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(百万円未満切捨て)
１．平成26年３月期の連結業績（平成25年４月１日～平成26年３月31日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年３月期 12,141 2.6 358 12.3 384 △7.3 217 21.5

25年３月期 11,839 △2.5 319 1.1 415 0.5 179 6.0
(注) 包括利益 26年３月期 241百万円(△13.4％) 25年３月期 278百万円( 41.4％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

26年３月期 40.27 ― 4.2 5.7 3.0

25年３月期 33.15 ― 3.6 6.4 2.7
(参考) 持分法投資損益 26年３月期 ―百万円 25年３月期 ―百万円
　

　

（２）連結財政状態

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 6,922 5,197 75.1 961.42

25年３月期 6,501 5,101 78.5 943.64
(参考) 自己資本 26年３月期 5,197百万円 25年３月期 5,101百万円
　

　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

26年３月期 273 83 △108 3,607

25年３月期 286 333 △97 3,358
　

　

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

25年３月期 － 0.00 － 20.00 20.00 108 60.3 2.2

26年３月期 － 0.00 － 20.00 20.00 108 49.7 2.1

27年３月期(予想) － 10.00 － 10.00 20.00 39.0
　

　

３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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 12,800 5.4 443 23.5 461 19.7 277 27.2 51.24

決算短信 （宝印刷）  2014年05月13日 10時08分 1ページ （Tess 1.40 20131220_01）



※ 注記事項

（１）期中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

　 新規 ―社 (社名)― 、除外 ―社 (社名)―
　

　

（２）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 ： 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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（３）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 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 133,571株 25年３月期 133,455株

③ 期中平均株式数 26年３月期 5,406,477株 25年３月期 5,406,610株
　

　

※ 監査手続の実施状況に関する表示
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、連結財務

諸表に対する監査手続が実施中です。
　

※ 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２ページ「１．経営成績・財政状態に関する分析 （１）経営成績に関する分析」を
ご覧ください。
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１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

① 当期の経営成績

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府と日銀の経済金融政策を受けて、円安や株価上昇、輸出関連企業を

中心とした企業収益の改善など、景気回復に向けて明るい兆しが現れたものの、消費税増税による消費低迷の恐れ

や海外経済の下振れリスクもあり、依然として先行き不透明な状況が続いております。

当ビルメンテナンス業界におきましては、近年、より高度化、多様化している設備に対し、省エネルギーといっ

た建物維持管理コストの低減、ＣＯ２排出削減、更には快適な職場環境の実現といった様々なニーズが高まってき

ており、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。また、建物に携わる業種間での

相互協力関係が進展し、グループ化も加速しつつあります。

こうした情勢の下、当社グループは、お客様の様々なニーズに応えるべく積極的に取り組んだことから、売上高

につきましては12,141百万円（前連結会計年度比2.6％増）となりました。

利益面につきましては、営業利益では358百万円（同12.3％増）、経常利益では384百万円（同7.3％減）となり、

当期純利益では217百万円（同21.5％増）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。

② 今後の見通し

今後の見通しにつきまして、当社グループ及びお客様を取り巻く環境は、電力やエネルギー供給不安などにより、

依然として不透明な状況にあります。

このような事業環境の下、当社グループは、より一層、省エネルギーや節電などのエネルギーマネジメント、環

境を意識したＣＯ２排出削減、設備機器の効率的運用による管理コストの削減及び快適環境の提供など、お客様の

ニーズに応える提案営業に積極的に取り組んでまいります。

また、当社グループは、高砂熱学工業グループ内の業務上の更なる相互協力や近接事業の統合によって、グルー

プ内のシナジー効果をより一層高めるべく、高砂熱学工業が有する設備工事の設計及び施工における優れた技術力

を活かして、顧客基盤の拡大とコスト構造の見直しを図ってまいります。

以上により、次期（平成27年３月期）の連結業績見通しにつきましては、売上高12,800百万円（前年同期比5.4％

増）、営業利益443百万円（同23.5％増）、経常利益461百万円（同19.7％増）、当期純利益277百万円（同27.2％増）

を見込んでおります。
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（２）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末の資産合計は6,922百万円となり、前連結会計年度末と比べ421百万円（前連結会計年度比6.5％

