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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 8,025 △5.3 7 △49.8 124 34.5 57 39.4
21年3月期第1四半期 8,475 ― 15 ― 92 ― 40 ―

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

22年3月期第1四半期 3.74 ―

21年3月期第1四半期 2.68 ―

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

22年3月期第1四半期 22,100 16,630 74.2 1,073.72
21年3月期 23,454 16,507 69.4 1,065.25

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  16,396百万円 21年3月期  16,267百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 
連結累計期間

17,063 0.7 203 75.8 337 13.5 144 6.6 9.43

通期 35,967 3.8 901 95.6 1,110 53.6 590 △29.0 38.64



4.  その他 

(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  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注) 詳細は、4ページ [定性的情報・財務諸表等] 4．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、4ページ [定性的情報・財務諸表等] 4．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載の連結業績予想は本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想
値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は4ページ [定性的情報・財務諸表等] 3．連結業績予想に関する定性的情報をご参照下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 15,475,610株 21年3月期  15,475,610株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  204,843株 21年3月期  204,693株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 15,270,880株 21年3月期第1四半期 15,274,651株



当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部の景気動向調査で景気の底打ちが伝えられたものの、設

備投資の抑制や雇用悪化、個人消費の低迷が続いたため、きわめて厳しい状況で推移しました。 

 当ビルメンテナンス業界におきましては、顧客企業のコスト削減意識の高まりや設備投資の抑制により、多くの

企業において厳しい企業経営を強いられています。 

 こうした中、当社グループにおいても、営業機能を強化し受注活動の拡大に努めましたが、解約や仕様変更等の

影響により売上高の減少傾向が続いております。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は 千円（前年同期比5.3％減）となりました。利益面に

おきましては、売上高の減少により営業利益は 千円（前年同期比49.8％減）、生命保険配当金等の増加により

経常利益は 千円（前年同期比34.5％増）、四半期純利益は 千円（前年同期比39.4％増）となりまし

た。 

 事業別の売上高は、次のとおりであります。 

（１）ビルメンテナンス事業 

 売上高は、設備業務が前年度受注業務の通年稼動等により増加しましたが、清掃業務や警備業務、その他業

務が解約や仕様変更等により、商品販売も測定機器類の販売減によりいずれも減少し6,753,115千円（前年同

期比1.7％減）となりました。 

 営業利益は、営業費用の削減により442,103千円（前年同期比6.4％増）となりました。 

（２）アウトソーシング事業 

 売上高は、ファシリティマネジメント業務やプロパティマネジメント業務の受注が堅調に推移したものの、

受託業務の移管や解約の影響を大きく受けたことから625,257千円（前年同期比32.9％減）となりました。 

 営業損失は、受託業務の減少にともない18,340千円（前年同期は営業利益2,033千円）となりました。 

（３）建築エンジニアリング事業 

 売上高は、建設市場の低迷に加え、リニューアル工事等の各種工事の受注も低調に推移したことから

212,178千円（前年同期比24.0％減）となりました。 

 営業損失は、売上高の減少にともない17,488千円（前年同期は営業損失21,391千円）となりました。 

（４）その他の事業 

 売上高は、放射線防護資機材等の商品販売が堅調に推移し、434,819千円(前年同期比10.6％増)となりまし

た。 

 営業損失は、営業費用の増加により20,350千円（前年同期は営業損失7,813千円）となりました。  

  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は 千円となり、前連結会計年度末に比べて1,354,137千円減少

しました。これは有価証券が399,185千円増加、投資有価証券が588,450千円増加しましたが、未収入金が

1,396,684千円減少、現金及び預金が372,873千円減少したことが主な要因であります。負債は1,477,486千円減少

し 千円となりました。これは未払法人税等が643,636千円、賞与引当金が449,612千円、支払手形及び買

掛金が152,233千円それぞれ減少したことが主な要因であります。純資産は 千円となり、自己資本比率

は69.4％から74.2％となりました。  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四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、前連結会計年度末に

比べて420,542千円減少し、6,471,857千円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、 千円の増加(前第１四半期連結累計期間は181,572千円の減少)

となりました。主な資金の増加要因は、受取補償金の受取額 千円、税金等調整前四半期純利益

千円によるものであります。主な資金の減少要因は、法人税等の支払額660,407千円、賞与引当金の減少額

449,612千円、仕入債務の減少額152,233千円によるものであります。  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、457,016千円の減少(前第１四半期連結累計期間は17,461千円の減少)

