
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
     

   

 
     

   

 
 

(％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 9,026 △1.1 234 △15.6 301 △12.3 117 △33.1
24年３月期第３四半期 9,127 5.3 277 24.3 344 53.2 175 36.0

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 200百万円( 19.6％) 24年３月期第３四半期 167百万円( 46.7％)

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 21.69 ―
24年３月期第３四半期 32.41 ―

（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 6,626 5,023 75.8
24年３月期 6,541 4,920 75.2

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 5,023百万円 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３Ｑ 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３Ｑ 133,455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３Ｑ 5,406,630株 24年３月期３Ｑ 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ます。なお、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、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および業績予想のご利用にあ
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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の減速した状態が続いていることなどか

ら、輸出や鉱工業生産は減少し、設備投資にもその影響が及んでおります。個人消費は、底堅さを維持

しておりますが、乗用車購入において需要刺激策の一部終了に伴う反動減の影響が残っております。公

共投資は増加を続けており、住宅投資も持ち直しの傾向にあります。 

当ビルメンテナンス業界におきましては、依然として価格競争が厳しいものとなっており、当社グル

ープが得意とする高度な設備管理分野におきましても、不動産の流動化を担うプロパティ・マネジメン

ト会社等によるコストとしての管理費の引き下げ要請は、今なお継続しております。 

このような情勢の下、当社グループの売上高は9,026百万円と前年同四半期と比べ100百万円(1.1％)

の減収となりました。 

利益面につきましては、営業利益は234百万円と前年同四半期と比べ43百万円(15.6％)の減益とな

り、経常利益は301百万円と前年同四半期と比べ42百万円(12.3％)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19百万円を計上したことから、四半期純利益は117百万円と前

年同四半期と比べ57百万円(33.1％)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３四半期連結会計期間末の資産合計は6,626百万円となり、前連結会計年度末比84百万円の増加

となりました。この内、流動資産は5,240百万円と前連結会計年度末比30百万円増加し、固定資産は

1,385百万円と前連結会計年度末比54百万円の増加となりました。流動資産の増加は、主として有価証

券が199百万円、その他が31百万円減少したものの、現金及び預金が225百万円、受取手形及び売掛金が

34百万円増加したことによるものであります。また、固定資産の増加は、有形固定資産が38百万円、無

形固定資産が23百万円減少したものの、投資その他の資産が116百万円増加したことによるものであり

ます。 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は1,602百万円となり、前連結会計年度末比18百万円の減少

となりました。この内、流動負債は1,400百万円と前連結会計年度末比37百万円減少し、固定負債は202

百万円と前連結会計年度末比18百万円の増加となりました。流動負債の減少は、主としてその他が150

百万円、短期借入金が60百万円増加したものの、賞与引当金が163百万円、未払法人税等が92百万円減

少したことによるものであります。また、固定負債の増加は、主として役員退職慰労引当金が３百万円

減少したものの、退職給付引当金が22百万円増加したことによるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は5,023百万円となり、前連結会計年度末比103百万円の増

加となりました。これは、主としてその他有価証券評価差額金が83百万円、利益剰余金が19百万円増加

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日発表の業績予測に変

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３四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 2,836,376 3,061,401

受取手形及び売掛金 1,640,829 1,675,543

有価証券 373,240 174,210

商品及び製品 103 102

仕掛品 2,855 4,165

原材料及び貯蔵品 3,098 3,098

その他 364,964 333,881

貸倒引当金 △10,986 △11,730

流動資産合計 5,210,480 5,240,672

固定資産   

有形固定資産 255,980 217,620

無形固定資産 105,011 81,681

投資その他の資産   

投資その他の資産 971,393 1,087,452

貸倒引当金 △955 △955

投資その他の資産合計 970,437 1,086,497

固定資産合計 1,331,430 1,385,799

資産合計 6,541,910 6,626,471

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 599,361 607,037

短期借入金 － 60,000

未払法人税等 98,448 6,379

賞与引当金 311,932 148,816

その他 428,152 578,305

流動負債合計 1,437,894 1,400,538

固定負債   

退職給付引当金 146,061 168,665

役員退職慰労引当金 35,094 31,875

その他 2,592 1,619

固定負債合計 183,748 202,161

負債合計 1,621,642 1,602,700

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 4,413,144

自己株式 △57,814 △57,882

株主資本合計 4,986,395 5,006,262

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 17,509

その他の包括利益累計額合計 △66,128 17,509

純資産合計 4,920,267 5,023,771

負債純資産合計 6,541,910 6,626,471
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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 9,127,639 9,026,880

売上原価 7,955,161 7,940,947

売上総利益 1,172,478 1,085,933

販売費及び一般管理費 894,857 851,640

営業利益 277,620 234,293

営業外収益   

受取利息 35,284 44,750

受取配当金 6,202 5,548

その他 34,388 18,081

営業外収益合計 75,875 68,379

営業外費用   

支払利息 439 415

固定資産除却損 552 311

デリバティブ評価損 5,780 －

賃貸借契約解約損 1,549 －

その他 828 109

営業外費用合計 9,150 836

経常利益 344,345 301,836

特別損失   

親会社株式評価損 － 90,824

その他 － 19,208

特別損失合計 － 110,033

税金等調整前四半期純利益 344,345 191,803

法人税等 169,095 74,548

少数株主損益調整前四半期純利益 175,249 117,254

四半期純利益 175,249 117,254
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 四半期連結包括利益計算書 
 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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 175,249 117,254

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,345 83,637

その他の包括利益合計 △7,345 83,637

四半期包括利益 167,904 200,892

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 167,904 200,892

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

 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）

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

 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）
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