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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 8,332 0.7 △5 ― 34 △81.4 △16 ―
24年3月期第2四半期 8,278 △2.2 160 133.2 184 59.2 98 46.0

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △66百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 31百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 △3.28 ―
24年3月期第2四半期 19.63 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 9,822 7,181 73.1
24年3月期 10,038 7,298 72.7
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  7,181百万円 24年3月期  7,298百万円

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

24年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
25年3月期 ― 10.00
25年3月期（予想） ― 10.00 20.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31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  ：  有   

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 17,200 2.2 50 △78.8 110 △65.1 40 △55.1 7.94



(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 

（注）詳細は、添付資料P.3「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） 

※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P.3「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」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   ：  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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 5,369,671 株 24年3月期 5,369,671 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 333,960 株 24年3月期 333,960 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 5,035,711 株 24年3月期2Q 5,035,711 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本震災の復興需要など堅調な内需を背景に、低迷して

いた景気が足元では緩やかに回復してまいりました。しかしながら復興関連を除く内需の伸びの鈍化や輸出の減少

を背景に、当第２四半期連結累計期間における景気回復はまだ小幅であります。先行きにつきましても、引き続く

欧州経済や中国経済の影響により世界経済の減速は長期化の様相を強めており、また円高傾向・輸出減などの懸念

材料は払拭できず、国内でもエコカー補助金の終了や依然としてのデフレ基調の中、日本経済の回復は当面期待で

きそうにない状況であります。 

ビルメンテナンス業界におきましても、既存物件における空室率の高止まりや平均賃料の下落に対する改善傾

向は見られず、ビルオーナーの管理コスト削減意識が依然として強く、引き続き厳しい状況で推移いたしました。

このような経営環境のもと、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）におけるビルメンテナン

ス事業につきましては、ビルオーナーからの仕様の見直しによる減額要請や解約があったものの、いくつかの新規

物件などを獲得し、売上高は微増となりました。しかしながら新規物件における募集費・教育費などの業務準備コ

スト負担が響いたこと、また解約物件における余剰人員の再配置の遅れなどによるコストが重なったこと、さらに

は各業務部にて予定していた随時契約が思うように伸びなかったことなどにより、全体として利益面は減益となり

ました。 

リニューアル工事事業につきましては、ビルメンテナンス事業における顧客の他、広く営業活動を行い引き続

き工事受注に努めて参りましたが、結果的に売上は減収となりました。 

不動産ソリューション事業につきましては、既存の指定管理事業物件において随時売上の獲得や各種イベント

の企画などをおこなって参りましたが、利用者の増加にはつながらず、結果的に減収となりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高83億32百万円（前年同四半期比0.7％増）、営業損失５

百万円（前年同四半期は、１億60百万円の営業利益）、経常利益34百万円（前年同四半期比81.4％減）、四半期純

損失16百万円（前年同四半期は、98百万円の四半期純利益）となりました。 

前年同四半期と比較しまして、売上高は増収ながら、利益面において減益となりました。  

ビルメンテナンス事業 

（クリーン業務） 

クリーン業務につきましては、一部大型施設他の解約物件もありましたが、ホテルアソシア新横浜、名古屋観

光ホテル、明治安田生命新東陽町ビルなどの新規物件の獲得及び既存ホテルの高稼働などの前年対比増収要因が寄

与し、売上高は43億２百万円（前年同四半期比1.91％増）となりました。しかしながら新規物件の立上費用や解約

による余剰人員の再配置の遅れによる労務費が影響し、営業利益は５億22百万円（同15.34％減）となりました。 

（設備管理業務） 

設備管理業務につきましては、昨年受注したようなLED交換工事といった大型随時工事は受注できませんでした

が、ベストウェスタンホテル名古屋、中野坂上サンブライトツインなどの新規案件獲得による増収要因が寄与し、

売上高は18億34百万円（同0.41％増）となりました。しかしながら新規物件の立上費用や解約などによる余剰人員

の労務費が影響し、営業利益は34百万円（同55.49％減）となりました。 

（セキュリティ業務） 

セキュリティ業務につきましては、セントラルパーク駐車場管理、みよし市役所などの新規物件に加わり、既

存物件における随時契約の獲得により、売上高は13億57百万円（同1.75％増）となり、営業利益は１億２百万円

（同4.96％増）となりました。 

従いまして、ビルメンテナンス部門の売上高は74億94百万円（同1.51％増）となりましたが、労務費などの原

価増により営業利益は６億59百万円（同16.72％減）となりました。 

リニューアル工事事業 

リニューアル工事事業につきましては、積極的に顧客ビルからの工事受注に努めたものの、顧客の修繕計画の

先送りなどによる受注件数の減少など厳しい環境下、売上高は５億10百万円（同9.23％減）となり、営業利益は18

百万円（同40.80％減）となりました。 

不動産ソリューション事業 

不動産ソリューション事業につきましては、各施設において自主事業の企画などの集客活動をおこなって参り

ましたが、利用者の増加にはつながらず、売上高は３億27百万円（同1.64％減）となりました。しかし利益面にお

いては、当社が所有するビルのサブリース化などによる有効活用が収益に寄与し、営業利益は14百万円（同

70.09％増）となりました。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（２）連結財政状態に関する定性的情報  

