200 
雑収入 4,796 4,886 
営業外収益合計 23,271 29,879 

営業外費用   
支払利息 1,182 1,056 
雑損失 8 14 
営業外費用合計 1,190 1,070 

経常利益 100,514 93,982 

特別利益   
退職給付制度終了益 21,151 － 
特別利益合計 21,151 － 

特別損失   
固定資産廃棄損 62 164 

特別損失合計 62 164 

税金等調整前四半期純利益 121,602 93,817 

法人税等合計 36,914 30,524 
少数株主損益調整前四半期純利益 84,687 63,293 

四半期純利益 84,687 63,293 

少数株主損益調整前四半期純利益 84,687 63,293 

その他の包括利益   
その他有価証券評価差額金 23,152 △57,138 
その他の包括利益合計 23,152 △57,138 

四半期包括利益 107,840 6,155 

（内訳）   
親会社株主に係る四半期包括利益 107,840 6,155 
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当第１四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30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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