増）の増加となりました。この内、流動資産は5,608百万円と前連結会計年度末と比べ424百万円増加し、固定資産

は1,314百万円と前連結会計年度末と比べ３百万円減少となりました。流動資産の増加は、主として有価証券が83百

万円減少したものの、受取手形及び売掛金が264百万円、現金及び預金が248百万円増加したことによるものであり

ます。また、固定資産の減少は、主として差入保証金が30百万円増加したものの、無形固定資産が26百万円、投資

有価証券が17百万円減少したことによるものであります。

当連結会計年度末の負債合計は1,724百万円となり、前連結会計年度末と比べ325百万円（同23.2％増）の増加と

なりました。この内、流動負債は1,443百万円と前連結会計年度末と比べ253百万円増加し、固定負債は281百万円と

前連結会計年度末と比べ71百万円の増加となりました。流動負債の増加は、主としてその他が58百万円減少したも

のの、支払手形及び買掛金が246百万円、未払法人税等が63百万円増加したことによるものであります。また、固定

負債の増加は、主として退職給付引当金が174百万円減少したものの、退職給付に係る負債が233百万円、役員退職

慰労引当金が７百万円増加したことによるものであります。

当連結会計年度末の純資産合計は5,197百万円となり、前連結会計年度末と比べ96百万円（同1.9％増）の増加と

なりました。これは、主として退職給付に係る調整累計額の計上により37百万円減少したものの、利益剰余金が109

百万円、その他有価証券評価差額金が23百万円増加したことによるものであります。

なお、自己資本比率は75.1％となり、前連結会計年度末と比べ3.4ポイントの減少となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ248百万円増加し、当連結会計年度末に

は3,607百万円となりました。

当連結会計年度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とおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より13百万円減少し、273百万円の収入となりました。

これは、主として仕入債務に係るキャッシュ・フローが420百万円、税金等調整前当期純利益が73百万円増加し、

法人税等の支払額が97百万円減少したものの、売上債権に係るキャッシュ・フローが433百万円、親会社株式評価

損が90百万円、その他の流動負債に係るキャッシュ・フローが86百万円減少したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より249百万円減少し、83百万円の収入となりました。

これは、主として有価証券の取得による支出が138百万円、投資有価証券の取得による支出が89百万円減少したも

のの、有価証券の償還による収入が200百万円、親会社株式の売却による収入が113百万円、定期預金の払戻によ

る収入が100百万円、有形固定資産の売却による収入が37百万円減少したことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より10百万円減少し、108百万円の支出となりました。

これは、主として配当金の支払額が10百万円増加したことによるものであります。
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成24年３月期 平成25年３月期 平成26年３月期

自己資本比率（％） 75.2 78.5 75.1

時価ベースの自己資本比率（％） 39.2 48.6 55.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 506.8 481.6 436.6

（注）自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※ 株式時価総額は、自己株式を除き、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。

※ キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを利用して

おります。

※ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を利用しております。

※ 当社グループは、期末時点で有利子負債がないため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率は、―と表示

しております。

　

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、株主に対する利益還元を重要課題であると認識しており、安定的な経営基盤の確保と将来の事業展開のた

めの企業体質強化に配慮の上、業績に応じた安定的な配当を継続することを基本方針としております。

上記方針に基づき、平成26年３月期の剰余金の配当につきましては、１株当たり年間20円（うち中間配当０円）を

予定しており、連結ベースの配当性向は49.7％となる予定です。

なお、次期の配当につきましては、１株あたり年間20円（うち中間配当10円）を予定しております。
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２．企業集団の状況

