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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期第１四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26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 ％

27年３月期第１四半期 2,405 △2.4 23 △55.8 46 △49.5 31 △45.7

26年３月期第１四半期 2,463 2.6 53 △17.8 91 △2.8 58 △7.5
(注) 包括利益 27年３月期第１四半期 △15百万円( ―％) 26年３月期第１四半期 204百万円( ―％)
　

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

27年３月期第１四半期 3.94 ―

26年３月期第１四半期 7.25 ―
　

　

（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 ％

27年３月期第１四半期 8,408 6,406 76.2

26年３月期 8,603 6,501 75.6
(参考) 自己資本 27年３月期第１四半期 6,406百万円 26年３月期 6,501百万円
　
　
　

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

26年３月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

27年３月期 ―

27年３月期(予想) 0.00 ― 10.00 10.00
(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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 5,030 4.0 106 △8.1 145 △19.5 100 △16.4 12.39

通期 10,050 0.1 280 5.8 350 △22.0 224 △22.7 27.76
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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
　

　

（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 ： 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
　

詳細につきましては、添付資料３ページ「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項(３)会計方針の変更・会計
上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

　

（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) 27年３月期１Ｑ 9,000,000株 26年３月期 9,000,000株

② 期末自己株式数 27年３月期１Ｑ 930,593株 26年３月期 929,231株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期１Ｑ 8,069,948株 26年３月期１Ｑ 8,071,369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、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は終了していません。
※ 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 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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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

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税増税による景気への影響が予想される中、増税前の駆け

込み需要の反動による落ち込みがありましたものの、増税前に１万４千円台であった日経平均株価が６月に入り１万

５千円台を回復し、内閣府の調査でも景況感が改善するなど、その影響は徐々に和らいでおります。しかし一方で、

燃料価格の上昇に伴う物価高や円高傾向となっている為替などが懸念材料となり、先行きの不透明感は拭えないまま

推移いたしました。

ビルメンテナンス・警備業界におきましては、新規物件受注及び既存物件継続における激しい競争は引き続いてお

り、加えて消費税増税後の得意先やビルオーナーのコスト削減意識は強まっております。また、有効求人倍率の上昇

により、パートやアルバイトは採用難の状況にあり、募集に係るコストは増加しております。さらに最低賃金の見直

し等による労務費の上昇もあり、当社グループをとりまく環境はさらに厳しいものとなっております。

このような経営環境のもと、当社グループでは「新規受注増を狙った開発営業部体制の強化」「原価率低減への対

策」「業務品質力の向上」「新規事業への取り組み」を基本戦略として、新たな業務受注を目指して営業活動を展開

し、利益の拡大を目指しました。

その結果、病院施設や一般オフィスビル等を新規受注することができましたが、得意先における店舗建て替えのた

めの閉店による影響があったほか、入札や契約改定、見直しによる失注及び減額が発生いたしました。

売上原価におきましては、前第１四半期連結累計期間に実施した退職給付債務の割引率見直しにより退職給付費用

が減少した一方で、パート等の時給単価や採用コストの上昇により人件費及び募集費が増加いたしました。

また、営業外収益においては、負ののれん償却額の計上がありましたものの、前第１四半期連結累計期間に発生し

た匿名組合投資利益及び受取補償金の計上が減少いたしました。

以上により、当第１四半期連結累計期間における売上高は２４億５百万円（前年同四半期比２．４％減）、営業利

益２千３百万円（同５５．８％減）、経常利益４千６百万円（同４９．５％減）、四半期純利益３千１百万円(同４５．

７％減)となりました。

（２）財政状態に関する説明

（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の総資産は、前連結会計年度末に比べ１億９千５百万円減少して８４億８百万円とな

りました。このうち流動資産は、前連結会計年度末に比べ２億９百万円減少して４６億３千１百万円となりました。

これは主として、現金及び預金が２億５千３百万円減少したこと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、１千４百万円増加して３７億７千７百万円となりました。これは主として、投資有価証券が３千１百万

円増加したことによるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ１億円減少して２０億２百万円となりました。このうち流動負債は、前連結会計

年度末に比べ５千１百万円減少して１０億９千７百万円となりました。また、固定負債は、前連結会計年度末に比べ

４千８百万円減少して９億４百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ９千４百万円減少して６４億６百万円となりました。これは主として、配当金

８千万円の支払いによる減少であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因によって予想値と異なる

可能性があります。なお、平成27年３月期の連結業績予想につきましては、平成26年４月24日に「平成26年３月期決

算短信」で公表いたしました業績数値から変更はありません。
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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

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

税金費用の計算

当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する方法を採用しております。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(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、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について当

第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属

方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更並びに割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間につ

いて従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間ごとに設定され

た複数の割引率を使用する方法へ変更いたしました。

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、当第１四半

期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が2,866千円減少し、利益剰余金が1,817千円

増加しております。なお、当該変更による損益に与える影響は軽微であります。
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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26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,711,291 3,457,664

受取手形及び売掛金 939,097 916,083

商品及び製品 19,489 15,325

原材料及び貯蔵品 21,203 26,149

その他 149,747 216,402

貸倒引当金 △563 △462

流動資産合計 4,840,267 4,631,161

固定資産

有形固定資産

土地 831,226 831,226

その他（純額） 490,161 478,409

有形固定資産合計 1,321,388 1,309,635

無形固定資産 161,519 160,938

投資その他の資産

投資有価証券 1,858,374 1,889,876

その他 423,419 418,339

貸倒引当金 △1,200 △1,200

投資その他の資産合計 2,280,593 2,307,016

固定資産合計 3,763,502 3,777,590

資産合計 8,603,769 8,408,751

負債の部

流動負債

買掛金 253,707 170,791

短期借入金 50,000 50,000

未払法人税等 92,193 17,970

賞与引当金 139,956 54,811

その他 613,048 803,581

流動負債合計 1,148,905 1,097,155

固定負債

退職給付に係る負債 451,199 451,879

負ののれん 28,346 18,561

その他 473,879 434,462

固定負債合計 953,425 904,903

負債合計 2,102,330 2,002,058
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 450,000 450,000

資本剰余金 395,509 395,509

利益剰余金 5,425,956 5,378,867

自己株式 △267,939 △268,373

株主資本合計 6,003,526 5,956,003

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 497,912 450,689

その他の包括利益累計額合計 497,912 450,689

純資産合計 6,501,438 6,406,693

負債純資産合計 8,603,769 8,408,751
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 2,463,416 2,405,208

売上原価 2,168,081 2,139,976

売上総利益 295,334 265,232

販売費及び一般管理費 241,745 241,560

営業利益 53,589 23,671

営業外収益

受取利息 2,350 2,221

受取配当金 6,108 7,301

負ののれん償却額 10,255 9,784

匿名組合投資利益 6,502 -

受取補償金 8,213 -

雑収入 5,037 3,976

営業外収益合計 38,468 23,284

営業外費用

支払利息 735 765

雑損失 13 69

営業外費用合計 749 834

経常利益 91,309 46,121

特別利益

固定資産売却益 47 -

特別利益合計 47 -

特別損失

固定資産売却損 - 277

固定資産廃棄損 8 68

特別損失合計 8 346

税金等調整前四半期純利益 91,348 45,774

法人税等合計 32,826 13,973

少数株主損益調整前四半期純利益 58,521 31,801

四半期純利益 58,521 31,801

少数株主損益調整前四半期純利益 58,521 31,801

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 146,094 △47,223

その他の包括利益合計 146,094 △47,223

四半期包括利益 204,616 △15,421

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 204,616 △15,421
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（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）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 該当事項はありません。
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