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１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９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 ％

26年３月期第２四半期 5,835 △3.2 151 △22.0 157 △30.6 91 25.2
25年３月期第２四半期 6,029 △3.2 193 △11.8 227 △16.4 72 △53.9

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 114百万円(△11.7％) 25年３月期第２四半期 129百万円( △7.2％)

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３月期第２四半期 16.84 ―
25年３月期第２四半期 13.45 ―

（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 ％

26年３月期第２四半期 6,488 5,108 78.7
25年３月期 6,501 5,101 78.5

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 5,108百万円 25年３月期 5,101百万円

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

25年３月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00

26年３月期 ― 0.00

26年３月期(予想) ― 20.00 20.00

(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26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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 12,500 5.6 386 20.9 430 3.6 249 39.3 46.18
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

※ 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

（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 （２）四半期連結財務諸表の作成に特
有の会計処理の適用」をご覧ください。 
 

（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 ： 無

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

（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) 26年３月期２Ｑ 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２Ｑ 133,522株 25年３月期 133,455株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 5,406,497株 25年３月期２Ｑ 5,406,659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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。 
 

※ 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Ｐ.２「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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当第２四半期連結累計期間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てきておりま

す。しかしながら、欧州の債務問題や世界経済の減速などの不安要素は未だ解消されず、依然として先行

き不透明な状況が続いています。 

当ビルメンテナンス業界におきましては、常に省エネ等のコスト低減ニーズ及びより快適な環境確保に

向けたサービスの提供ニーズは強く、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。 

このような情勢の下、当社グループの売上高は5,835百万円と前年同四半期と比べ193百万円（3.2％）

の減収となりました。 

利益面につきましては、営業利益は151百万円と前年同四半期と比べ42百万円（22.0％）の減益、経常

利益は157百万円と前年同四半期と比べ69百万円（30.6％）の減益となりましたが、四半期純利益は91百

万円と前年同四半期と比べ18百万円（25.2％）の増益となりました。 

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。 

  

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は6,488百万円となり、前連結会計年度末比13百万円（0.2％）

の減少となりました。この内、流動資産は5,211百万円と前連結会計年度末比27百万円（0.5％）増加し、

固定資産は1,276百万円と前連結会計年度末比40百万円（3.1％）の減少となりました。流動資産の増加

は、主として現金及び預金が158百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が143百万円、その他が28百

万円、有価証券が７百万円、仕掛品が７百万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、主として投資その他の資産が23百万円、無形固定資産が15百万円、有形固定資産が２百万円減少し

たこと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合計は1,379百万円となり、前連結会計年度末比19百万円（1.4％）

の減少となりました。この内、流動負債は1,165百万円と前連結会計年度末比24百万円（2.1％）減少し、

固定負債は214百万円と前連結会計年度末比４百万円（2.3％）の増加となりました。流動負債の減少は、

主として未払法人税等が38百万円、支払手形及び買掛金が20百万円、賞与引当金が２百万円増加したもの

の、その他が86百万円減少したことによるものであります。また、固定負債の増加は、主として役員退職

慰労引当金が３百万円、退職給付引当金が１百万円増加したこと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合計は5,108百万円となり、前連結会計年度末比６百万円

（0.1％）の増加となりました。これは、主として利益剰余金が17百万円減少したものの、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。 

  

現時点では、当初見込んでいる以外の業績変動は想定されず、平成25年５月13日発表の業績予想に変更

はありません。 

今後、何らかの変化がある場合には、適時開示してまいります。 

  

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

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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し

ております。 

  

  

  

  

  

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

① 税金費用の計算
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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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,358,840 3,200,328

受取手形及び売掛金 1,471,218 1,614,350

有価証券 138,000 145,665

商品及び製品 102 181

仕掛品 － 7,591

原材料及び貯蔵品 3,186 3,186

その他 222,018 250,261

貸倒引当金 △9,395 △10,242

流動資産合計 5,183,970 5,211,322

固定資産   

有形固定資産 212,149 209,574

無形固定資産 73,812 58,653

投資その他の資産   

投資有価証券 715,670 693,341

その他 315,940 315,263

投資その他の資産合計 1,031,610 1,008,605

固定資産合計 1,317,573 1,276,834

資産合計 6,501,543 6,488,156

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 425,284 445,632

未払法人税等 34,117 73,035

賞与引当金 303,389 305,659

その他 427,224 340,912

流動負債合計 1,190,017 1,165,238

固定負債   

退職給付引当金 174,589 176,060

役員退職慰労引当金 33,628 37,536

その他 1,474 1,014

固定負債合計 209,692 214,610

負債合計 1,399,709 1,379,849

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 4,458,076

自己株式 △57,882 △57,921

株主資本合計 5,068,262 5,051,154

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 57,152

その他の包括利益累計額合計 33,571 57,152

純資産合計 5,101,834 5,108,306

負債純資産合計 6,501,543 6,488,156
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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４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 6,029,687 5,835,824

売上原価 5,265,756 5,082,842

売上総利益 763,930 752,981

販売費及び一般管理費 570,389 601,936

営業利益 193,540 151,045

営業外収益   

受取利息 26,398 9,594

受取配当金 3,096 2,613

その他 11,077 5,499

営業外収益合計 40,572 17,708

営業外費用   

支払利息 300 310

デリバティブ評価損 5,690 －

未収利息精算差額 － 9,607

その他 414 871

営業外費用合計 6,405 10,788

経常利益 227,707 157,965

特別損失   

親会社株式評価損 90,824 －

その他 18,071 －

特別損失合計 108,895 －

税金等調整前四半期純利益 118,812 157,965

法人税等 46,099 66,903

少数株主損益調整前四半期純利益 72,712 91,062

四半期純利益 72,712 91,062
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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４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 72,712 91,062

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 57,160 23,580

その他の包括利益合計 57,160 23,580

四半期包括利益 129,873 114,642

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 129,873 114,642

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４月１日
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日
 至 平成25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 118,812 157,965

減価償却費 26,553 25,032

貸倒引当金の増減額（△は減少） 882 847

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,477 2,269

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,933 1,470

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,971 3,908

受取利息及び受取配当金 △29,494 △12,208

支払利息 300 310

デリバティブ評価損益（△は益） 5,690 －

未収利息精算差額 － 9,607

親会社株式評価損益（△は益） 90,824 －

売上債権の増減額（△は増加） △204,850 △143,132

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,222 △7,671

仕入債務の増減額（△は減少） 100,728 20,347

その他の流動負債の増減額（△は減少） 15,146 △89,994

その他 11,971 14,684

小計 145,272 △16,562

利息及び配当金の受取額 27,088 11,836

利息の支払額 △300 △310

法人税等の支払額 △93,547 △27,572

営業活動によるキャッシュ・フロー 78,512 △32,608

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △46,000 －

有価証券の償還による収入 246,000 －

有形固定資産の取得による支出 △15,462 △6,938

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 － △592

投資有価証券の取得による支出 △222 △229

その他 △10,040 △9,984

投資活動によるキャッシュ・フロー 211,544 △17,744

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 135,000 80,000

短期借入金の返済による支出 △135,000 △80,000

リース債務の返済による支出 △370 △370

自己株式の取得による支出 △39 △41

配当金の支払額 △97,031 △107,746

財務活動によるキャッシュ・フロー △97,442 △108,158

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 192,615 △158,511

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四半期末残高 3,028,991 3,200,328
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（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）

当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日）
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