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1. 平成26年6月期第2四半期の連結業績（平成25年7月1日～平成25年12月31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2四半期 3,100 3.1 269 32.0 276 35.6 162 53.7
25年6月期第2四半期 3,006 0.5 204 △37.7 203 △37.7 105 △35.2

（注）包括利益 26年6月期第2四半期 211百万円 （50.8％） 25年6月期第2四半期 140百万円 （△7.5％）

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2四半期 40.69 38.39
25年6月期第2四半期 26.36 24.75

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年6月期第2四半期 4,384 2,145 48.0
25年6月期 4,778 2,007 41.0
（参考）自己資本 26年6月期第2四半期 2,103百万円 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 ― 0.00
26年6月期（予想） ― 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、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 ： 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

通期 6,471 5.3 460 4.6 480 2.6 283 34.3 71.08



(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、四半期
決算短信（添付資料）３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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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2Q 6,138,900 株 25年6月期 6,112,800 株
② 期末自己株式数 26年6月期2Q 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2Q 3,990,635 株 25年6月期2Q 4,005,577 株
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（１）経営成績に関する説明 

  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策や金融緩和等の各種政策の効果が発現するな

か、生産の緩やかな増加、個人消費の持ち直し、企業収益の改善など緩やかな回復基調で推移いたしました。 

 社宅管理事務代行事業においては、先送り傾向にあったアウトソーシングの新規導入やアウトソーシングを新た

に検討する企業が徐々に増加してきたことで、社宅アウトソーシング市場の再活性化が確認できるようになってき

ました。一方、施設総合管理事業においては、競合他社との厳しい価格競争が続くなか、品質・サービス水準の向

上による顧客維持力強化と運営体制整備による効率化を基本としながら、新規受注の取組み強化によるリプレース

受注拡大に向けた営業活動に注力してまいりました。 

 このような状況のもと、当社グループは、平成25年７月より始動させた第５次中期経営計画において、「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」をミッションとし「継続的規模拡大と新規サ

ービスの投入（社宅管理事務代行事業）」と「市場構造の変化に対応し進化する企業体（施設総合管理事業）」を

主要テーマに掲げ、社宅アウトソーシング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を推進しております。加えて、施設管理サー

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おります。 

 この結果、売上高は31億円（前年同期比3.1％増）、営業利益は上期に予定していた経費の一部が下期にずれ込

んだこともあり２億69百万円（同32.0％増）となり、経常利益は２億76百万円（同35.6%増）、四半期純利益は１

億62百万円（同53.7％増）となりました。 

  

   当第２四半期連結累計期間の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 

 売上高は、良好な営業環境のもとでアウトソーシングの引き合いも多く、新規稼動が順調に増加し15億25百万

円（前年同期比7.2％増）となりました。営業利益は、経費の一部が下期にずれ込んだこともあり２億10百万円

（同19.6％増）となりました。 

  

      ②施設総合管理事業 

    売上高は、前期受注分が順調に稼動したこともあり、管理収入は堅調に推移したものの修繕工事関連の売上に一

部月ずれ等が発生し、15億75百万円（前年同期比0.5％減）となりました。営業利益は、のれんの償却が第１四半

期連結会計期間に終了したことから58百万円（同109.3％増）となりました。 

      

（２）財政状態に関する説明 

当第２四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３億93百万円減少し、43億84百万円となり

ました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ５億10百万円減少し、32億35百万円となりました。これは主に営業立替

金の減少５億24百万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１億16百万円増加し、11億49百万円となりました。これは主に保有株式

の時価評価にともなう投資有価証券の増加68百万円及び保険積立金の増加50百万円によるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ５億32百万円減少し、22億38百万円となりま

した。流動負債は、前連結会計年度末に比べ５億69百万円減少し、20億21百万円となりました。これは主に短期借

入金の減少２億90百万円及び営業預り金の減少１億７百万円によるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ１億38百万円増加し、21億45百万円となり

ました。これは主に、利益剰余金が86百万円増加したこと及び保有株式の時価評価にともなうその他有価証券評価

差額金が49百万円増加したことによるものであります。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末よ

り104百万円増加し、17億65百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状

況とそれらの要因は、次の通りであります。 

  

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第２四半期連結累計期間において営業活動により増加した資金は、５億７百万円（前年同期は52百万円の資

金の増加）となりました。これは主として営業預り金の減少１億７百万円、仕入債務の減少56百万円及び法人税等

の支払額67百万円による資金の減少があったものの、税金等調整前当期純利益２億75百万円、営業立替金の減少に

よる増加５億24百万円によるものであります。 

  

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

当第２四半期連結累計期間において投資活動により減少した資金は40百万円（前年同期は73百万円の資金の減

少）となりました。これは主として保険積立金の積立による支出50百万円、固定資産の取得による支出15百万円及

び貸付金の回収による収入30百万円によるものであります。 

  

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

当第２四半期連結累計期間において財務活動により減少した資金は３億62百万円（前年同期は24百万円の資金

の減少）となりました。これは主として短期借入金による純減額２億90百万円及び配当金の支払額75百万円による

ものであります。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

    連結業績予想に関しましては、本日（平成26年２月７日）公表いたしました「業績予想値と決算値との差異に関

するお知らせ」をご参照下さい。  

  

（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
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４．四半期連結財務諸表 
（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２四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,685,862 1,790,121

