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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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2四半期 8,063 0.9 139 10.2 160 17.0 78 42.8
24年3月期第2四半期 7,990 2.2 126 24.2 136 32.4 54 677.5

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 71百万円 （31.6％） 24年3月期第2四半期 53百万円 （―％）

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2四半期 16.41 ―
24年3月期第2四半期 11.49 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 7,930 4,041 50.5
24年3月期 7,963 3,990 49.7
（参考） 自己資本  25年3月期第2四半期  4,008百万円 24年3月期  3,960百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
25年3月期 ― 5.00
25年3月期（予想） ― 5.00 10.00

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、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 16,200 △1.1 370 △2.0 400 △4.5 205 62.9 43.06



(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 

（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「サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。 

(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を実施しております。 

※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。 

※  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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 4,812,247 株 24年3月期 4,812,247 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 52,134 株 24年3月期 51,864 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 4,760,344 株 24年3月期2Q 4,762,758 株
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当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災の復興需要などを背景に、景気は緩やかな

がら回復傾向が見られたものの、欧州債務危機に伴う海外経済の減速懸念の高まりや、長期化する円高

の影響もあり、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

ビルメンテナンス業界におきましては、安全面も含めたより快適な環境維持や省エネルギーに対する

顧客ニーズが高まる一方、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、顧客の施設維持管理コストの削減意識は依然として強く、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、新たな省電力システムの提案を積極的に図ることや、エンジニアリン

グ部門と顧客との接点を拡大し、顧客の視点に立った専門性の高いサービスの提供をより迅速に行う体

制を整えること等を通じ、今までに増して顧客の多様化・高度化するニーズに応え、高品質なサービス

を提供することで、顧客との取引基盤の強化、業容拡大に取り組んでまいりました。 

これらの結果、当第２四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

上が前年同期を上回るとともに、期中の新規案件に係る売上も順調に推移したことにより、前年同期比

72百万円(0.9%)増加の80億63百万円となりました。 

また、利益面におきましては、営業利益は前年同期比12百万円(10.2%)増加の１億39百万円、経常利

益は同23百万円(17.0%)増加の１億60百万円となり、四半期純利益につきましては、同23百万円(42.8%)

増加の78百万円となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比33百万円減少の79億30百万円となりま

した。これは、未成業務支出金が61百万円減少したこと、およびリース資産（無形固定資産）が31百万

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84百万円減少の38億88百万円となりました。これは、長短借入金合計が72

百万円、買掛金が86百万円減少したこと、および未払法人税等が29百万円、リース債務（固定負債）が

28百万円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78百万円計上による増加、配当金の支払による23百万円の減少

等により、前連結会計年度末比50百万円増加の40億41百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末

比0.8ポイント増加し50.5%となりました。 

  

連結業績予想は、平成24年５月14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。  

  

  

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

後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。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（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）

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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,636,090 1,637,002

受取手形及び売掛金 2,296,404 2,319,438

未成業務支出金 70,634 9,562

貯蔵品 34,839 32,290

繰延税金資産 119,880 123,299

その他 212,987 221,932

貸倒引当金 △228 △229

流動資産合計 4,370,608 4,343,297

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 563,781 551,542

土地 549,645 538,820

その他（純額） 21,168 28,207

有形固定資産合計 1,134,595 1,118,570

無形固定資産   

のれん 39,943 32,681

リース資産 70,935 102,712

その他 23,877 20,954

無形固定資産合計 134,756 156,347

投資その他の資産   

保険積立金 925,104 944,972

繰延税金資産 102,514 103,897

その他 1,358,766 1,324,294

貸倒引当金 △62,396 △61,346

投資その他の資産合計 2,323,988 2,311,817

固定資産合計 3,593,340 3,586,735

資産合計 7,963,949 7,930,033
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 684,365 597,930

短期借入金 997,422 884,140

未払法人税等 68,671 98,252

賞与引当金 229,552 230,407

受注損失引当金 20,694 15,017

その他 1,032,821 1,056,534

流動負債合計 3,033,527 2,882,281

固定負債   

長期借入金 478,800 519,600

退職給付引当金 262,859 262,665

役員退職慰労引当金 89,715 89,715

リース債務 44,930 73,791

その他 63,648 60,542

固定負債合計 939,954 1,006,315

負債合計 3,973,481 3,888,596

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 2,700,560 2,758,734

自己株式 △16,461 △16,542

株主資本合計 3,974,458 4,032,552

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,873 △14,767

為替換算調整勘定 △10,595 △9,599

その他の包括利益累計額合計 △13,469 △24,367

少数株主持分 29,478 33,251

純資産合計 3,990,467 4,041,436

負債純資産合計 7,963,949 7,930,033
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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２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 7,990,649 8,063,007

売上原価 6,930,837 7,015,389

売上総利益 1,059,811 1,047,618

販売費及び一般管理費   

役員報酬 67,091 67,712

給料及び賞与 327,354 330,821

賞与引当金繰入額 33,657 38,443

賃借料 132,908 114,907

貸倒引当金繰入額 △330 △1,049

その他 372,920 357,718

販売費及び一般管理費合計 933,601 908,554

営業利益 126,209 139,063

営業外収益   

受取利息 6,584 6,197

受取配当金 2,742 2,031

持分法による投資利益 7,606 13,455

その他 11,128 17,715

営業外収益合計 28,061 39,398

営業外費用   

支払利息 8,211 7,481

投資事業組合運用損 － 7,329

保険解約損 4,582 －

その他 4,638 3,607

営業外費用合計 17,432 18,419

経常利益 136,839 160,043

特別利益   

固定資産売却益 － 1,409

投資有価証券売却益 － 2,832

特別利益合計 － 4,241

特別損失   

投資有価証券売却損 － 5

特別損失合計 － 5

税金等調整前四半期純利益 136,839 164,279

法人税、住民税及び事業税 61,281 80,838

法人税等調整額 18,178 1,536

法人税等合計 79,459 82,374

少数株主損益調整前四半期純利益 57,379 81,904

少数株主利益 2,653 3,773

四半期純利益 54,725 78,130
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 57,379 81,904

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,602 △11,893

為替換算調整勘定 1,184 995

その他の包括利益合計 △3,417 △10,898

四半期包括利益 53,961 71,005

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 51,307 67,232

少数株主に係る四半期包括利益 2,653 3,773
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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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