当第２四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産98億22百万円(前連結会計年度末比２億16百万

円減)、負債の部は26億40百万円(同99百万円減)となり、純資産の部は、71億81百万円(同１億16万円減)となりま

した。 

資産の部の減少要因は、主には長期預金が５億円、投資有価証券が１億62百万円、及び保険積立資産が１億30

百万円減少したことによるものであります。また負債の部の減少要因は、主には未払法人税等が78百万円、支払手

形及び買掛金が44百万円、長期借入金が24百万円減少したことによるものであります。 

そして純資産の部の主な減少要因は、利益剰余金が66百万円、その他有価証券評価差額金が49百万円減少した

ことによるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年５月15日に公表した通期の業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日(平成24年11月13

日)公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

   

   

（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 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得し

た有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響額は軽微であります。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,547,414 1,904,806

受取手形及び売掛金 1,589,793 1,591,815

有価証券 25,620 61,628

商品及び製品 7,611 6,885

原材料及び貯蔵品 51,114 53,058

繰延税金資産 109,873 117,161

その他 34,110 20,806

貸倒引当金 △800 △773

流動資産合計 3,364,736 3,755,390

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,981,943 2,041,933

減価償却累計額 △1,334,801 △1,253,373

建物及び構築物（純額） 647,141 788,559

機械装置及び運搬具 470,746 472,791

減価償却累計額 △380,676 △394,607

機械装置及び運搬具（純額） 90,069 78,183

工具、器具及び備品 290,505 307,089

減価償却累計額 △229,899 △241,138

工具、器具及び備品（純額） 60,605 65,951

土地 1,172,981 1,172,981

リース資産 10,843 10,843

減価償却累計額 △8,675 △9,759

リース資産（純額） 2,168 1,084

建設仮勘定 40,975 37,250

有形固定資産合計 2,013,941 2,144,009

無形固定資産 39,102 38,570

投資その他の資産   

投資有価証券 1,834,880 1,672,744

差入保証金 273,706 278,346

退職積立資産 936,840 968,158

保険積立資産 448,955 318,791

ゴルフ会員権 146,449 146,049

繰延税金資産 259,574 274,028

長期預金 650,000 150,000

その他 99,173 104,635

貸倒引当金 △28,440 △28,440

投資その他の資産合計 4,621,140 3,884,314

固定資産合計 6,674,184 6,066,894

資産合計 10,038,920 9,822,285



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 421,893 377,807

短期借入金 60,000 126,000

1年内返済予定の長期借入金 109,920 79,950

リース債務 2,168 1,084

未払費用 198,705 214,552

未払給与 761,643 753,886

未払法人税等 97,296 19,178

未払消費税等 90,345 83,148

賞与引当金 221,865 217,017

その他 147,790 190,059

流動負債合計 2,111,629 2,062,684

固定負債   

長期借入金 89,990 65,000

預り保証金 33,806 29,763

退職給付引当金 292,765 281,427

役員退職慰労引当金 212,400 201,723

固定負債合計 628,962 577,913

負債合計 2,740,592 2,640,598

純資産の部   

株主資本   

資本金 822,300 822,300

資本剰余金 878,137 878,137

利益剰余金 5,952,860 5,885,973

自己株式 △314,483 △314,483

株主資本合計 7,338,813 7,271,927

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △40,485 △90,240

その他の包括利益累計額合計 △40,485 △90,240

純資産合計 7,298,328 7,181,687

負債純資産合計 10,038,920 9,822,285



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 8,278,618 8,332,572

売上原価 7,169,390 7,347,042

売上総利益 1,109,227 985,530

販売費及び一般管理費   

役員報酬 76,548 80,130

給料 384,610 386,760

賞与引当金繰入額 50,149 47,607

役員退職慰労引当金繰入額 8,702 9,013

賃借料 100,414 94,924

減価償却費 30,993 39,313

保険料 5,953 22,608

その他 291,818 310,764

販売費及び一般管理費合計 949,191 991,123

営業利益又は営業損失（△） 160,036 △5,592

営業外収益   

受取利息 9,878 4,198

受取配当金 17,390 16,769

受取手数料 11,342 18,932

受取保険金及び配当金 3,339 2,249

保険返戻金 2,422 6,803

持分法による投資利益 4,150 3,577

貸倒引当金戻入額 11 22

その他 1,181 1,138

営業外収益合計 49,716 53,691

営業外費用   

支払利息 3,746 2,134

有価証券運用損 14,566 5,950

支払手数料 5,703 5,263

雑損失 1,643 600

営業外費用合計 25,660 13,948

経常利益 184,092 34,150

特別利益   

固定資産売却益 － 13

投資有価証券売却益 1,184 －

特別利益合計 1,184 13

特別損失   

固定資産除売却損 17 19,383

投資有価証券売却損 132 －

投資有価証券償還損 － 17,844

ゴルフ会員権評価損 2,633 400

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 500 －

特別損失合計 3,282 37,628

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

181,994 △3,464

