
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
   

   

 
 

(％表示は、対前期増減率) 
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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）
（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 6,029 △3.2 193 △11.8 227 △16.4 72 △53.9
24年３月期第２四半期 6,227 10.9 219 105.0 272 166.8 157 170.9

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 129百万円( △7.2％) 24年３月期第２四半期 139百万円( 246.4％)

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 13.45 ―
24年３月期第２四半期 29.20 ―

（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２四半期 6,641 4,952 74.6
24年３月期 6,541 4,920 75.2

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 4,952百万円 24年３月期 4,920百万円

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 ― 18.00 18.00

25年３月期 ― 0.00

25年３月期(予想) ― 20.00 20.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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

通期 12,000 △1.1 380 20.2 427 3.3 193 14.6 35.84

(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

（注）詳細は、添付資料P.３「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項」（２）四半期連結財務諸表の作成に特
有の会計処理の適用をご覧ください。 
 

（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P.３「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２Ｑ 5,540,000株 24年３月期 5,540,000株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 133,396株 24年３月期 133,319株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 5,406,659株 24年３月期２Ｑ 5,406,681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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 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、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「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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州経済の長期停滞に加え、中国の景気減速、円

の高止まり等により、引き続き不透明なまま推移しました。  

当ビルメンテナンス業界におきましては、常に省エネ等のコスト低減ニーズに対応し、さらに、より

快適な環境確保に向けたサービスの提供に努めるなど、価格及び品質の両面での対応が求められる市場

環境となっております。  

このような情勢の下、当社グループの売上高は6,029百万円と前年同四半期と比べ197百万円

（3.2％）の減収となりました。  

利益面につきましては、営業利益は193百万円と前年同四半期と比べ25百万円（11.8％）の減益とな

り、経常利益は227百万円と前年同四半期と比べ44百万円（16.4％）の減益となりました。また、特別

損失に親会社株式評価損90百万円、その他18百万円を計上したことから、四半期純利益は72百万円と前

年同四半期と比べ85百万円（53.9％）の減益となりました。 

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

載は行っておりません。  

  

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は6,641百万円となり、前連結会計年度末比99百万円の増加

となりました。この内、流動資産は5,358百万円と前連結会計年度末比147百万円増加し、固定資産は

1,283百万円と前連結会計年度末比48百万円の減少となりました。流動資産の増加は、主として有価証

券が205百万円、その他が41百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が204百万円、現金及び預金が

192百万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、有形固定資産が33百万円、

無形固定資産が15百万円減少したことによるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は1,688百万円となり、前連結会計年度末比67百万円の増加

となりました。この内、流動負債は1,496百万円と前連結会計年度末比59百万円増加し、固定負債は191

百万円と前連結会計年度末比８百万円の増加となりました。流動負債の増加は、主として未払法人税等

が47百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が100百万円、その他が７百万円増加したことによる

ものであります。また、固定負債の増加は、主として役員退職慰労引当金が４百万円減少したものの、

退職給付引当金が13百万円増加したことによるものであります。  

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は4,952百万円となり、前連結会計年度末比32百万円の増

加となりました。これは、主として剰余金の配当などにより利益剰余金が24百万円減少したものの、そ

の他有価証券評価差額金が57百万円増加したことによるものであります。  

  

現時点では、当初見込んでいる以外の業績変動は想定されず、平成24年５月11日発表の業績予想に変

更はありません。 

今後、何らかの変化がある場合には、適時開示してまいります。 

  

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。 

  

  

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税

効果会計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し

ております。 

  

  

当社及び国内連結子会社は、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。 

当該変更に伴う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

①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

（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）
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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 2,836,376 3,028,991