売掛金 214,849 176,235

営業立替金 1,390,769 865,806

商品 15,843 14,500

仕掛品 4,002 3,533

原材料及び貯蔵品 4,699 5,038

その他 432,190 382,376

貸倒引当金 △2,931 △2,575

流動資産合計 3,745,286 3,235,035

固定資産   

有形固定資産 114,158 105,713

無形固定資産   

のれん 1,401 －

その他 176,991 167,738

無形固定資産合計 178,393 167,738

投資その他の資産 740,501 876,063

固定資産合計 1,033,053 1,149,516

資産合計 4,778,339 4,384,552

負債の部   

流動負債   

買掛金 243,144 177,588

短期借入金 975,000 685,000

未払法人税等 74,437 99,022

営業預り金 512,200 405,008

賞与引当金 26,097 27,303

役員賞与引当金 30,669 15,947

その他 729,606 611,971

流動負債合計 2,591,156 2,021,842

固定負債   

退職給付引当金 163,960 172,538

その他 16,210 44,516

固定負債合計 180,170 217,054

負債合計 2,771,327 2,238,896

純資産の部   

株主資本   

資本金 624,140 626,985

資本剰余金 373,988 376,833

利益剰余金 1,653,349 1,740,196

自己株式 △756,428 △756,428

株主資本合計 1,895,049 1,987,587

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 66,212 115,532

その他の包括利益累計額合計 66,212 115,532

新株予約権 45,751 42,535

純資産合計 2,007,012 2,145,655

負債純資産合計 4,778,339 4,384,552
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年７月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 3,006,212 3,100,890

売上原価 2,384,413 2,492,637

売上総利益 621,799 608,253

販売費及び一般管理費 417,361 338,411

営業利益 204,437 269,841

営業外収益   

受取利息 115 971

受取配当金 520 477

受取手数料 526 501

投資事業組合運用益 － 878

補助金収入 － 3,998

その他 492 650

営業外収益合計 1,655 7,477

営業外費用   

投資事業組合運用損 143 －

支払補償費 1,856 888

その他 270 －

営業外費用合計 2,269 888

経常利益 203,823 276,430

特別利益   

固定資産売却益 1,789 －

投資有価証券売却益 7,487 60

新株予約権戻入益 1,667 15

特別利益合計 10,944 75

特別損失   

固定資産除却損 136 1,224

投資有価証券売却損 78 －

特別損失合計 214 1,224

税金等調整前四半期純利益 214,553 275,281

法人税等 108,933 112,901

少数株主損益調整前四半期純利益 105,619 162,380

四半期純利益 105,619 162,380
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年７月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 105,619 162,380

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 34,727 49,320

その他の包括利益合計 34,727 49,320

四半期包括利益 140,347 211,700

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 140,347 211,700

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年７月１日 
 至 平成25年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 214,553 275,281

減価償却費 38,813 36,034

株式報酬費用 30,268 －

新株予約権戻入益 △1,667 △15

のれん償却額 54,994 1,401

貸倒引当金の増減額（△は減少） △848 △355

賞与引当金の増減額（△は減少） △312 1,205

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,519 △14,722

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,314 8,578

受取利息及び受取配当金 △636 △1,448

支払利息 2,153 2,403

投資有価証券売却損益（△は益） △7,409 △60

投資事業組合運用損益（△は益） 143 △878

有形固定資産売却損益（△は益） △1,789 －

固定資産除却損 136 1,224

売上債権の増減額（△は増加） 84,019 38,614

仕入債務の増減額（△は減少） △131,363 △56,232

営業立替金の増減額（△は増加） 170,512 524,963

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,198 1,472

前受金の増減額（△は減少） △86,752 △85,442

営業預り金の増減額（△は減少） △107,919 △107,191

その他 △58,123 △54,140

小計 189,365 570,690

利息及び配当金の受取額 5,519 6,386

利息の支払額 △2,259 △2,325

法人税等の支払額 △140,080 △67,578

営業活動によるキャッシュ・フロー 52,545 507,172

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △41,062 △5,070

有形固定資産の売却による収入 10,017 －

無形固定資産の取得による支出 △45,237 △10,803

投資有価証券の取得による支出 △150 △153

投資有価証券の売却による収入 551 129

貸付金の回収による収入 － 30,000

保険積立金の積立による支出 － △50,000

その他 2,138 △4,470

投資活動によるキャッシュ・フロー △73,742 △40,369

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 302,000 △290,000

株式の発行による収入 46 2,491

自己株式の取得による支出 △251,662 －

配当金の支払額 △75,100 △75,036

財務活動によるキャッシュ・フロー △24,716 △362,544

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △45,914 104,258

現金及び現金同等物の期首残高 1,763,411 1,661,604

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,717,497 1,765,862
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  該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年７月１日 至 平成24年12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２四半期連結累計期間（自 平成25年７月１日 至 平成25年12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。 

  

（４）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  1,423,679  1,582,532  3,006,212  －  3,006,212

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 210  2,179  2,390  (2,390)  －

計  1,423,890  1,584,712  3,008,603  (2,390)  3,006,212

セグメント利益  176,186  27,864  204,051  386  204,437

  

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  1,525,889  1,575,001  3,100,890  －  3,100,890

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 209  2,139  2,348  (2,348)  －

計  1,526,099  1,577,140  3,103,239  (2,348)  3,100,890

セグメント利益  210,640  58,322  268,963  878  269,841
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