法人税、住民税及び事業税 64,683 7,623

法人税等調整額 18,443 5,441

法人税等合計 83,127 13,064

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

98,866 △16,529

四半期純利益又は四半期純損失（△） 98,866 △16,529



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

98,866 △16,529

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △67,477 △49,754

その他の包括利益合計 △67,477 △49,754

四半期包括利益 31,388 △66,284

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 31,388 △66,284



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

181,994 △3,464

減価償却費 55,702 65,472

持分法による投資損益（△は益） △4,150 △3,577

ゴルフ会員権評価損 2,633 400

貸倒引当金の増減額（△は減少） 486 △27

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,005 △4,848

退職給付引当金の増減額（△は減少） △20,814 △11,338

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,412 △10,677

売上債権の増減額（△は増加） △49,249 △2,022

仕入債務の増減額（△は減少） 26,794 △44,086

有価証券運用損益（△は益） 14,566 5,950

支払利息 3,746 2,134

有形固定資産除売却損益（△は益） 17 19,383

投資有価証券売却損益（△は益） △1,052 －

投資有価証券償還損益（△は益） － 17,844

退職積立資産の増減額(△は増加) △33,924 △31,317

保険積立資産の増減額(△は増加) 2,066 130,164

受取利息及び受取配当金 △27,269 △20,968

その他 46,817 △28,151

小計 185,946 80,871

利息及び配当金の受取額 35,349 32,626

利息の支払額 △3,746 △2,134

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △10,370 △85,095

その他の営業外損益の受取額又は支払額（△は支
払）

△3,480 20,368

営業活動によるキャッシュ・フロー 203,699 46,636

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 － 500,000

有形固定資産の取得による支出 △95,344 △153,516

無形固定資産の取得による支出 △4,574 △6,959

投資有価証券の取得による支出 △201,913 △188,146

投資有価証券の売却による収入 12,071 5,323

投資有価証券の償還による収入 － 200,000

その他 △24,167 △5,425

投資活動によるキャッシュ・フロー △313,929 351,275

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 860,000 580,000

短期借入金の返済による支出 △800,000 △514,000

長期借入金の返済による支出 △54,960 △54,960

配当金の支払額 △50,347 △50,474

その他 △1,084 △1,084

財務活動によるキャッシュ・フロー △46,391 △40,519

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △156,622 357,392

現金及び現金同等物の期首残高 1,623,551 1,517,414

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,466,928 1,874,806



 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23年４月１日 至平成23年９月30日）    

１．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△670,333千円は、主に報告セグメントに配分していない販売費及び一般管理

費等の全社費用であります。   

   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。  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

  該当事項はありません。  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９月30日）  

１．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△697,132千円は、主に報告セグメントに配分していない販売費

及び一般管理費等の全社費用であります。   

   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損失と調整を行っております。  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

  該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

              （単位：千円）

    報告セグメント 調整額 四半期連結損益

計算書計上額

（注）２   クリーン業務 設備管理業務 
セキュリティ

業務  

リニューアル

工事業務 

不動産ソリュ

ーション業務
（注）１ 

売上高              

 
外部顧客へ

の売上高 
4,222,270 1,826,980 1,333,747 562,493 333,126 － 8,278,618

 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－ － － － － － －

計 4,222,270 1,826,980 1,333,747 562,493 333,126 － 8,278,618

セグメント利益 616,877 76,695 97,914 30,458 8,423 △670,333 160,036

              （単位：千円）

    報告セグメント 調整額 四半期連結損益

計算書計上額

（注）２   クリーン業務 設備管理業務 
セキュリティ

業務  

リニューアル

工事業務 

不動産ソリュ

ーション業務
（注）１ 

売上高              

 
外部顧客へ

の売上高 
4,302,780 1,834,534 1,357,022 510,559 327,675 － 8,332,572

 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－ － － － － － －

計 4,302,780 1,834,534 1,357,022 510,559 327,675 － 8,332,572

セグメント利益 

又は損失(△) 
522,277 34,135 102,767 18,032 14,327 △697,132 △5,592
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