
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

     

   

 
 

(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

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 4,835 0.9 115 △4.5 180 2.3 119 1.5
25年３月期第２四半期 4,791 1.2 120 △13.9 175 △7.3 117 △17.0

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 270百万円( 154.3％) 25年３月期第２四半期 106百万円(△26.8％)

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 14.82 ―
25年３月期第２四半期 14.60 ―

（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 8,221 6,358 77.3
25年３月期 8,024 6,169 76.9

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 6,358百万円 25年３月期 6,169百万円

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 ― 10.00 10.00

26年３月期 ― 0.00

26年３月期(予想) ― 10.00 10.00

(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 9,730 0.1 335 △5.5 430 △5.5 267 △9.9 33.08

(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 ： 有

  (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 １社（社名） ハクセイサービス株式会社

（注）詳細は、添付資料３ページ「２ サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）当四半期累計期間における重要
な子会社の異動」をご覧ください。

（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

（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 9,000,000株 25年３月期 9,000,000株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 928,931株 25年３月期 928,631株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 8,071,326株 25年３月期２Ｑ 8,071,369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、金融商品取引法に基づく四半期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３ページ「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、安倍政権発足後の金融緩和政策をはじめとする経

済対策により、昨年末までのデフレ状況と比較して為替は円安に傾き、日経平均株価が一時１万５千円

台となるなど、経済指標においては回復傾向が見られました。しかしながら、増税と社会保険料率上昇

を控える中で、実体経済への影響は限定的なまま推移しております。加えて米国の量的金融緩和政策の

縮小時期が不透明なことや、未解決の欧州債務問題など海外の懸念材料も残されていることから、景気

動向は引き続き注視を要する状態であります。 

ビルメンテナンス・警備業界におきましては、入札や相見積もりにより、対象物件の管理及びサービ

スに係る費用を抑制する動きは常態化しております。既存の受注物件における減額要請や仕様変更など

もあり、当社グループの業務全般に渡ってコスト競争力の高さを求められる状況となりました。また、

来年４月からの消費税増税が決定し、取引高シェアの高い百貨店・小売業界において、さらなる構造改

革が進められるものと予測され、当社グループを取り巻く環境はより一層厳しくなるものと予想されま

す。 

このような経営環境の下、当社グループにおきましては、経営資源の集中と効率化並びに営業力の強

化を図るため、４月１日付で連結子会社のハクセイサービス株式会社を吸収合併いたしました。合併後

の新組織で新規業務、スポット業務及び既存のお客様からの追加業務受注を目指し、積極的に営業活動

を展開しました。 

その結果、京都・神戸の百貨店における機械警備業務、神奈川県の工場における清掃業務並びに京都

府の一般ビルの常駐警備業務などを受注することができました。 

しかしながら、既存顧客である百貨店の一店舗が６月末で閉店した影響があったほか、費用面におき

ましては、退職給付費用や業務ソフトウェアの改修費用など、合併に伴うイニシャルコストが発生いた

しました。 

以上により、当第２四半期連結累計期間における売上高は、４８億３千５百万円（前年同四半期比

０．９％増）、営業利益１億１千５百万円（同４．５％減）、経常利益１億８千万円（同２．３％

増）、四半期純利益１億１千９百万円(同１．５％増)となりました。 

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ１億９千７百万円増加して８２億

２千１百万円となりました。このうち流動資産は、９千１百万円減少して４１億５百万円となりまし

た。これは主として、有価証券が２億円減少したことによるものであります。また、固定資産は前連結

会計年度末に比べ２億８千８百万円増加して４１億１千６百万円となりました。これは主として、投資

有価証券が３億５千１百万円増加したことによるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ８百万円増加して１８億６千３百万円となりました。このうち流動

