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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31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３四半期 7,267 1.4 231 △9.3 311 △6.5 207 15.3
24年３月期第３四半期 7,168 △2.6 255 20.3 333 22.4 179 34.5

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 229百万円( 23.9％) 24年３月期第３四半期 185百万円( 90.7％)

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３四半期 25.68 ―
24年３月期第３四半期 22.26 ―

（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３四半期 7,692 5,968 77.6
24年３月期 7,545 5,812 77.0

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 5,968百万円 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 ― 0.00 ―

25年３月期(予想) 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 ： 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 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

（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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 8,071,369株 24年３月期３Ｑ 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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後の復興需要による緩やかな回復が見

られましたものの、欧州金融危機などに影響された為替市場においては円高が長期化し、景気回復への見

通しは先行き不透明な状態が続きました。 

平成24年12月には、総選挙による政権交代への期待と誕生した新内閣の政策発表により円高が幾分解消

され、日経平均株価も１万円台を回復いたしましたが、増税や社会保険料率の上昇を控え、個人消費の増

加や企業業績の回復は依然として不明確な状況で推移しております。 

ビルメンテナンス・警備業界におきましては、委託業者の選定・見直しに入札方式が採用される頻度は

上がり、仕様や契約金額の変更要請は増加しております。また、新規業務の獲得、既存業務の維持に関し

ましては、所得環境に対する将来的な不安から個人消費が伸び悩むことが予想され、企業業績の見通しが

立たない中で、お客様のコスト削減意識が強くなるに伴い、さらに厳しさを増すものと推測されます。 

このような経営環境の中、当社グループは各事業において積極的に営業活動を展開し、新規業務、スポ

ット業務及び既存のお客様からの追加業務の獲得を目指しました。 

その結果、東京都内においては大学の清掃業務を、静岡地区、名古屋地区及び大阪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、既存のお客様より東京・銀座のオフィスビルの総合管理業

務、神奈川県内の商業施設の設備修繕業務、コールセンターの規模拡大に伴う追加業務を受注することが

できました。しかしながら、仕様の見直しなどによる減額や失注・解約があったほか、入札に伴う低価受

注や新規受注業務において募集費、人件費などの先行費用も発生いたしました。 

以上により、当第３四半期連結累計期間における売上高は、７２億６千７百万円（前年同四半期比１．

４％増）、営業利益２億３千１百万円（同９．３％減）、経常利益３億１千１百万円（同６．５％減）、

四半期純利益２億７百万円(同１５．３％増)となりました。 

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第３四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１億４千７百万円増加して７６億９

千２百万円となりました。このうち流動資産は、４千４百万円増加して４１億１千４百万円となりまし

た。これは主として、有価証券が２億１百万円増加した一方で、現金及び預金が１億１千３百万円減少し

たことによるものであります。また、固定資産は前連結会計年度末に比べ１億２百万円増加して３５億７

千８百万円となりました。これは主として、投資有価証券が１億４千３百万円増加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９百万円減少して１７億２千３百万円となりました。このうち流動負

債は、前連結会計年度末に比べ１千７百万円減少して９億３千２百万円となりました。これは主として、

未払法人税等が７千８百万円増加した一方で、賞与引当金が９千１百万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８百万円増加して７億９千１百万円となりました。これ

は主として、固定負債その他のリース債務が３千９百万円増加した一方で、負ののれんが３千４百万円減

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１億５千６百万円増加して５９億６千８百万円となりました。これ

は主として、利益剰余金が１億３千４百万円増加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、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３四半期連結会計期間 
（平成24年12月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,711,310 2,598,084