当社グループは、当社（㈱丸誠）及び子会社２社（㈱丸誠環境システムズ及び㈱エム・エス・エス）で構成されてお

り、各種建物の総合管理及び工事を主な事業内容としております。

当社グループの事業に係わる位置付けは、平成26年３月31日現在次のとおりであります。

なお、当社グループの事業は「ビルメンテナンス事業」の単一セグメントであるため、サービス別の事業内容等を記

載しております。

区分 内容 担当会社名

設備エンジニアリング
各種建物の設備保守点検業務、
建築設備工事、建築工事、内装仕上工事

当社

環境エンジニアリング 建物清掃業務
当社
㈱丸誠環境システムズ

マネジメント＆サービス
常駐警備業務、複合警備業務、駐車場管理業務、
管理人業務、システム開発・運用業務、
商品販売、プロパティ・マネジメント業務

当社
㈱エム・エス・エス
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３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針、（２）目標とする経営指標、（３）中長期的な会社の経営戦略、（４）会

社の対処すべき課題

平成22年３月決算短信（平成22年５月10日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため、開示を省略

しております。

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

　 http://www.marusei.co.jp/

（東京証券取引所ホームページ〔東証上場会社情報サービス〕）

　 http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html

（５）その他、会社の経営上重要な事項

当社は、高砂熱学工業㈱の連結子会社であります。

高砂熱学工業グループは、あらゆる建物に対する企画、設計、施工及びメンテナンスに関し、空調設備を軸とした

総合的なシステムエンジニアリングを提供しております。

当社グループは、「品質・環境・安全」を重視した資産管理を通して「お客様のビジネスに貢献する」ことを企業理

念としてきましたが、今後も高砂熱学工業グループの高い技術力と強い事業基盤を活かしたうえで、建物のライフサ

イクルにおけるお客様の多様なニーズに対して、ワンストップサービスを提供することにより、その使命を更に推進

してまいります。

また、当社は平成26年３月20日に開示いたしましたとおり、同日開催の取締役会において、高砂熱学工業㈱を株式

交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」という。）を行うことを決議

し、また、当社及び高砂熱学工業㈱の完全子会社である高砂エンジニアリングサービス㈱（以下「高砂エンジ」とい

う。）は、同日開催の取締役会において、本株式交換の効力発生を条件として、当社を吸収合併存続会社、高砂エンジ

を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行うことを決議し、同日、高砂熱学工業㈱と当社との間で株式交換契約を締結

し、併せて当社と高砂エンジとの間で合併契約を締結しております。
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４．連結財務諸表

（１）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)

当連結会計年度
(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,358,840 3,607,117

受取手形及び売掛金 1,471,218 1,735,527

有価証券 138,000 54,825

商品及び製品 102 161

仕掛品 － 10,731

原材料及び貯蔵品 3,186 1,685

繰延税金資産 141,729 133,845

その他 80,289 69,650

貸倒引当金 △9,395 △4,884

流動資産合計 5,183,970 5,608,658

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 216,871 215,252

減価償却累計額 △156,721 △147,234

建物及び構築物（純額） 60,149 68,018

土地 124,958 124,958

リース資産 3,528 10,548

減価償却累計額 △2,116 △2,822

リース資産（純額） 1,411 7,725

その他 228,868 214,001

減価償却累計額 △203,238 △190,881

その他（純額） 25,629 23,119

有形固定資産合計 212,149 223,822

無形固定資産 73,812 47,219

投資その他の資産

投資有価証券 715,670 697,707

繰延税金資産 98,021 84,436

差入保証金 109,070 139,413

その他 108,849 121,500

投資その他の資産合計 1,031,610 1,043,058

固定資産合計 1,317,573 1,314,100

資産合計 6,501,543 6,922,758
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当連結会計年度
(平成26年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 425,284 671,322

