
 
 
 
 
 

 

 
 
   

 

 

 
   

 
   

   

 
   

   

   

   

   

 
   

   

  
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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１．平成25年３月期の連結業績（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期 11,839 △2.5 319 1.1 415 0.5 179 6.0
24年３月期 12,138 5.9 316 9.6 413 38.1 169 18.6

(注) 包括利益 25年３月期 278百万円( 41.4％) 24年３月期 197百万円( 87.1％)

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年３月期 33.15 ― 3.6 6.4 2.7
24年３月期 31.28 ― 3.5 6.5 2.6

(参考) 持分法投資損益 25年３月期 ―百万円 24年３月期 ―百万円

（２）連結財政状態

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 6,501 5,101 78.5 943.64
24年３月期 6,541 4,920 75.2 910.03

(参考) 自己資本 25年３月期 5,101百万円 24年３月期 4,920百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による 

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年３月期 286 333 △97 3,358
24年３月期 334 117 △97 2,836

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)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 百万円 ％ ％

24年３月期 ― 0.00 ― 18.00 18.00 97 57.5 2.0
25年３月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00 108 60.3 2.2

26年３月期(予想) ― 0.00 ― 20.00 20.00 43.3

 

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

第２四半期(累計) 6,209 3.0 191 △1.0 216 △4.7 125 73.1 23.28
通 期 12,500 5.6 386 20.9 430 3.6 249 39.3 46.18



  

 

   

   

   

   

   

   

 

   

 

 
  

※ 注記事項

（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

  新規 ―社 (社名) 、除外 ―社 (社名)

（２）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 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（注）当連結会計年度より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別する
ことが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料19ページ「４．連結財務諸表 （７）会計上の見
積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更」をご覧ください。

（３）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) 25年３月期 5,540,000株 24年３月期 5,540,000株

② 期末自己株式数 25年３月期 133,455株 24年３月期 133,319株

③ 期中平均株式数 25年３月期 5,406,610株 24年３月期 5,406,681株

※ 監査手続の実施状況に関する表示
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、連結財
務諸表に対する監査手続が実施中です。

※ 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２ページ「１．経営成績・財政状態に関する分析 （１）経営成績に関す
る分析」をご覧ください。
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当連結会計年度におけるわが国経済は、欧州等世界経済の減速および長引く円高により停滞しており

ましたが、後半には、円高修正の機運や個人消費の回復の兆しもあり、持ち直しに向かう動きが見られ

るようになりました。 

当ビルメンテナンス業界におきましては、建物維持管理コスト低減への見直し要請と、その一方でさ

らなる省エネルギーや快適環境の実現といった品質向上への要求など、ビルオーナー等のニーズは、引

き続き多様化しております。 

こうした情勢の下、当社グループは、より高度の環境基準を満たすビル・施設のメンテナンスに対応

するとともに、省エネルギーニーズに対する提案を積極的に展開してまいりましたが、電力事情に係る

緊急工事が減少したことから、売上高につきましては11,839百万円（前連結会計年度比2.5％減）とな

りました。 

しかしながら、販売費及び一般管理費の削減に努めたことにより、営業利益では319百万円（同1.1％

増）、経常利益では415百万円（同0.5％増）となり、親会社株式評価損90百万円を特別損失に計上した

ものの、当期純利益では179百万円（同6.0％増）となりました。 

  

今後の見通しにつきましては、依然として、電力・エネルギー供給不安等により、当社グループ及び

お客様を取り巻く環境は、不透明な状況にあります。 

このような事業環境の下、当社グループは、より一層、省エネルギーや快適環境の提供を目指した営

業提案に注力いたします。 

また、当社グループが、高砂熱学工業グループの傘下になったことから、その空調設備等に係る高い

技術力による施工管理手法を活かして更なるコスト低減に努め、事業基盤の拡大を図ってまいります。

以上により、次期（平成26年３月期）の連結業績見通しにつきましては、売上高12,500百万円（前年

同期比5.6％増）、営業利益386百万円（同20.9％増）、経常利益430百万円（同3.6％増）、当期純利益

249百万円（同39.3％増）を見込んでおります。 

  