受取手形及び売掛金 943,555 879,890

有価証券 200,000 401,491

商品及び製品 17,237 17,355

原材料及び貯蔵品 21,620 23,035

その他 177,569 196,142

貸倒引当金 △1,733 △1,687

流動資産合計 4,069,559 4,114,312

固定資産   

有形固定資産   

土地 790,159 831,226

その他（純額） 531,279 503,014

有形固定資産合計 1,321,439 1,334,241

無形固定資産   

のれん 31,500 19,687

その他 9,340 6,780

無形固定資産合計 40,840 26,468

投資その他の資産   

投資有価証券 1,123,520 1,267,278

その他 993,745 953,952

貸倒引当金 △3,450 △3,450

投資その他の資産合計 2,113,816 2,217,780

固定資産合計 3,476,096 3,578,490

資産合計 7,545,655 7,692,803

負債の部   

流動負債   

買掛金 242,021 175,929

短期借入金 50,000 50,000

未払法人税等 27,397 105,912

賞与引当金 141,205 49,495

その他 489,692 551,365

流動負債合計 950,316 932,702

固定負債   

退職給付引当金 401,390 405,613

負ののれん 114,668 79,987

その他 267,045 305,532

固定負債合計 783,104 791,134

負債合計 1,733,420 1,723,836
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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３四半期連結会計期間 
（平成24年12月31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 5,127,963

自己株式 △267,760 △267,760

株主資本合計 5,571,117 5,705,712

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 241,117 263,253

その他の包括利益累計額合計 241,117 263,253

純資産合計 5,812,234 5,968,966

負債純資産合計 7,545,655 7,692,803
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 (2)四半期連結損益及び包括利益計算書 
  第３四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 

   至 平成23年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 

   至 平成24年12月31日） 

売上高 7,168,691 7,267,343

売上原価 6,324,118 6,412,146

売上総利益 844,573 855,197

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 142,694 145,683

賞与引当金繰入額 4,857 4,874

のれん償却額 11,812 11,812

その他 429,741 461,032

販売費及び一般管理費合計 589,104 623,402

営業利益 255,468 231,794

営業外収益   

受取利息 6,857 5,354

受取配当金 11,489 14,536

負ののれん償却額 34,680 34,680

匿名組合投資利益 17,381 19,404

雑収入 10,948 9,074

営業外収益合計 81,358 83,050

営業外費用   

支払利息 3,457 3,075

雑損失 105 301

営業外費用合計 3,563 3,377

経常利益 333,263 311,468

特別利益   

固定資産売却益 15 －

退職給付制度終了益 26,183 －

特別利益合計 26,199 －

特別損失   

固定資産廃棄損 434 522

退職給付制度終了損 54,440 －

投資有価証券評価損 － 4,800

特別損失合計 54,875 5,322

税金等調整前四半期純利益 304,588 306,145

法人税等合計 124,917 98,908

少数株主損益調整前四半期純利益 179,670 207,237

四半期純利益 179,670 207,237

少数株主損益調整前四半期純利益 179,670 207,237

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 5,492 22,136

その他の包括利益合計 5,492 22,136

四半期包括利益 185,163 229,374

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 185,163 229,374
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社は、平成25年１月29日開催の取締役会において、当社100％出資の連結子会社であるハクセイサ

ービス株式会社を吸収合併することを決議し、合併契約を締結いたしました。 

合併の概要は以下のとおりであります。 

 
  

（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）重要な後発事象

①合併の目的

ハクセイサービス株式会社は、主として東京・静岡・名古屋地区でビルメンテナンス事業を

展開しております。

このたび、当社は、グループ全体としての更なる成長を目指し、経営資源の集中と効率化並

びに営業力の強化を図るため、ハクセイサービス株式会社を吸収合併することといたしまし

た。

②合併の日程

合併決議取締役会   平成25年１月29日

合併契約締結日    平成25年１月29日

合併期日(効力発生日) 平成25年４月１日(予定)

③合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式（会社法第796条第３項に規定する簡易合併及び会社法第

784条第１項に規定する略式合併）で、ハクセイサービス株式会社は解散いたします。

④合併比率及び合併交付金

ハクセイサービス株式会社は、当社の100％子会社であるため、本合併による新株式の発行及

び資本金の増加並びに合併交付金の支払はありません。

⑤合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取り扱い

該当事項はありません。

⑥被合併会社の概要（平成24年３月31日現在）
 

商号 ハクセイサービス株式会社

本店の所在地 東京都千代田区岩本町一丁目３番９号

代表者の役職・氏名 代表取締役 福澤英治

資本金の額 70百万円

純資産の額 64百万円

総資産の額 187百万円

事業の内容 ビルメンテナンス事業等
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⑦合併後の状況（平成25年４月１日予定）

本合併における当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期につきまして

は、変更ありません。

⑧実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12

月26日）に基づき、共通支配下の取引等の会計処理を適用する予定であります。
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