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1.  平成25年6月期第3四半期の連結業績（平成24年7月1日～平成25年3月31日） 

（注） 当社は平成24年５月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。なお、平成24年６月期第３四半期の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3四半期 4,508 0.3 267 △30.9 277 △27.6 101 △42.6
24年6月期第3四半期 4,493 3.7 387 6.1 383 5.7 176 7.8

（注）包括利益 25年6月期第3四半期 163百万円 （△10.4％） 24年6月期第3四半期 182百万円 （18.9％）

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3四半期 25.78 24.52
24年6月期第3四半期 37.80 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年6月期第3四半期 6,219 1,809 28.3
24年6月期 4,328 1,935 43.9
（参考） 自己資本   25年6月期第3四半期  1,761百万円 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 ― 0.00 ―
25年6月期（予想） 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、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  ：  有   

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 6,110 △0.6 430 △19.3 457 △14.6 203 △33.9 51.66



(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」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。なお、平成24年６月期３Ｑの期中平均株式数（四半期累
計）は当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われた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 
本資料に掲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3Q 6,065,100 株 24年6月期 5,985,000 株
② 期末自己株式数 25年6月期3Q 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3Q 3,942,866 株 24年6月期3Q 4,681,225 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、生産活動の回復や復興関連需要の後押しに加えて、足元では

円高修正の動きも見られるなど、景気持ち直しの動きが継続していることから円安、株高が進行し、緩やかな回復

基調が見られました。 

このような状況下、当社グループはサービス継続による価値 大化を基軸に、アウトソーシング分野におい

て、社宅制度コンサルテーション、システム開発、総合コスト削減サービスなど、お客様満足の向上に努めてまい

りました。一方で、マンション管理市場において、付加価値の高い総合的な施設管理業へと展開を広げるために、

品質とコスト面で優れた顧客サービス提供に向けて、鋭意取り組んでまいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高45億８百万円（前年同期比0.3％増）、営業利益２億67

百万円（同30.9％減）、経常利益２億77百万円（同27.6％減）、四半期純利益１億１百万円（同42.6％減）となり

ました。 

  

セグメント業績は、次のとおりであります。 

  

① 社宅管理事務代行事業 

  社宅管理事務代行事業においては、既存顧客の社宅利用が比較的順調であったことや、「マーカスさん」を始め

とする手数料収入が堅調に推移したことから、売上高は21億84百万円（前年同期比1.1％増）となりました。営業

利益は、札幌オペレーションセンターの増設を含めた高付加価値サービスへのシフトなどの経費増加により、２

億33百万円（同33.8％減）となりました。 

  

② 施設総合管理事業 

 施設総合管理事業においては、既存の管理収入等が概ね計画通りに推移し、修繕工事の需要も一部の期ずれ案件

を除き堅調でありましたが、リプレイス受注促進のための費用等を投入したことから、売上高23億24百万円（前年

同期比0.4％減）、営業利益33百万円（前年同期比1.3％減）となりました。なお、販売費及び一般管理費にのれん

償却82百万円を計上しております。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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18億90百万円増加し、62億19百万円となり

ました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ18億16百万円増加し、52億96百万円となりました。これは主に営業立替

金の増加17億40百万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74百万円増加し、９億22百万

円となりました。これは主に保険積立金１億２百万円の計上、株価回復による投資有価証券の増加63百万円、のれ

んの償却82百万円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は、前連結会計年度末に比べ20億15百万円増加し、44億９百万円となりま

した。流動負債は、前連結会計年度末に比べ20億３百万円増加し、42億45百万円となりました。これは主に短期借

入金の増加23億52百万円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は、利益剰余金の増加26百万円、株価回復によるその他有価証券評価差

額金の増加62百万円、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１億25百万円減少し、18億９

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 

  連結業績予想に関しましては、平成25年５月10日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。   

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３四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３四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,787,664 1,834,851

売掛金 262,636 175,577

営業立替金 1,126,073 2,866,742

商品 1,422 1,361

仕掛品 3,550 5,980

原材料及び貯蔵品 2,966 4,752

その他 298,476 410,866

貸倒引当金 △2,981 △3,910

流動資産合計 3,479,808 5,296,221

固定資産   

有形固定資産 111,525 123,555

無形固定資産   

のれん 90,038 7,547

その他 205,327 172,170

無形固定資産合計 295,365 179,717

投資その他の資産 441,665 619,522

固定資産合計 848,555 922,795

資産合計 4,328,363 6,219,016

負債の部   

流動負債   

買掛金 298,654 196,353

短期借入金 577,000 2,929,000

未払法人税等 147,411 5,761

営業預り金 493,365 413,942

賞与引当金 27,480 102,832

役員賞与引当金 23,309 19,764

その他 675,544 578,177

流動負債合計 2,242,765 4,245,831

固定負債   

退職給付引当金 150,572 163,375

固定負債合計 150,572 163,375

負債合計 2,393,337 4,409,206

純資産の部   

株主資本   

資本金 603,250 616,152

資本剰余金 350,499 363,401

利益剰余金 1,517,837 1,543,847

自己株式 △537,527 △789,189

株主資本合計 1,934,060 1,734,210

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 27,076

その他の包括利益累計額合計 △35,006 27,076

新株予約権 35,972 48,522

純資産合計 1,935,026 1,809,809

負債純資産合計 4,328,363 6,219,016
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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７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 4,493,708 4,508,980

売上原価 3,553,649 3,630,181

売上総利益 940,059 878,798

販売費及び一般管理費 552,568 611,003

営業利益 387,491 267,794

営業外収益   

受取利息 242 364

受取配当金 249 527

受取手数料 743 755

補助金収入 － 10,000

その他 424 1,694

営業外収益合計 1,658 13,342

営業外費用   

投資事業組合運用損 4,045 －

支払補償費 830 3,031

その他 602 270

営業外費用合計 5,478 3,301

経常利益 383,671 277,835

特別利益   

固定資産売却益 － 1,789

投資有価証券売却益 － 7,487

その他 － 1,706

特別利益合計 － 10,983

特別損失   

固定資産除却損 216 213

投資有価証券評価損 1,228 －

投資有価証券売却損 － 78

減損損失 － 58,068

災害による損失 5,000 －

特別損失合計 6,444 58,359

税金等調整前四半期純利益 377,227 230,459

法人税等 200,257 128,798

少数株主損益調整前四半期純利益 176,970 101,660

四半期純利益 176,970 101,660
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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７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 176,970 101,660

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 5,677 62,082

その他の包括利益合計 5,677 62,082

四半期包括利益 182,647 163,743

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 182,647 163,743

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日付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３四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。 

   

   

 （セグメント情報等） 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成23年７月１日 至 平成24年３月31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３四半期連結累計期間（自 平成24年７月１日 至 平成25年３月31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  2,159,851  2,333,857  4,493,708  －  4,493,708

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 461  3,195  3,657  (3,657)  －

計  2,160,313  2,337,053  4,497,366  (3,657)  4,493,708

セグメント利益  353,028  33,877  386,906  584  387,491

  

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  2,184,622  2,324,357  4,508,980  －  4,508,980

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 305  3,118  3,423  (3,423)  －

計  2,184,927  2,327,475  4,512,403  (3,423)  4,508,980

セグメント利益  233,547  33,444  266,992  802  267,794
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