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

①当期の経営成績

②次期の見通し
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当連結会計年度末の資産合計は6,501百万円となり、前連結会計年度末と比べ40百万円(前連結会計年度

末比0.6％減)の減少となりました。この内、流動資産は5,183百万円と前連結会計年度末と比べ26百万

円減少し、固定資産は1,317百万円と前連結会計年度末と比べ13百万円の減少となりました。流動資産

の減少は、主として現金及び預金が522百万円増加したものの、有価証券が235百万円、受取手形及び売

掛金が169百万円、親会社株式が112百万円、繰延税金資産が34百万円減少したことによるものでありま

す。また、固定資産の減少は、主として投資有価証券が184百万円増加したものの、投資その他の資産

のその他が83百万円、土地が37百万円、繰延税金資産が35百万円、無形固定資産が31百万円減少したこ

とによるものであります。 

当連結会計年度末の負債合計は1,399百万円となり、前連結会計年度末と比べ221百万円(同13.7％減)

の減少となりました。この内、流動負債は1,190百万円と前連結会計年度末と比べ247百万円減少し、固

定負債は209百万円と前連結会計年度末と比べ25百万円の増加となりました。流動負債の減少は、主と

して未払費用が９百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が174百万円、未払法人税等が64百万

円、未払消費税等が11百万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１百万円減少したものの、退職給付引当金が28百万円増加したことによるもので

あります。 

当連結会計年度末の純資産合計は5,101百万円となり、前連結会計年度末と比べ181百万円(同3.7％

増)の増加となりました。これは、主としてその他有価証券評価差額金が99百万円、利益剰余金が81百

万円増加したことによるものであります。 

なお、自己資本比率は78.5％となり、前連結会計年度末と比べ3.3ポイントの増加となりました。 

  

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ522百万円増加し、当連結

会計年度末には3,358百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より47百万円減少し、286百万円の収入と

なりました。これは、主として売上債権に係るキャッシュ・フローが397百万円、親会社株式評価損

が90百万円増加したものの、仕入債務に係るキャッシュ・フローが312百万円、その他の流動負債に

係るキャッシュ・フローが80百万円、減損損失が80百万円減少し、法人税等の支払額が65百万円増加

したこと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、前連結会計年度より215百万円増加し、333百万円の収入と

なりました。これは、主として投資有価証券の償還による収入が100百万円、保険積立金の解約によ

る収入が68百万円減少し、投資有価証券の取得による支出が90百万円増加したものの、有価証券の償

還による収入が218百万円、親会社株式の売却による収入が113百万円、定期預金の払戻による収入が

100百万円増加したこと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、前連結会計年度と同水準で97百万円の支出となりました。

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（注）自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： キャッシュ・フロー／利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、自己株式を除き、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

※ キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを利用してお

ります。 

※ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を利用しております。 

※ 当社グループは、期末時点で有利子負債がないため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率は、―と表示し

ております。 

  

当社は、株主に対する利益還元を重要課題であると認識しており、安定的な経営基盤の確保と将来の事

業展開のための企業体質強化に配慮の上、業績に応じた安定的な配当を継続することを基本方針としてお

ります。 

上記方針に基づき、平成25年３月期の剰余金の配当につきましては、１株当たり年間20円（うち中間配

当０円）を予定しており、連結ベースの配当性向は60.3％となる予定です。 

なお、次期の配当につきましては、１株当たり年間20円（うち中間配当０円）を予定しております。 

  

平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

自己資本比率(％) 77.5 75.2 78.5

時価ベースの自己資本比率(％) 37.8 39.2 48.6

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(％)

― ― ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

289.6 506.8 481.6

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループは、当社（㈱丸誠）及び子会社２社（㈱丸誠環境システムズ及び㈱エム・エス・エス）で構

