
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
       

 
     

   

 
 

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６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 ％

26年３月期第１四半期 2,715 △8.0 22 △79.6 23 △80.8 13 △33.6
25年３月期第１四半期 2,953 3.1 108 83.5 122 32.2 20 △61.2

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 11百万円(△77.7％) 25年３月期第１四半期 51百万円( △7.7％)

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

26年３月期第１四半期 2.56 ―
25年３月期第１四半期 3.86 ―

（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 ％

26年３月期第１四半期 6,401 5,005 78.2
25年３月期 6,501 5,101 78.5

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 5,005百万円 25年３月期 5,101百万円

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

25年３月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
26年３月期 ―

26年３月期(予想) 0.00 ― 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26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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

第２四半期(累計) 6,209 3.0 191 △1.0 216 △4.7 125 73.1 23.28
通期 12,500 5.6 386 20.9 430 3.6 249 39.3 46.18

(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 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（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) 26年３月期１Ｑ 5,540,000株 25年３月期 5,540,000株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 133,522株 25年３月期 133,455株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 5,406,511株 25年３月期１Ｑ 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Ｐ.２「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想など
の将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、金融緩和策等の経済政策の効果により、緩やかなが

ら、回復の兆しが見られるようになりました。 

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及びより快適な環境確保に

向けたサービスの提供ニーズは強く、価格及び品質と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2,715百万円と前年同四半期と比べ237百万円（8.0％）

の減収となりました。 

利益面につきましては、営業利益は22百万円と前年同四半期と比べ86百万円（79.6％）の減益、経常利

益は23百万円と前年同四半期と比べ98百万円（80.8％）の減益、四半期純利益は13百万円と前年同四半期

と比べ７百万円（33.6％）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１四半期連結会計期間末の資産合計は6,401百万円となり、前連結会計年度末比99百万円（1.5％）

の減少となりました。この内、流動資産は5,085百万円と前連結会計年度末比98百万円（1.9％）減少し、

固定資産は1,315百万円と前連結会計年度末比１百万円（0.1％）の減少となりました。流動資産の減少

は、主としてその他が50百万円、仕掛品が31百万円増加したものの、現金及び預金が147百万円、受取手

形及び売掛金が32百万円減少したことによるものであります。また、固定資産の減少は、主として投資そ

の他の資産が４百万円、有形固定資産が１百万円増加したものの、無形固定資産が７百万円減少したこと

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合計は1,396百万円となり、前連結会計年度末比３百万円（0.2％）

の減少となりました。この内、流動負債は1,184百万円と前連結会計年度末比５百万円（0.5％）減少し、

固定負債は212百万円と前連結会計年度末比２百万円（1.2％）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121百万円、短期借入金が60百万円増加したものの、賞与引当金が139百万円、支払手形

及び買掛金が27百万円、未払法人税等が20百万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１百万円増加したこと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合計は5,005百万円となり、前連結会計年度末比96百万円

（1.9％）の減少となりました。これは、主として利益剰余金が94百万円、その他有価証券評価差額金が

２百万円減少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25年５月13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）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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１四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。 

  

  

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
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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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,358,840 3,211,097

受取手形及び売掛金 1,471,218 1,438,812

有価証券 138,000 138,000

商品及び製品 102 181

仕掛品 － 31,620

原材料及び貯蔵品 3,186 3,186

その他 222,018 272,290

貸倒引当金 △9,395 △9,259

流動資産合計 5,183,970 5,085,928

固定資産   

有形固定資産 212,149 213,676

無形固定資産 73,812 65,944

投資その他の資産   

投資有価証券 715,670 716,870

その他 315,940 319,201

投資その他の資産合計 1,031,610 1,036,072

固定資産合計 1,317,573 1,315,693

資産合計 6,501,543 6,401,621

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 425,284 397,477

短期借入金 － 60,000

未払法人税等 34,117 13,250

賞与引当金 303,389 164,206

その他 427,224 549,224

流動負債合計 1,190,017 1,184,158

固定負債   

退職給付引当金 174,589 175,502

役員退職慰労引当金 33,628 35,569

その他 1,474 1,199

固定負債合計 209,692 212,270

負債合計 1,399,709 1,396,429

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 4,475,144 4,380,847

自己株式 △57,882 △57,921

株主資本合計 5,068,262 4,973,925

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 33,571 31,266

その他の包括利益累計額合計 33,571 31,266

純資産合計 5,101,834 5,005,192

負債純資産合計 6,501,543 6,401,621
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 2,953,504 2,715,758

売上原価 2,561,982 2,394,056

売上総利益 391,522 321,701

販売費及び一般管理費 283,318 299,668

営業利益 108,204 22,033

営業外収益   

受取利息 14,868 4,757

受取配当金 3,046 2,613

その他 1,712 4,006

営業外収益合計 19,627 11,377

営業外費用   

支払利息 115 123

デリバティブ評価損 5,010 －

未収利息精算差額 － 9,607

その他 284 146

営業外費用合計 5,409 9,877

経常利益 122,421 23,533

特別損失   

親会社株式評価損 90,824 －

特別損失合計 90,824 －

税金等調整前四半期純利益 31,597 23,533

法人税等 10,753 9,699

少数株主損益調整前四半期純利益 20,843 13,833

四半期純利益 20,843 13,833
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 20,843 13,833

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 30,850 △2,305

その他の包括利益合計 30,850 △2,305

四半期包括利益 51,693 11,528

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 51,693 11,528

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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日）
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