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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） 

 

(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 ％

26年3月期第1四半期 502 7.4 79 △8.6 83 △7.4 50 △5.1
25年3月期第1四半期 467 9.2 86 29.5 89 29.1 53 36.7

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 51百万円 （△2.9％） 25年3月期第1四半期 53百万円 （38.4％）

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

26年3月期第1四半期 4.67 ―
25年3月期第1四半期 4.93 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第1四半期 2,326 1,887 81.1 175.15
25年3月期 2,544 1,879 73.9 174.35
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  1,887百万円 25年3月期  1,879百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 4.00 4.00

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）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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) 920 8.2 80 △30.1 85 △29.8 55 △21.8 5.10
通期 1,800 △13.3 155 △59.2 170 △56.7 100 △56.1 9.28



(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、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については、添付資料３ページ
「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 10,796,000 株 25年3月期 10,796,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 17,518 株 25年3月期 16,427 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 10,778,754 株 25年3月期1Q 10,781,539 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権による大胆な金融緩和、機動的な財政出

動、民間投資を喚起する成長戦略の３本の矢による積極的な経済財政運営に対する期待感を背景に、円

高の是正や株式市場の回復等、経済活性化の兆しが一部に見えましたが、設備投資の回復や雇用情勢の

改善、デフレ脱却等、実体経済への波及には至らず、依然として先行き不透明感が残る状況のまま推移

致しました。 

このような状況下、当社グループは、「快適な都市環境・オフィス空間の提供をサポートするトータ

ルプロパティコーディネーター」として、「リニューアル事業」、「駐車場運営管理事業」、「住宅・

ビル管理事業」の３事業を柱とする安定的な収益基盤の確立に努めてまいりました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高502,136千円（前年

同期比7.4％増）、営業利益79,298千円（同8.6％減）、経常利益83,167千円（同7.4％減）、四半期純

利益50,382千円（同5.1％減）となり、期初の計画を上回るペースで業績は推移致しました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①リニューアル   

オフィスビルの入退去に伴う内装工事の受注活動に注力いたしました。この結果、売上高は186,394

千円（前年同期比19.1％増）となりました。 

②駐車場  

稼働状況に応じた時間貸料金の設定ならびに月極め契約の獲得や回数券の販売による稼働の安定化を

図りました。この結果、売上高は168,787千円（前年同期比1.1％増）となりました。 

③住宅・ビル管理  

管理コストの低減、トイレットペーパー等卸売業務の販路拡大、自販機設置業務の収益拡大にそれぞ

れ注力いたしました。この結果、売上高は132,140千円（前年同期比7.1％増）となりました。 

④その他  

保険代理業務の受注拡大に注力いたしましたが、前年実績には至らず、売上高は14,814千円（前年同

期比27.8％減）となりました。 

  

資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ217,892千円減少いたしま

した。これは主に現金及び預金が127,062千円減少、完成工事未収入金が70,494千円減少等によるもの

であります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ226,264千円減少いたしました。これは主に保険代理業務等におけ

る預り金が116,634千円減少、未払法人税等が64,321千円減少、工事未払金が48,138千円減少したこと

等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8,371千円増加いたしました。これは主に配当金の支払43,118千

円、四半期純利益50,382千円を計上したこと等によるものであります。 

以上の結果、総資産は2,326,777千円、負債合計は438,961千円、純資産合計は1,887,816千円、自己

資本比率は81.1％、1株当たり純資産額は175円15銭となりました。 

  

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
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業績予想につきましては、平成25年５月９日発表の「平成25年3月期 決算短信」に記載の業績予想か

らの変更はありません。 

（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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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 540,624 413,562

受取手形及び売掛金 41,963 45,075

完成工事未収入金 167,307 96,813

未成工事支出金 4,211 1,575

関係会社短期貸付金 1,550,000 1,550,000

繰延税金資産 19,241 9,985

その他 39,566 35,598

貸倒引当金 △50 △28

流動資産合計 2,362,865 2,152,582

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,534 6,534

減価償却累計額 △5,501 △5,543

建物及び構築物（純額） 1,033 991

機械装置及び運搬具 1,257 1,257

減価償却累計額 △1,073 △1,096

機械装置及び運搬具（純額） 183 160

土地 22,048 22,048

その他 32,408 32,408

減価償却累計額 △18,304 △19,537

その他（純額） 14,104 12,871

有形固定資産合計 37,369 36,071

無形固定資産   

のれん 48,081 43,273

その他 6,607 6,110

無形固定資産合計 54,688 49,383

投資その他の資産   

投資有価証券 23,496 23,130

敷金及び保証金 47,177 47,257

繰延税金資産 16,566 15,903

その他 13,283 13,226

貸倒引当金 △10,778 △10,778

投資その他の資産合計 89,746 88,739

固定資産合計 181,804 174,194

資産合計 2,544,670 2,326,777
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(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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 35,865 38,784

工事未払金 117,327 69,188

未払法人税等 90,870 26,548

前受金 45,466 43,053

未成工事受入金 3,007 1,331

預り金 211,026 94,392

賞与引当金 11,956 5,338

その他 31,653 41,081

流動負債合計 547,174 319,719

固定負債   

長期預り敷金 90,717 91,349

退職給付引当金 27,334 27,892

固定負債合計 118,051 119,241

負債合計 665,225 438,961

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,072,060 1,072,060

利益剰余金 804,056 811,320

自己株式 △2,079 △2,277

株主資本合計 1,874,037 1,881,103

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,406 6,713

その他の包括利益累計額合計 5,406 6,713

純資産合計 1,879,444 1,887,816

負債純資産合計 2,544,670 2,326,777
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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 467,359 502,136

売上原価 309,895 353,689

売上総利益 157,463 148,447

販売費及び一般管理費 70,734 69,149

営業利益 86,729 79,298

営業外収益   

受取利息 2,862 3,649

受取配当金 197 209

雑収入 63 10

営業外収益合計 3,124 3,869

経常利益 89,853 83,167

特別利益   

投資有価証券売却益 － 1,740

特別利益合計 － 1,740

税金等調整前四半期純利益 89,853 84,907

法人税、住民税及び事業税 33,266 25,328

法人税等調整額 3,472 9,196

法人税等合計 36,739 34,525

少数株主損益調整前四半期純利益 53,113 50,382

四半期純利益 53,113 50,382
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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 53,113 50,382

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 95 1,306

その他の包括利益合計 95 1,306

四半期包括利益 53,209 51,688

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 53,209 51,688

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）
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