成されており、各種建物の総合管理及び工事を主な事業内容としております。 

当社グループの事業に係わる位置付けは、平成25年３月31日現在次のとおりであります。 

なお、当社グループの事業は「ビルメンテナンス事業」の単一セグメントであるため、サービス別の事業

内容等を記載しております。 

  

   

  

  

２．企業集団の状況

区分 内容 担当会社名

設備エンジニアリング
各種建物の設備保守点検業務、 

建築設備工事、建築工事、内装仕上工事
当社

環境エンジニアリング 建物清掃業務
当社 

㈱丸誠環境システムズ

マネジメント＆サービス

常駐警備業務、複合警備業務、駐車場管理業務、 

管理人業務、システム開発・運用業務、 

商品販売、プロパティ・マネジメント業務

当社 

㈱エム・エス・エス
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平成22年３月期決算短信（平成22年５月10日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないた

め、開示を省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。   

 http://www.marusei.co.jp 

 http://www.ose.or.jp/listed_company_info 

  

  

当社は、高砂熱学工業㈱の連結子会社であります。 

高砂熱学工業グループは、あらゆる建物に対する企画、設計、施工及びメンテナンスに関し、空調設備

を軸とした総合的なシステムエンジニアリングを提供しております。 

当社グループは、「品質・環境・安全」を重視した資産管理を通して「お客様のビジネスに貢献する」

ことを企業理念としてきましたが、今後も高砂熱学工業グループの高い技術力と強い事業基盤を活かした

うえで、建物のライフサイクルにおけるお客様の多様なニーズに対して、ワンストップのサービスを提供

することにより、その使命を更に推進してまいります。 

  

  

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針、（２）目標とする経営指標、（３）中長期的な会社の経営戦略、（４）会社

の対処すべき課題

 （当社ホームページ）

 （大阪証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

（５）その他、会社の経営上重要な事項
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４．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,836,376 3,358,840

受取手形及び売掛金 1,640,829 1,471,218

有価証券 373,240 138,000

商品及び製品 103 102

仕掛品 2,855 －

原材料及び貯蔵品 3,098 3,186

繰延税金資産 175,912 141,729

親会社株式 112,700 －

その他 76,351 80,289

貸倒引当金 △10,986 △9,395

流動資産合計 5,210,480 5,183,970

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 263,802 216,871

減価償却累計額 △199,903 △156,721

建物及び構築物（純額） 63,898 60,149

土地 162,228 124,958

リース資産 3,528 3,528

減価償却累計額 △1,411 △2,116

リース資産（純額） 2,116 1,411

その他 230,115 228,868

減価償却累計額 △202,378 △203,238

その他（純額） 27,736 25,629

有形固定資産合計 255,980 212,149

無形固定資産 105,011 73,812

投資その他の資産   

投資有価証券 530,774 715,670

繰延税金資産 133,936 98,021

差入保証金 113,918 109,070

その他 192,763 108,849

貸倒引当金 △955 －

投資その他の資産合計 970,437 1,031,610

固定資産合計 1,331,430 1,317,573

資産合計 6,541,910 6,501,543
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 599,361 425,284

リース債務 740 740

未払法人税等 98,448 34,117

未払消費税等 65,802 54,309

未払費用 204,348 213,813

賞与引当金 311,932 303,389

その他 157,260 158,361

流動負債合計 1,437,894 1,190,017

固定負債   

リース債務 1,543 802

退職給付引当金 146,061 174,589

役員退職慰労引当金 35,094 33,628

その他 1,049 672

固定負債合計 183,748 209,692

負債合計 1,621,642 1,399,709

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 4,393,210 4,475,144

自己株式 △57,814 △57,882

株主資本合計 4,986,395 5,068,262

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △66,128 33,571

その他の包括利益累計額合計 △66,128 33,571

純資産合計 4,920,267 5,101,834

負債純資産合計 6,541,910 6,501,543
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 12,138,678 11,839,032

