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1.  平成26年6月期第1四半期の連結業績（平成25年7月1日～平成25年9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6月期第1四半期 1,512 1.2 129 32.0 132 35.0 77 58.6
25年6月期第1四半期 1,494 2.2 97 △26.7 97 △26.1 48 △21.9

（注）包括利益 26年6月期第1四半期 163百万円 （222.7％） 25年6月期第1四半期 50百万円 （△13.3％）

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6月期第1四半期 19.48 18.35
25年6月期第1四半期 11.59 11.19

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年6月期第1四半期 5,478 2,097 37.4
25年6月期 4,778 2,007 41.0
（参考） 自己資本   26年6月期第1四半期  2,051百万円 25年6月期  1,961百万円

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6月期 ― 0.00 ― 19.00 19.00
26年6月期 ―
26年6月期（予想） 0.00 ― 19.00 19.00

3. 平成26年 6月期の連結業績予想（平成25年 7月 1日～平成26年 6月30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) 3,113 3.6 188 △7.6 188 △7.6 110 4.4 27.72
通期 6,471 5.3 460 4.6 480 2.6 283 34.3 71.27



(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）
連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※  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6月期1Q 6,121,100 株 25年6月期 6,112,800 株
② 期末自己株式数 26年6月期1Q 2,137,348 株 25年6月期 2,137,348 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年6月期1Q 3,979,718 株 25年6月期1Q 4,218,978 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済対策や金融緩和等の政策による効果が徐々に顕在化

し、また平成26年４月の消費税率引き上げにともなう駆け込み需要も見込まれるなど、全体としては回復基調で推

移いたしました。 

このような環境の下、当社グループは、「新たな価値を創造し、世の中の標準に進化させることで、社会に貢

献する」というミッションのもと「事業規模拡大と投資（社宅管理事務代行事業）」と「管理サービスの価値 大

化と体制整備（施設総合管理事業）」を主要テーマに揚げ、社宅OS事業のサービス継続体制の拡充を引き続き推進

し、基盤事業としての継続的な規模拡大を図りながら、長期的な視点に立った新たなサービスの実現に向けて準備

を進めてまいりました。また同時に、管理サービスの品質・価値 大化を図るべく、新規受託の拡大と既存ストッ

クからの収益拡大に取り組んでまいりました。 

その結果、売上高15億12百万円（前年同期比1.2％増）、営業利益１億29百万円（同32.0％増）、経常利益１億

32百万円（同35.0％増）、四半期純利益は77百万円（同58.6％増）となりました。 

  

セグメントの業績は、次の通りであります。 

  

① 社宅管理事務代行事業 

当第１四半期連結累計期間の業績は、新規稼動等にともなう業務委託料及びその他の収入が堅調に推移した結

果、売上高は７億53百万円（前年同期比6.0％増）となりました。利益面では、一部経費の先送りが発生したこと

もあり、営業利益は１億19百万円（同18.5％増）となりました。なお、当事業の業績は概ね計画通りに進捗いたし

ました。 

  

② 施設総合管理事業 

当第１四半期連結累計期間の業績は、一部修繕工事売上に月ずれ等が生じたこともあり、売上高は７億59百万

円（前年同期比3.1％減）となりました。利益面では、のれん償却が減少したこともあり、営業利益は９百万円

（前年同期は営業損失３百万円）となりました。なお、当事業の業績は概ね計画通りに進捗いたしました。 

     

（２）財政状態に関する説明 

当第１四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７億円増加し、54億78百万円となりまし

た。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ５億24百万円増加し、42億70百万円となりました。これは主に営業立替

金の増加４億40百万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１億75百万円増加し、12億８百万円となりました。これは主に保有株式

の時価評価に伴う投資有価証券の増加１億33百万円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は、前連結会計年度末に比べ６億10百万円増加し、33億81百万円となりま

した。流動負債は、前連結会計年度末に比べ５億56百万円増加し、31億48百万円となりました。これは主に短期借

入金の増加７億50百万円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は、保有株式の時価評価に伴うその他有価証券評価差額金の増加85百万