リース債務 740 1,969

未払法人税等 34,117 97,798

未払消費税等 54,309 54,502

未払費用 213,813 214,676

賞与引当金 303,389 303,104

その他 158,361 99,868

流動負債合計 1,190,017 1,443,242

固定負債

リース債務 802 6,204

退職給付引当金 174,589 －

役員退職慰労引当金 33,628 41,179

退職給付に係る負債 － 233,666

その他 672 628

固定負債合計 209,692 281,677

負債合計 1,399,709 1,724,920

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 4,584,742

自己株式 △57,882 △57,951

株主資本合計 5,068,262 5,177,791

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 57,300

退職給付に係る調整累計額 － △37,253

その他の包括利益累計額合計 33,571 20,047

純資産合計 5,101,834 5,197,838

負債純資産合計 6,501,543 6,922,758
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

　

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

売上高 11,839,032 12,141,182

売上原価 10,387,419 10,555,247

売上総利益 1,451,612 1,585,935

販売費及び一般管理費 1,132,083 1,227,167

営業利益 319,529 358,767

営業外収益

受取利息 52,473 16,922

受取配当金 5,848 3,206

保険解約返戻金 2,821 4,085

有価証券償還益 18,339 －

貸倒引当金戻入額 1,861 4,705

雑収入 15,687 10,056

営業外収益合計 97,031 38,976

営業外費用

支払利息 595 625

固定資産除却損 311 2,231

未収利息精算差額 － 9,607

雑損失 273 280

営業外費用合計 1,181 12,744

経常利益 415,379 384,998

特別利益

親会社株式売却益 4,875 －

特別利益合計 4,875 －

特別損失

親会社株式評価損 90,824 －

投資有価証券評価損 17,371 －

その他 700 －

特別損失合計 108,895 －

税金等調整前当期純利益 311,358 384,998

法人税、住民税及び事業税 107,143 137,846

法人税等調整額 24,960 29,423

法人税等合計 132,103 167,269

少数株主損益調整前当期純利益 179,254 217,729

当期純利益 179,254 217,729
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連結包括利益計算書

　

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 179,254 217,729

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 99,700 23,728

その他の包括利益合計 99,700 23,728

包括利益 278,954 241,458

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 278,954 241,458

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

(単位：千円)

　

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

退職給付に

係る調整

累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 419,000 232,000 4,393,210 △57,814 4,986,395 △66,128 － △66,128 4,920,267

当期変動額 　 　 　 　 　 　 　 　

剰余金の配当 △97,320 △97,320 △97,320

当期純利益 179,254 179,254 179,254

自己株式の取得 △67 △67 △67

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
99,700 － 99,700 99,700

当期変動額合計 － － 81,934 △67 81,866 99,700 － 99,700 181,566

当期末残高 419,000 232,000 4,475,144 △57,882 5,068,262 33,571 － 33,571 5,101,834

当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(単位：千円)

　

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

退職給付に

係る調整

累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 419,000 232,000 4,475,144 △57,882 5,068,262 33,571 － 33,571 5,101,834

当期変動額 　 　 　 　 　 　 　 　

剰余金の配当 △108,130 △108,130 △108,130

当期純利益 217,729 217,729 217,729

自己株式の取得 △69 △69 △69

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
23,728 △37,253 △13,524 △13,524

当期変動額合計 － － 109,598 △69 109,529 23,728 △37,253 △13,524 96,004

当期末残高 419,000 232,000 4,584,742 △57,951 5,177,791 57,300 △37,253 20,047 5,197,838
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

　

