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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） 

 

(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 ％

25年3月期第1四半期 467 9.2 86 29.5 89 29.1 53 36.7
24年3月期第1四半期 427 ― 66 ― 69 ― 38 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 53百万円 （38.4％） 24年3月期第1四半期 38百万円 （―％）

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 4.93 ―

24年3月期第1四半期 3.60 ―

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

25年3月期第1四半期 2,125 1,702 80.1 157.89
24年3月期 2,372 1,692 71.3 156.96

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  1,702百万円 24年3月期  1,692百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― 4.00 4.00

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）

（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

第2四半期(累計) 880 △3.8 120 △10.3 125 △10.9 70 △10.3 6.49
通期 2,150 1.1 325 △9.8 336 △9.8 190 △5.3 17.62



(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
半期連結財務諸表に対する四半期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。 

※  注記事項

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） 25年3月期1Q 10,796,000 株 24年3月期 10,796,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 14,486 株 24年3月期 14,386 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 10,781,539 株 24年3月期1Q 10,782,412 株
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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、復興需要等を背景に緩やかに持ち直しつつあるも

のの、先行きについては、東日本大震災の影響による電力供給の制約、海外経済の減速懸念及び円高等

により、不透明なまま推移いたしました。 

このような状況下、当社グループは、「快適な都市環境・オフィス空間の提供をサポートするトータ

ルプロパティコーディネーター」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てまいりました。 

以上の結果、当第１四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467,359千円（前年

同期比9.2％増）、営業利益86,729千円（同29.5％増）、経常利益89,853千円（同29.1％増）、四半期

純利益53,113千円（同36.7％増）となりました。 

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

力いたしました。この結果、売上高は156,499千円（前年同期比2.8％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、既存駐車場が計画

を上回る稼働で推移したこと、また、前年下半期に獲得した大型の新規月極契約等も寄与し、売上高は

167,017千円（前年同期比36.5％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いたしました。この結

果、売上高は123,324千円（前年同期比0.7％減）となりました。 

④その他  

保険代理業務の受注拡大に注力いたしました。この結果、売上高は20,517千円（前年同期比0.7％

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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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における総資産は、関係会社への貸付金が100,000千円増加したもの

の、現金及び預金が279,578千円減少したこと、また、完成工事未収入金が67,322千円減少したこと等

により、前連結会計年度末に比べ247,643千円減少いたしました。 

 負債は、保険代理業務等における預り金が212,183千円減少したこと、また、工事未払金が55,987千

円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ257,714千円減少いたしました。 

 純資産は、配当金の支払43,126千円、四半期純利益53,113千円を計上したこと等により、前連結会計

年度末に比べ10,070千円増加いたしました。 

以上の結果、総資産は2,125,321千円、負債合計は423,014千円、純資産合計は1,702,307千円、自己

資本比率は80.1％、1株当たり純資産額は157円89銭となりました。 

  

業績予想につきましては、平成24年５月10日発表の「平成24年3月期 決算短信」に記載の業績予想か

らの変更はありません。 

（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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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 812,031 532,452

受取手形及び売掛金 47,770 57,556

完成工事未収入金 157,579 90,256

未成工事支出金 10,299 301

関係会社短期貸付金 1,100,000 1,200,000

繰延税金資産 19,753 15,644

その他 31,536 38,569

貸倒引当金 △447 △281

流動資産合計 2,178,523 1,934,498

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 △5,305 △5,354

建物及び構築物（純額） 1,228 1,179

機械装置及び運搬具 1,257 1,257

減価償却累計額 △890 △936

機械装置及び運搬具（純額） 366 320

土地 22,048 22,048

その他 25,199 26,145

減価償却累計額 △13,442 △13,147

その他（純額） 11,757 12,997

有形固定資産合計 35,401 36,547

無形固定資産   

のれん 67,313 62,505

その他 7,013 6,581

無形固定資産合計 74,326 69,087

投資その他の資産   

投資有価証券 18,866 19,015

敷金及び保証金 47,217 47,017

繰延税金資産 15,894 16,478

その他 13,512 13,454

貸倒引当金 △10,778 △10,778

投資その他の資産合計 84,713 85,188

固定資産合計 194,442 190,823

資産合計 2,372,965 2,125,321
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 45,330 48,988

工事未払金 114,718 58,730

未払法人税等 40,927 34,855

前受金 33,900 41,567

預り金 315,780 103,597

賞与引当金 11,659 4,827

その他 15,082 25,672

流動負債合計 577,399 318,239

固定負債   

長期預り敷金 77,845 78,865

退職給付引当金 25,483 25,909

固定負債合計 103,329 104,774

負債合計 680,728 423,014

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,072,060 1,072,060

利益剰余金 619,590 629,577

自己株式 △1,839 △1,851

株主資本合計 1,689,811 1,699,786

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,425 2,520

その他の包括利益累計額合計 2,425 2,520

純資産合計 1,692,236 1,702,307

負債純資産合計 2,372,965 2,125,321
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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 427,917 467,359

売上原価 294,664 309,895

売上総利益 133,253 157,463

販売費及び一般管理費 66,257 70,734

営業利益 66,996 86,729

営業外収益   

受取利息 2,445 2,862

受取配当金 162 197

雑収入 353 63

営業外収益合計 2,961 3,124

営業外費用   

雑損失 331 －

営業外費用合計 331 －

経常利益 69,625 89,853

税金等調整前四半期純利益 69,625 89,853

法人税、住民税及び事業税 16,421 33,266

法人税等調整額 14,358 3,472

法人税等合計 30,779 36,739

少数株主損益調整前四半期純利益 38,846 53,113

四半期純利益 38,846 53,113
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 四半期連結包括利益計算書 
 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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 38,846 53,113

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △387 95

その他の包括利益合計 △387 95

四半期包括利益 38,459 53,209

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 38,459 53,209

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

  

 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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