受取手形及び売掛金 1,640,829 1,845,679

有価証券 373,240 167,590

商品及び製品 103 102

仕掛品 2,855 1,634

原材料及び貯蔵品 3,098 3,098

その他 364,964 323,140

貸倒引当金 △10,986 △11,869

流動資産合計 5,210,480 5,358,367

固定資産   

有形固定資産 255,980 222,922

無形固定資産 105,011 89,251

投資その他の資産   

投資その他の資産 971,393 972,087

貸倒引当金 △955 △955

投資その他の資産合計 970,437 971,132

固定資産合計 1,331,430 1,283,307

資産合計 6,541,910 6,641,674

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 599,361 700,089

未払法人税等 98,448 50,700

賞与引当金 311,932 310,454

その他 428,152 435,723

流動負債合計 1,437,894 1,496,968

固定負債   

退職給付引当金 146,061 159,994

役員退職慰労引当金 35,094 30,123

その他 2,592 1,805

固定負債合計 183,748 191,922

負債合計 1,621,642 1,688,891

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 4,393,210 4,368,602

自己株式 △57,814 △57,852

株主資本合計 4,986,395 4,961,750

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △66,128 △8,967

その他の包括利益累計額合計 △66,128 △8,967

純資産合計 4,920,267 4,952,782

負債純資産合計 6,541,910 6,641,674
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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 6,227,133 6,029,687

売上原価 5,411,876 5,265,756

売上総利益 815,256 763,930

販売費及び一般管理費 595,858 570,389

営業利益 219,398 193,540

営業外収益   

受取利息 23,089 26,398

受取配当金 2,843 3,096

その他 32,614 11,077

営業外収益合計 58,547 40,572

営業外費用   

支払利息 311 300

デリバティブ評価損 2,700 5,690

賃貸借契約解約損 1,549 －

その他 970 414

営業外費用合計 5,531 6,405

経常利益 272,413 227,707

特別損失   

親会社株式評価損 － 90,824

その他 － 18,071

特別損失合計 － 108,895

税金等調整前四半期純利益 272,413 118,812

法人税等 114,518 46,099

少数株主損益調整前四半期純利益 157,895 72,712

四半期純利益 157,895 72,712
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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 157,895 72,712

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △17,951 57,160

その他の包括利益合計 △17,951 57,160

四半期包括利益 139,944 129,873

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 139,944 129,873

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
(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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 272,413 118,812

減価償却費 28,701 26,553

貸倒引当金の増減額（△は減少） 657 882

賞与引当金の増減額（△は減少） 17,427 △1,477

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16,865 13,933

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △33,083 △4,971

受取利息及び受取配当金 △25,932 △29,494

支払利息 311 300

デリバティブ評価損益（△は益） 2,700 5,690

賃貸借契約解約損 1,549 －

親会社株式評価損益（△は益） － 90,824

売上債権の増減額（△は増加） △104,675 △204,850

たな卸資産の増減額（△は増加） 23,953 1,222

仕入債務の増減額（△は減少） 86,388 100,728

その他の流動負債の増減額（△は減少） 14,885 15,146

その他 △4,929 11,971

小計 263,499 145,272

利息及び配当金の受取額 32,531 27,088

利息の支払額 △311 △300

法人税等の支払額 △49,644 △93,547

営業活動によるキャッシュ・フロー 246,075 78,512

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 △46,000 △46,000

有価証券の償還による収入 40,000 246,000

有形固定資産の取得による支出 △11,874 △15,462

有形固定資産の売却による収入 － 37,270

投資有価証券の取得による支出 △216 △222

その他 56,120 △10,040

投資活動によるキャッシュ・フロー 38,029 211,544

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 80,000 135,000

短期借入金の返済による支出 △80,000 △135,000

リース債務の返済による支出 △370 △370

自己株式の取得による支出 － △39

配当金の支払額 △96,936 △97,031

財務活動によるキャッシュ・フロー △97,306 △97,442

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 186,798 192,615

現金及び現金同等物の期首残高 2,481,631 2,836,376

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,668,429 3,028,991
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該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

 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）

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

 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）
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