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1.  平成25年6月期第1四半期の連結業績（平成24年7月1日～平成24年9月30日） 

（注） 当社は平成24年５月１日付で当社普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。このため、平成24年６月期第１四半期の１株当たり四半
期純利益は、当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたものと仮定して算定しております。 

(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6月期第1四半期 1,494 2.2 97 △26.7 97 △26.1 48 △21.9
24年6月期第1四半期 1,462 0.2 133 △10.9 132 △7.8 62 △10.0

（注）包括利益 25年6月期第1四半期 50百万円 （△13.3％） 24年6月期第1四半期 58百万円 （△10.6％）

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6月期第1四半期 11.59 11.19
24年6月期第1四半期 12.60 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年6月期第1四半期 4,993 1,658 32.5
24年6月期 4,328 1,935 43.9
（参考） 自己資本   25年6月期第1四半期  1,622百万円 24年6月期  1,899百万円

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6月期 ― 0.00 ― 17.00 17.00
25年6月期 ―
25年6月期（予想） 0.00 ― 17.00 17.00

3. 平成25年 6月期の連結業績予想（平成24年 7月 1日～平成25年 6月30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) 2,959 △1.1 96 △70.5 97 △70.1 41 △74.6 10.37
通期 6,061 △1.4 200 △62.4 221 △58.7 97 △68.4 25.12



(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） 詳細は、四半期決算短信（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） 

（注） 当社は平成24年５月１日付で当社普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。このため、平成24年６月１Ｑの期中平均株式数（四半
期累計）は、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して算定しております。 

※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きは終了しておりません。 

※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、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については、四半期決算
短信（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。 

※  注記事項

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6月期1Q 5,987,000 株 24年6月期 5,985,000 株
② 期末自己株式数 25年6月期1Q 2,230,156 株 24年6月期 1,534,956 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年6月期1Q 4,218,978 株 24年6月期1Q 4,970,134 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかなデフレ状況が継続するなか、復興関連需要にともな

う設備投資や個人消費はやや回復基調にあるものの、長引く円高株安傾向や欧州諸国を発端とする海外経済の減速

による景気低迷、失業率の高まり等による米国での景気回復の鈍化、中国やアジア新興国経済の成長鈍化等によ

り、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 当社グループが主力とする社宅管理事務代行事業においては、一部の顧客について、これまで先送りになってき

た制度コンサルティングの引き合いや新たなアウトソーシング導入の案件等が徐々に顕在化するなか、当社は既存

顧客のリピート率の維持向上と新規顧客獲得を目指し、「マーカスさん」「得々サービス（初期費用削減サービ

ス）」など優位性の高い営業活動を積極的に行ってまいりました。一方で、競合他社との比較検討や価格競争は依

然厳しさを増しており、予断を許さない状況にあります。 

 施設総合管理事業においては、マンション管理費用の見直し要請や競合他社との競争が引き続き厳しいなか、修

繕工事などの居住性能の向上や維持するための需要は増加傾向にありましたが、全体的には投資に対する慎重姿勢

が続いております。 

 このような経営環境の下、当社グループは、「サービス継続による価値 大化」を基本に、ストックビジネスの

維持拡大と将来成長のための投資実行とともに、一方で、業務生産性の向上と促進、コスト低減などに取り組んで

まいりました。 

 その結果、売上高14億94百万円（前年同期比2.2％増）、営業利益97百万円（同26.7％減）、経常利益97百万円

（同26.1％減）、四半期純利益は48百万円（同21.9％減）となりました。 

  

セグメントの業績は、次の通りであります。 

  

① 社宅管理事務代行事業 

 当第１四半期連結累計期間の業績は、受託収入の根幹となる業務委託料及びその他の収入が概ね堅調に推移

した結果、売上高は７億10百万円（前年同期比0.8％減）となりました。利益面では、将来成長のための投資を

実行したこともあり、営業利益は１億円（同26.2％減）となりました。なお、当事業の業績は概ね計画通りに

進捗いたしました。 

  

② 施設総合管理事業 

 当第１四半期連結累計期間の業績は、一部修繕工事の前倒し案件等が重なったこともあり、売上高は前年同

期を上回る７億83百万円（前年同期比5.0％増）となりました。利益面では、引き続き間接業務の効率化などの

原価低減に努めてきたこと、また一部経費の先送りが発生したこともあり、営業損失は３百万円（前年同期は

営業損失４百万円、販売費及び一般管理費にのれん償却27百万円を計上）となりました。なお、当事業の業績

は概ね計画通りに進捗いたしました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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６億64百万円増加し、49億93百万円となり

ました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ６億44百万円増加し、41億24百万円となりました。これは主に営業立替

金の増加５億71百万円によるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ20百万円増加し、８億68百万円となりました。これは主に工具器具備品

の増加33百万円、ソフトウエアの増加13百万円、のれんの償却27百万円によるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ９億41百万円増加し、33億34百万円となりま