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 311,358 384,998

減価償却費 54,801 50,563

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,546 △4,510

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,542 △285

退職給付引当金の増減額（△は減少） 28,528 △174,589

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,466 7,550

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 175,783

受取利息及び受取配当金 △58,322 △20,129

支払利息 595 625

保険解約返戻金 △2,821 △4,085

有価証券償還損益（△は益） △18,339 －

有形固定資産除却損 311 2,231

未収利息精算差額 － 9,607

親会社株式売却損益（△は益） △4,875 －

親会社株式評価損益（△は益） 90,824 －

投資有価証券評価損益（△は益） 17,371 －

売上債権の増減額（△は増加） 169,611 △264,309

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,768 △9,289

仕入債務の増減額（△は減少） △174,076 246,037

その他の流動負債の増減額（△は減少） 10,510 △75,555

その他 △16,115 2,515

小計 399,576 327,161

利息及び配当金の受取額 59,444 20,610

利息の支払額 △595 △625

法人税等の支払額 △171,492 △74,085

営業活動によるキャッシュ・フロー 286,933 273,061

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 100,000 －

有価証券の取得による支出 △138,000 －

有価証券の償還による収入 338,149 138,000

親会社株式の売却による収入 113,200 －

有形固定資産の取得による支出 △17,043 △10,210

有形固定資産の売却による収入 37,270 －

無形固定資産の取得による支出 △298 △3,592

投資有価証券の取得による支出 △90,447 △459

差入保証金の差入による支出 △559 △35,798

差入保証金の回収による収入 3,368 3,918

保険積立金の解約による収入 2,821 11,179

その他 △15,011 △19,180

投資活動によるキャッシュ・フロー 333,448 83,856
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 215,000 160,000

短期借入金の返済による支出 △215,000 △160,000

リース債務の返済による支出 △740 △740

自己株式の取得による支出 △71 △72

配当金の支払額 △97,106 △107,826

財務活動によるキャッシュ・フロー △97,918 △108,640

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 522,464 248,277

現金及び現金同等物の期首残高 2,836,376 3,358,840

現金及び現金同等物の期末残高 3,358,840 3,607,117
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（５）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)

　
該当事項はありません。

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

　
１ 連結の範囲に関する事項

　 (1) 連結子会社の数 ２社

主要な連結子会社の名称

㈱丸誠環境システムズ

㈱エム・エス・エス

　 (2) 主要な非連結子会社の名称

該当事項はありません。

なお、非連結子会社であったPT TOKYO TECHNICAL SERVICE INDONESIAは、当連結会計年度において清算が完

了しております。

２ 持分法の適用に関する事項

　 (1) 持分法を適用していない非連結子会社の名称

該当事項はありません。

持分法を適用していない非連結子会社であったPT TOKYO TECHNICAL SERVICE INDONESIAは、当連結会計年度

において清算が完了しております。

なお、関連会社はありません。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

　 ａ 満期保有目的の債券

　 償却原価法（定額法）を採用しております。

　 ｂ その他有価証券

　 時価のあるもの

連結決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用しております。

　 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

② たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

　 ａ 商品及び製品

移動平均法

　 ｂ 仕掛品

個別法

　 ｃ 原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法を採用しておりま

す。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　建物及び構築物 ３～50年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。

③ リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。

③ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、

期間定額基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により費

用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）

による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

完成工事高の計上は、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用してお

ります。

(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動については僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付

適用指針」という。）を、当連結会計年度末より適用し（ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指

針第67項本文に掲げられた定めを除く。）、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債とし

て計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を退職給付に係る負債に計上いたしま

した。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当連結

会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減してお

ります。

この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が233,666千円計上されております。また、その他の

包括利益累計額が37,253千円減少しております。

なお、１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

　

(セグメント情報)

　
当社グループは、ビルメンテナンス等の役務提供並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記載を

省略しております。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

１株当たり純資産額 943円64銭 961円42銭

１株当たり当期純利益金額 33円15銭 40円27銭

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(千円) 179,254 217,729

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 179,254 217,729

普通株式の期中平均株式数(株) 5,406,610 5,406,477

３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当連結会計年度

(平成26年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 5,101,834 5,197,838

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 5,101,834 5,197,838

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株
式の数(株)

5,406,545 5,406,429

４ 「会計方針の変更」に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める経過

的な取扱いに従っております。

　 この結果、当連結会計年度の１株当たり純資産額が、６円89銭減少しております。

　

(重要な後発事象)

　
該当事項はありません。
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５．その他

（１）役員の異動

　
① 代表者の異動

該当事項はありません。

② その他の役員の異動（平成26年６月25日付予定）

・新任取締役

取締役 折笠 文人（現 管理本部副本部長）

　
・退任予定監査役

監査役 近藤 富士夫
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