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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 1,503 △1.6 289 5.1 299 5.0 175 10.5
24年3月期第3四半期 1,527 △13.3 275 △40.8 285 △40.2 158 △41.1

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 176百万円 （11.5％） 24年3月期第3四半期 157百万円 （△41.3％）

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3四半期 16.29 ―

24年3月期第3四半期 14.74 ―

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

25年3月期第3四半期 2,260 1,825 80.7 169.30
24年3月期 2,372 1,692 71.3 156.96

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  1,825百万円 24年3月期  1,692百万円

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 ― 0.00 ― 4.00 4.00
25年3月期 ― 0.00 ―

25年3月期（予想） 4.00 4.00

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  ：  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

通期 2,150 1.1 325 △9.8 336 △9.8 190 △5.3 17.62



(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 

(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、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３
ページ「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3Q 10,796,000 株 24年3月期 10,796,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 15,583 株 24年3月期 14,386 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 10,781,125 株 24年3月期3Q 10,782,232 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要等を背景に緩やかに持ち直しするものと

期待されたものの、円高の長期化や海外経済の減速等先行きは不透明なまま推移いたしました。 

このような状況下、当社グループは、「快適な都市環境・オフィス空間の提供をサポートするトータ

ルプロパティコーディネーター」として、「リニューアル事業」、「駐車場運営管理事業」、「住宅・

ビル管理事業」の３事業を柱とする安定的な収益基盤の確立に努めてまいりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高1,503,345千円（前

年同期比1.6％減）、営業利益289,578千円（同5.1％増）、経常利益299,498千円（同5.0％増）、四半

期純利益175,625千円（同10.5％増）となりました。 

 期初の計画では前年同期に比べ増収減益を想定しておりましたが、市場環境が悪化する中で売上は若

干の減収を余儀なくされました。しかしながら、採算を重視した受注・販売活動を強化し、原価管理の

徹底に努めた結果、営業利益、経常利益及び四半期純利益においては、前年同期及び期初の計画を上回

ることができました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①リニューアル   

企業の設備投資意欲が減退する事業環境の中、オフィスビルの入退去に伴う内装工事の受注活動に注

力し、計画を大きく下回ることなく受注を獲得することができましたが、前年同期の業績には届かず、

売上高は596,184千円（前年同期比14.7％減）となりました。 

②駐車場  

個人、法人ともに自動車利用を控える事業環境の中、前年下半期に開設した駐車場及び前年下半期に

獲得した大型の月極契約等が寄与し、前年同期の業績を大きく上回ることができました。この結果、売

上高は486,474千円（前年同期比23.7％増）となりました。 

③住宅・ビル管理  

受託ビルの拡大及び管理コストの低減、防火対象物点検業務の受注拡大、トイレットペーパー等卸売

業務の原価管理徹底と販路拡大、自販機設置業務の設置場所拡大にそれぞれ注力いたしました。この結

果、売上高は374,282千円（前年同期比4.5％減）となりました。 

④その他  

保険代理業務の受注拡大に注力いたしました。この結果、売上高は46,405千円（前年同期比5.7％

増）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、関係会社への貸付金が300,000千円増加したもの

の、現金及び預金が282,566千円減少したこと、また、完成工事未収入金が99,176千円減少したこと等

により、前連結会計年度末に比べ112,400千円減少いたしました。 

 負債は、保険代理業務等における預り金が235,723千円減少したこと等により、前連結会計年度末に

比べ245,311千円減少いたしました。 

 純資産は、配当金の支払43,126千円、四半期純利益175,625千円を計上したこと等により、前連結会

計年度末に比べ132,911千円増加いたしました。 

以上の結果、総資産は2,260,565千円、負債合計は435,417千円、純資産合計は1,825,147千円、自己

資本比率は80.7％となりました。 

  

市場環境は引き続き不透明ではあるものの、リニューアル事業におけるオフィスビルの入退去に伴う

内装工事の受注活動の一層の強化、また、駐車場事業における時間貸駐車場の稼働率のアップ及び月極

契約の営業強化等を引き続き実施することにより、平成24年５月10日発表の「平成24年3月期 決算短

信」に記載の業績予想（売上）の達成を目指し努力してまいります。また、利益面につきましては、採

算を重視した受注・販売活動及び原価管理の徹底等利益率向上策を一層強化することにより、同業績予

想数値を上回る見込であります。 

 なお、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、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。 

（２）連結財政状態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
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当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第３四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。これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
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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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 812,031 529,464

受取手形及び売掛金 47,770 42,703

完成工事未収入金 157,579 58,402

未成工事支出金 10,299 2,080

関係会社短期貸付金 1,100,000 1,400,000

繰延税金資産 19,753 13,962

その他 31,536 32,580

貸倒引当金 △447 △227

流動資産合計 2,178,523 2,078,967

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,534 6,534

減価償却累計額 △5,305 △5,452

建物及び構築物（純額） 1,228 1,082

機械装置及び運搬具 1,257 1,257

減価償却累計額 △890 △1,027

機械装置及び運搬具（純額） 366 229

土地 22,048 22,048

その他 25,199 27,988

減価償却累計額 △13,442 △16,667

その他（純額） 11,757 11,321

有形固定資産合計 35,401 34,680

無形固定資産   

のれん 67,313 52,889

その他 7,013 7,038

無形固定資産合計 74,326 59,928

投資その他の資産   

投資有価証券 18,866 19,711

敷金及び保証金 47,217 47,177

繰延税金資産 15,894 17,536

その他 13,512 13,340

貸倒引当金 △10,778 △10,778

投資その他の資産合計 84,713 86,988

固定資産合計 194,442 181,597

資産合計 2,372,965 2,260,565
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 45,330 39,525

工事未払金 114,718 77,140

未払法人税等 40,927 42,316

前受金 33,900 43,624

未成工事受入金 － 1,331

預り金 315,780 80,057

賞与引当金 11,659 5,098

その他 15,082 30,071

流動負債合計 577,399 319,165

固定負債   

長期預り敷金 77,845 89,343

退職給付引当金 25,483 26,908

固定負債合計 103,329 116,252

負債合計 680,728 435,417

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,072,060 1,072,060

利益剰余金 619,590 752,090

自己株式 △1,839 △1,971

株主資本合計 1,689,811 1,822,178

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,425 2,969

その他の包括利益累計額合計 2,425 2,969

純資産合計 1,692,236 1,825,147

負債純資産合計 2,372,965 2,260,565
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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３四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 1,527,614 1,503,345

売上原価 1,054,059 1,002,775

売上総利益 473,555 500,570

販売費及び一般管理費 197,905 210,991

営業利益 275,649 289,578

営業外収益   

受取利息 7,766 8,850

受取配当金 346 374

雑収入 1,961 694

営業外収益合計 10,075 9,919

営業外費用   

雑損失 524 －

営業外費用合計 524 －

経常利益 285,200 299,498

税金等調整前四半期純利益 285,200 299,498

法人税、住民税及び事業税 105,949 120,023

法人税等調整額 20,299 3,848

法人税等合計 126,248 123,872

少数株主損益調整前四半期純利益 158,951 175,625

四半期純利益 158,951 175,625
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 158,951 175,625

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △955 544

その他の包括利益合計 △955 544

四半期包括利益 157,995 176,169

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 157,995 176,169

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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