した。流動負債は、前連結会計年度末に比べ９億37百万円増加し、31億79百万円となりました。これは主に短期借

入金の増加11億２百万円によるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、利益剰余金の減少26百万円、自己株式の買取２億51百万円等により

前連結会計年度末に比べ２億76百万円減少し、16億58百万円となりました。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年８月14日に公表いたしました業績予想に変更はありません。なお、第２四半期以降も事業展開に即した

投資計画を行ってまいります。 

     

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  

該当事項はありません。     

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更）  

 当社及び連結子会社は、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７月１日以後に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 この変更による当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,787,664 1,950,047

売掛金 262,636 166,221

営業立替金 1,126,073 1,697,775

商品 1,422 1,440

仕掛品 3,550 6,820

原材料及び貯蔵品 2,966 2,996

その他 298,476 301,769

貸倒引当金 △2,981 △2,770

流動資産合計 3,479,808 4,124,300

固定資産   

有形固定資産 111,525 134,290

無形固定資産   

のれん 90,038 62,541

その他 205,327 229,164

無形固定資産合計 295,365 291,705

投資その他の資産 441,665 442,709

固定資産合計 848,555 868,704

資産合計 4,328,363 4,993,005

負債の部   

流動負債   

買掛金 298,654 238,604

短期借入金 577,000 1,679,000

未払法人税等 147,411 57,932

営業預り金 493,365 456,353

賞与引当金 27,480 96,095

役員賞与引当金 23,309 5,215

その他 675,544 646,580

流動負債合計 2,242,765 3,179,782

固定負債   

退職給付引当金 150,572 154,931

固定負債合計 150,572 154,931

負債合計 2,393,337 3,334,713

純資産の部   

株主資本   

資本金 603,250 603,562

資本剰余金 350,499 350,811

利益剰余金 1,517,837 1,491,085

自己株式 △537,527 △789,189

株主資本合計 1,934,060 1,656,269

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △35,006 △33,328

その他の包括利益累計額合計 △35,006 △33,328

新株予約権 35,972 35,350

純資産合計 1,935,026 1,658,291

負債純資産合計 4,328,363 4,993,005
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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７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 1,462,322 1,494,322

売上原価 1,140,856 1,201,713

売上総利益 321,465 292,609

販売費及び一般管理費 188,083 194,833

営業利益 133,382 97,776

営業外収益   

受取利息 101 115

受取配当金 117 116

受取手数料 267 280

未払配当金除斥益 133 －

その他 63 114

営業外収益合計 683 627

営業外費用   

投資事業組合運用損 1,504 143

支払補償費 36 135

自己株式取得費用 － 250

その他 115 －

営業外費用合計 1,655 528

経常利益 132,410 97,874

特別利益   

固定資産売却益 － 1,789

特別利益合計 － 1,789

特別損失   

固定資産除却損 － 123

投資有価証券評価損 2,037 －

災害による損失 5,000 －

特別損失合計 7,037 123

税金等調整前四半期純利益 125,372 99,540

法人税等 62,745 50,642

少数株主損益調整前四半期純利益 62,627 48,898

四半期純利益 62,627 48,898
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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７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年７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 62,627 48,898

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,294 1,677

その他の包括利益合計 △4,294 1,677

四半期包括利益 58,332 50,575

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 58,332 50,575

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。     

   

  当社は、平成24年９月11日開催の取締役会決議に基づき、平成24年９月12日に当社普通株式695,200株を取得い

たしました。この結果、当第１四半期連結会計期間末において自己株式が251,662千円増加しております。   

   

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 （注）１．セグメント利益又は損失（△）の「調整額」は、セグメント間取引消去であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年７月１日 至 平成24年９月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 （注）１．セグメント利益又は損失（△）の「調整額」は、セグメント間取引消去であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

   

   

（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

（５）セグメント情報等

  

報告セグメント 

合計  

（千円） 

調整額 

（千円）  

(注)１  

四半期連結

損益計算書

計上額 

（千円） 

(注)２ 

社宅管理事

務代行事業 

（千円） 

施設総合管

理事業 

（千円） 

売上高           

（1）外部顧客への売上高  716,035  746,287  1,462,322  －  1,462,322

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 96  1,236  1,333  (1,333)  －

計  716,131  747,524  1,463,656  (1,333)  1,462,322

セグメント利益又は損失

（△） 
 136,648  △4,372  132,275  1,106  133,382

  

報告セグメント 

合計  

（千円） 

調整額 

（千円）  

(注)１  

四半期連結

損益計算書

計上額 

（千円） 

(注)２ 

社宅管理事

務代行事業 

（千円） 

施設総合管

理事業 

（千円） 

売上高           

（1）外部顧客への売上高  710,544  783,778  1,494,322  －  1,494,322

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 96  1,186  1,282  (1,282)  －

計  710,640  784,964  1,495,605  (1,282)  1,494,322

セグメント利益又は損失

（△） 
 100,840  △3,276  97,563  212  97,776
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