売上原価 10,590,518 10,387,419

売上総利益 1,548,160 1,451,612

販売費及び一般管理費 1,232,039 1,132,083

営業利益 316,120 319,529

営業外収益   

受取利息 55,839 52,473

受取配当金 6,502 5,848

保険解約返戻金 27,970 2,821

有価証券償還益 － 18,339

雑収入 11,433 17,548

営業外収益合計 101,746 97,031

営業外費用   

支払利息 660 595

固定資産除却損 641 311

デリバティブ評価損 900 －

賃貸借契約解約損 1,549 －

リース解約損 709 －

貸倒引当金繰入額 － 260

雑損失 21 12

営業外費用合計 4,482 1,181

経常利益 413,384 415,379

特別利益   

親会社株式売却益 － 4,875

特別利益合計 － 4,875

特別損失   

減損損失 80,616 －

親会社株式評価損 － 90,824

投資有価証券評価損 － 17,371

その他 － 700

特別損失合計 80,616 108,895

税金等調整前当期純利益 332,767 311,358

法人税、住民税及び事業税 151,494 107,143

法人税等調整額 12,143 24,960

法人税等合計 163,637 132,103

少数株主損益調整前当期純利益 169,130 179,254

当期純利益 169,130 179,254
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 連結包括利益計算書 
(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 169,130 179,254

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 28,139 99,700

その他の包括利益合計 28,139 99,700

包括利益 197,269 278,954

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 197,269 278,954

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 
(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 419,000 419,000

当期末残高 419,000 419,000

資本剰余金   

当期首残高 232,000 232,000

当期末残高 232,000 232,000

利益剰余金   

当期首残高 4,321,400 4,393,210

当期変動額   

剰余金の配当 △97,320 △97,320

当期純利益 169,130 179,254

当期変動額合計 71,809 81,934

当期末残高 4,393,210 4,475,144

自己株式   

当期首残高 △57,814 △57,814

当期変動額   

自己株式の取得 － △67

当期変動額合計 － △67

当期末残高 △57,814 △57,882

株主資本合計   

当期首残高 4,914,585 4,986,395

当期変動額   

剰余金の配当 △97,320 △97,320

当期純利益 169,130 179,254

自己株式の取得 － △67

当期変動額合計 71,809 81,866

当期末残高 4,986,395 5,068,262

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △94,267 △66,128

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 28,139 99,700

当期変動額合計 28,139 99,700

当期末残高 △66,128 33,571

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △94,267 △66,128

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 28,139 99,700

当期変動額合計 28,139 99,700

当期末残高 △66,128 33,571
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

純資産合計   

当期首残高 4,820,318 4,920,267

当期変動額   

剰余金の配当 △97,320 △97,320

当期純利益 169,130 179,254

自己株式の取得 － △67

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 28,139 99,700

当期変動額合計 99,949 181,566

当期末残高 4,920,267 5,101,834
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 332,767 311,358

減価償却費 59,404 54,801

減損損失 80,616 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,495 △2,546

賞与引当金の増減額（△は減少） △482 △8,542

退職給付引当金の増減額（△は減少） △31,876 28,528

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △29,692 △1,466

受取利息及び受取配当金 △62,341 △58,322

支払利息 660 595

保険解約返戻金 △27,970 △2,821

有価証券償還損益（△は益） － △18,339

デリバティブ評価損益（△は益） 900 －

親会社株式売却損益（△は益） － △4,875

親会社株式評価損益（△は益） － 90,824

投資有価証券評価損益（△は益） － 17,371

売上債権の増減額（△は増加） △228,122 169,611

たな卸資産の増減額（△は増加） 35,317 2,768

仕入債務の増減額（△は減少） 138,008 △174,076

その他の流動負債の増減額（△は減少） 91,385 10,510

その他 28,302 △15,803

小計 383,381 399,576

利息及び配当金の受取額 57,787 59,444

利息の支払額 △660 △595

法人税等の支払額 △105,633 △171,492

営業活動によるキャッシュ・フロー 334,874 286,933

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 － 100,000

有価証券の取得による支出 △138,000 △138,000

有価証券の償還による収入 120,000 338,149

親会社株式の売却による収入 － 113,200

有形固定資産の取得による支出 △16,745 △17,043

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 △1,668 △298

投資有価証券の取得による支出 △444 △90,447

投資有価証券の償還による収入 100,000 －

差入保証金の差入による支出 △1,252 △559

差入保証金の回収による収入 2,551 3,368

保険積立金の解約による収入 71,697 2,821

その他 △18,479 △15,011

投資活動によるキャッシュ・フロー 117,659 333,448
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