となりました。主な資金の増加要因は、定期預金の払戻による収入 千円、有価証券の償還による収入

千円、有形固定資産の売却による収入が 千円によるものであります。主な資金の減少要因は、有

価証券の取得による支出499,075千円、投資有価証券の取得による支出204,534千円、定期預金の預入による支出

192,463千円によるものであります。  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、126,203千円の減少(前第１四半期連結累計期間は144,715千円の減少)

となりました。主な資金の減少要因は、配当金の支払額112,751千円によるものであります。  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

8,025,371

7,906

124,525 57,075

２．連結財政状態に関する定性的情報

22,100,338

5,469,576

16,630,761

162,676

1,363,000 115,935

274,414

100,000 54,937



平成22年３月期の連結業績につきましては、本年５月に発表した業績予想に変更はありません。   

  

該当事項はありません。  

  

固定資産の減価償却の算定方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している資産の減価償却費につきましては、連結会計年度に係る減価償

却の額を期間按分して算定しております。 

  

・会計処理基準に関する事項の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関

する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期

連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間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。これ

による損益に与える影響はありません。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,952,642 7,325,515 

受取手形及び売掛金 3,526,377 3,751,003 

有価証券 941,966 542,781 

商品 60,469 53,815 

仕掛品 87,550 3,015 

貯蔵品 4,749 6,474 

繰延税金資産 353,879 386,382 

未収入金 81,396 1,478,080 

その他 595,716 393,898 

貸倒引当金 △12,035 △12,247 

流動資産合計 12,592,712 13,928,720 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 865,655 892,512 

土地 1,575,077 1,623,247 

その他（純額） 124,056 124,992 

有形固定資産合計 2,564,789 2,640,752 

無形固定資産 207,550 228,038 

投資その他の資産   

投資有価証券 4,209,686 3,621,235 

繰延税金資産 504,418 654,872 

その他 2,186,326 2,546,703 

貸倒引当金 △165,145 △165,848 

投資その他の資産合計 6,735,285 6,656,964 

固定資産合計 9,507,625 9,525,755 

資産合計 22,100,338 23,454,475 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,470,404 1,622,637 

短期借入金 30,000 30,000 

1年内返済予定の長期借入金 13,750 15,000 

未払法人税等 40,507 684,143 

未払消費税等 236,930 244,509 

賞与引当金 201,565 651,177 

その他 1,340,103 1,369,362 

流動負債合計 3,333,261 4,616,830 

固定負債   

長期借入金 － 2,500 



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

退職給付引当金 1,651,477 1,620,170 

役員退職慰労引当金 121,645 143,468 

その他 363,192 564,092 

固定負債合計 2,136,315 2,330,232 

負債合計 5,469,576 6,947,063 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,499,678 4,499,678 

資本剰余金 4,233,466 4,233,466 

利益剰余金 7,327,380 7,423,014 

自己株式 △127,502 △127,400 

株主資本合計 15,933,022 16,028,757 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 463,564 238,554 

評価・換算差額等合計 463,564 238,554 

少数株主持分 234,174 240,099 

純資産合計 16,630,761 16,507,412 

負債純資産合計 22,100,338 23,454,475 



（２）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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 8,475,446 8,025,371 

売上原価 7,579,014 7,176,167 

売上総利益 896,431 849,204 

販売費及び一般管理費   

役員報酬 79,086 85,622 

給料及び手当 346,360 317,075 

賞与引当金繰入額 36,343 33,646 

退職給付費用 14,085 13,954 

役員退職慰労引当金繰入額 5,655 5,730 

役員退職慰労金 － 8,070 

貸倒引当金繰入額 889 － 

賃借料 97,480 88,193 

減価償却費 39,474 36,189 

その他 261,313 252,815 

販売費及び一般管理費合計 880,689 841,297 

営業利益 15,741 7,906 

営業外収益   

受取利息 5,348 2,625 

受取配当金 41,557 52,542 

生命保険配当金 1,262 34,887 

持分法による投資利益 8,612 6,561 

その他 22,297 21,904 

営業外収益合計 79,078 118,521 

営業外費用   

支払利息 274 193 

コミットメントフィー 1,495 1,246 

為替差損 － 281 

その他 442 181 

営業外費用合計 2,213 1,903 

経常利益 92,606 124,525 

特別利益   

有形固定資産売却益 － 3,606 

貸倒引当金戻入額 － 279 

特別利益合計 － 3,885 



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

特別損失   

有形固定資産売却損 － 6,179 

有形固定資産除却損 681 310 

減損損失 － 5,350 

貸倒引当金繰入額 300 － 

その他 － 635 

特別損失合計 981 12,475 

税金等調整前四半期純利益 91,625 115,935 

法人税、住民税及び事業税 18,695 29,442 

法人税等調整額 29,011 27,265 

法人税等合計 47,707 56,707 

少数株主利益 2,988 2,152 

四半期純利益 40,929 57,075 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 91,625 115,935 