円等により前連結会計年度末に比べ90百万円増加し、20億97百万円となりました。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 第２四半期連結累計期間及び連結会計年度の業績予想につきましては、平成25年８月13日に公表いたしました業

績予想から変更はございません。  

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 

 該当事項はありません。 

   

  

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

日本社宅サービス株式会社（8945）　平成26年６月期第１四半期決算短信

－3－



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６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,685,862 1,853,898

売掛金 214,849 148,010

営業立替金 1,390,769 1,831,381

商品 15,843 15,521

仕掛品 4,002 1,475

原材料及び貯蔵品 4,699 3,958

その他 432,190 418,615

貸倒引当金 △2,931 △2,723

流動資産合計 3,745,286 4,270,137

固定資産   

有形固定資産 114,158 107,808

無形固定資産   

のれん 1,401 －

その他 176,991 173,910

無形固定資産合計 178,393 173,910

投資その他の資産 740,501 926,810

固定資産合計 1,033,053 1,208,529

資産合計 4,778,339 5,478,667

負債の部   

流動負債   

買掛金 243,144 175,041

短期借入金 975,000 1,725,000

未払法人税等 74,437 72,779

営業預り金 512,200 497,858

賞与引当金 26,097 100,442

役員賞与引当金 30,669 7,987

その他 729,606 568,962

流動負債合計 2,591,156 3,148,072

固定負債   

退職給付引当金 163,960 169,701

その他 16,210 63,713

固定負債合計 180,170 233,414

負債合計 2,771,327 3,381,486

純資産の部   

株主資本   

資本金 624,140 625,538

資本剰余金 373,988 375,386

利益剰余金 1,653,349 1,655,378

自己株式 △756,428 △756,428

株主資本合計 1,895,049 1,899,874

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 66,212 151,878

その他の包括利益累計額合計 66,212 151,878

新株予約権 45,751 45,427

純資産合計 2,007,012 2,097,181

負債純資産合計 4,778,339 5,478,667
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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７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年７月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 1,494,322 1,512,349

売上原価 1,201,713 1,220,043

売上総利益 292,609 292,305

販売費及び一般管理費 194,833 163,235

営業利益 97,776 129,069

営業外収益   

受取利息 115 599

受取配当金 116 8

受取手数料 280 255

投資事業組合運用益 － 878

補助金収入 － 2,100

その他 114 73

営業外収益合計 627 3,915

営業外費用   

投資事業組合運用損 143 －

支払補償費 135 888

自己株式取得費用 250 －

営業外費用合計 528 888

経常利益 97,874 132,096

特別利益   

固定資産売却益 1,789 －

投資有価証券売却益 － 60

特別利益合計 1,789 60

特別損失   

固定資産除却損 123 －

特別損失合計 123 －

税金等調整前四半期純利益 99,540 132,156

法人税等 50,642 54,594

少数株主損益調整前四半期純利益 48,898 77,562

四半期純利益 48,898 77,562
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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７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年７月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 48,898 77,562

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,677 85,666

その他の包括利益合計 1,677 85,666

四半期包括利益 50,575 163,228

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 50,575 163,228

少数株主に係る四半期包括利益 － －

日本社宅サービス株式会社（8945）　平成26年６月期第１四半期決算短信

－6－



 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

 Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成24年７月１日 至 平成24年９月30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．セグメント利益又は損失（△）の「調整額」は、セグメント間取引消去であります。 

       ２．セグメント利益又は損失（△）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１四半期連結累計期間（自 平成25年７月１日 至 平成25年９月30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）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）

（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  710,544  783,778  1,494,322  －  1,494,322

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 96  1,186  1,282  (1,282)  －

計  710,640  784,964  1,495,605  (1,282)  1,494,322

セグメント利益又は損失

（△） 
 100,840  △3,276  97,563  212  97,776

  

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  753,209  759,140  1,512,349  －  1,512,349

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 94  1,228  1,323  (1,323)  －

計  753,303  760,368  1,513,672  (1,323)  1,512,349

セグメント利益   119,460  9,909  129,369  (300)  129,069
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