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 385,000 215,000

短期借入金の返済による支出 △385,000 △215,000

リース債務の返済による支出 △740 △740

自己株式の取得による支出 － △71

配当金の支払額 △97,048 △97,106

財務活動によるキャッシュ・フロー △97,788 △97,918

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 354,745 522,464

現金及び現金同等物の期首残高 2,481,631 2,836,376

現金及び現金同等物の期末残高 2,836,376 3,358,840
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該当事項はありません。 

  

（５）継続企業の前提に関する注記
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㈱丸誠環境システムズ 

㈱エム・エス・エス 

PT TOKYO TECHNICAL SERVICE INDONESIA 

PT TOKYO TECHNICAL SERVICE INDONESIAは、現在清算中であり、総資産、当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼして

いないため、連結の範囲から除外しております。 

  

PT TOKYO TECHNICAL SERVICE INDONESIA 

なお、関連会社はありません。 

PT TOKYO TECHNICAL SERVICE INDONESIAは、現在清算中であり、当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であるため、持分法の適用から除外して

おります。 

  

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

  

      償却原価法（定額法）を採用しております。 

 連結決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。 

 移動平均法による原価法を採用しております。 

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 ２社

主要な連結子会社の名称

(2) 主要な非連結子会社の名称

連結の範囲から除いた理由

2. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用していない非連結子会社の名称

持分法を適用しない理由

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

4. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

    ａ 満期保有目的の債券

     ｂ その他有価証券

     時価のあるもの

     時価のないもの

② たな卸資産

 通常の販売目的で保有するたな卸資産
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移動平均法 

個別法 

最終仕入原価法 

定率法を採用しております。 

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法を採用

しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

 建物及び構築物  ７～50年 

ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以

前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。 

従業員の退職金の支出に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しております。 

過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）に

よる定額法により費用処理しております。 

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）による定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しており

ます。 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しておりま

す。 

    ａ 商品及び製品

    ｂ 仕掛品

    ｃ 原材料及び貯蔵品

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

② 無形固定資産（リース資産を除く）

③ リース資産

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

② 賞与引当金

③ 退職給付引当金

④ 役員退職慰労引当金
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完成工事高の計上は、当連結会計年度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（工事の進捗率の見積りは原価比例法）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。 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動については僅少

なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

  

  

(4) 重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

(5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

株式会社丸誠(2434)　平成25年３月期　決算短信

― 18 ―



  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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。 

当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

  

  

（７）会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更
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１．報告セグメントの概要 

当社グループは、ビルメンテナンス等の役務提供並びにこれらの付随業務の単一セグメントである

ため、記載を省略しております。 

  

  

  

  

  

（８）連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報）
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(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
  

 
  

３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
  

 
  

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自  平成23年４月１日
 至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
  至  平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 910円03銭 943円64銭

１株当たり当期純利益金額 31円28銭 33円15銭

項目
前連結会計年度

(自  平成23年４月１日
 至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
  至  平成25年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(千円) 169,130 179,254

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 169,130 179,254

普通株式の期中平均株式数(株) 5,406,681 5,406,610

項目
前連結会計年度

(平成24年３月31日)
当連結会計年度

(平成25年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 4,920,267 5,101,834

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 4,920,267 5,101,834

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
株式の数(株)

5,406,681 5,406,545

株式会社丸誠(2434)　平成25年３月期　決算短信

― 21 ―



  

該当事項はありません。 

  

  

(重要な後発事象)
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

５．その他

（１）役員の異動

①代表者の異動

②その他の役員の異動 
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