減価償却費 57,044 55,414 

減損損失 － 5,350 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 196 △913 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,918 31,307 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7,057 △21,823 

賞与引当金の増減額（△は減少） △422,635 △449,612 

受取利息及び受取配当金 △46,906 △55,168 

支払利息 274 193 

為替差損益（△は益） △791 281 

持分法による投資損益（△は益） △8,612 △6,561 

有形固定資産売却損益（△は益） － 2,573 

有形固定資産除却損 681 310 

売上債権の増減額（△は増加） 374,174 229,735 

たな卸資産の増減額（△は増加） 81 △89,463 

仕入債務の増減額（△は減少） △353,272 △152,233 

その他 246,490 △262,442 

小計 △57,787 △597,117 

利息及び配当金の受取額 51,202 57,493 

受取補償金の受取額 － 1,363,000 

利息の支払額 △418 △291 

法人税等の支払額 △174,569 △660,407 

営業活動によるキャッシュ・フロー △181,572 162,676 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △123,206 △192,463 

定期預金の払戻による収入 165,099 274,414 

有価証券の取得による支出 － △499,075 

有価証券の償還による収入 － 100,000 

有形固定資産の取得による支出 △14,411 △25,069 

有形固定資産の売却による収入 － 54,937 

無形固定資産の取得による支出 △72 △3,000 

投資有価証券の取得による支出 △66,170 △204,534 

投資有価証券の売却による収入 892 2,428 

貸付金の回収による収入 37,000 212 

保険積立金の積立による支出 － △14,229 

保険積立金の解約による収入 － 9,520 

その他 △16,593 39,842 

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,461 △457,016 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 30,000 － 

長期借入金の返済による支出 △3,749 △3,750 

自己株式の取得による支出 △863 △101 

配当金の支払額 △160,502 △112,751 

少数株主への配当金の支払額 △9,600 △9,600 

財務活動によるキャッシュ・フロー △144,715 △126,203 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △343,749 △420,542 

現金及び現金同等物の期首残高 5,969,801 6,892,400 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,626,052 6,471,857 



 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 注 １ 事業区分の方法 

事業の種類として役務提供及び商品の種類、性質、販売市場等の類似性から判断して、「ビルメンテナンス事

業」「アウトソーシング事業」「建築エンジニアリング事業」及び「その他の事業」に区分しております。 

２ 各事業区分の主要業務 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
ビルメンテ 
ナンス事業 
（千円） 

アウトソー 
シング事業 
（千円） 

建築エンジニ
アリング事業 
（千円） 

その他 
の事業 

 （千円） 

  
計 

（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

  
連結 
（千円） 

売上高                                   

(1）外部顧客に対 

  する売上高 
 6,871,489  931,786 279,120  393,049    8,475,446  －    8,475,446

(2）セグメント間 

  の内部売上高 

  又は振替高 

    －  －   －   －   － － － 

計   6,871,489   931,786     279,120   393,049    8,475,446   －    8,475,446

 営業利益又は 

 営業損失(△) 
   415,593 2,033   △21,391 △7,813   388,423 (372,681)      15,741

  
ビルメンテ 
ナンス事業 
（千円） 

アウトソー 
シング事業 
（千円） 

建築エンジニ 
アリング事業 
（千円） 

その他 
の事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

売上高 

(1)外部顧客に対

する売上高 

 6,753,115  625,257  212,178  434,819  8,025,371  －  8,025,371

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

計  6,753,115  625,257  212,178  434,819  8,025,371  －  8,025,371

営業利益又は 

営業損失(△) 
 442,103  △18,340  △17,488  △20,350  385,923(378,016)  7,906

区      分 主 要 業 務 

ビルメンテナンス事業 

建築物等の清掃管理業務、設備保守管理業務、警備業務、

環境測定分析業務、その他建築物等の日常的な運営に係る

各種サービス業務、関連用品の販売及びそれらの付帯業務 

アウトソーシング事業 
ファシリティマネジメント（ＦＭ）業務、プロパティマネ

ジメント（ＰＭ）業務 

建築エンジニアリング事業 建築工事、リニューアル工事、建物診断業務 

その他の事業 放射線管理測定分析業務、業務用関連機器等の販売等 



前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

   

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）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。  

  

６．その他の情報
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