負債は、前連結会計年度末に比べ１億１千９百万円減少して９億１千２百万円となりました。これは主

として、買掛金が２千万円、未払法人税等が５千８百万円減少したことによるものであります。また、

固定負債は前連結会計年度末に比べ１億２千７百万円増加して９億５千万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ１億８千９百万円増加して６３億５千８百万円となりました。こ

れは主として、その他有価証券評価差額金が１億５千万円増加したことによるものであります。 

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
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業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因によって予想

値と異なる可能性があります。なお、平成２６年３月期の連結業績予想につきましては、平成２５年４月

２５日に「平成２５年３月期決算短信」で公表いたしました業績数値から変更はありません。 

  

  

前連結会計年度末において当社の連結子会社でありましたハクセイサービス株式会社は、平成25年

４月１日付で当社が吸収合併したため、第１四半期連結会計期間より、連結の範囲から除外しており

ます。 

  

当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する方法を採用しております。 

  

  

  

  

  

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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

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 2,873,416 3,001,332

受取手形及び売掛金 925,647 864,607

有価証券 200,000 －

商品及び製品 17,765 15,680

原材料及び貯蔵品 23,240 20,413

その他 157,696 203,982

貸倒引当金 △1,247 △715

流動資産合計 4,196,518 4,105,300

固定資産   

有形固定資産   

土地 831,226 831,226

その他（純額） 494,076 479,664

有形固定資産合計 1,325,303 1,310,891

無形固定資産   

のれん 15,750 7,875

その他 6,017 34,993

無形固定資産合計 21,767 42,868

投資その他の資産   

投資有価証券 1,543,742 1,895,237

その他 940,317 868,394

貸倒引当金 △3,450 △1,200

投資その他の資産合計 2,480,609 2,762,431

固定資産合計 3,827,679 4,116,191

資産合計 8,024,197 8,221,492

負債の部   

流動負債   

買掛金 197,640 177,069

短期借入金 50,000 50,000

未払法人税等 123,944 65,542

賞与引当金 132,816 142,967

その他 527,571 477,316

流動負債合計 1,031,971 912,895

固定負債   

退職給付引当金 397,441 407,973

負ののれん 68,427 47,915

その他 357,189 494,297

固定負債合計 823,058 950,186

負債合計 1,855,029 1,863,082
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（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） 

純資産の部   

株主資本   

資本金 450,000 450,000

資本剰余金 395,509 395,509

利益剰余金 5,216,960 5,255,856

自己株式 △267,760 △267,849

株主資本合計 5,794,709 5,833,517

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 374,458 524,892

その他の包括利益累計額合計 374,458 524,892

純資産合計 6,169,167 6,358,409

負債純資産合計 8,024,197 8,221,492
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  (2)四半期連結損益及び包括利益計算書 
    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） 

売上高 4,791,255 4,835,051

売上原価 4,245,626 4,273,744

売上総利益 545,629 561,307

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 99,932 104,889

賞与引当金繰入額 18,311 24,239

のれん償却額 7,875 7,875

その他 298,754 309,005

販売費及び一般管理費合計 424,873 446,009

営業利益 120,755 115,297

営業外収益   

受取利息 3,344 4,893

受取配当金 10,568 12,465

負ののれん償却額 23,120 20,511

匿名組合投資利益 12,643 13,030

受取補償金 － 8,213

雑収入 7,663 7,255

営業外収益合計 57,340 66,369

営業外費用   

支払利息 2,083 1,556

雑損失 26 61

営業外費用合計 2,110 1,618

経常利益 175,986 180,048

特別利益   

固定資産売却益 － 47

保険解約返戻金 － 2,430

特別利益合計 － 2,478

特別損失   

固定資産廃棄損 522 364

投資有価証券評価損 4,800 －

ゴルフ会員権売却損 － 1,383

特別損失合計 5,322 1,747

税金等調整前四半期純利益 170,663 180,779

法人税等合計 52,817 61,169

少数株主損益調整前四半期純利益 117,846 119,609

四半期純利益 117,846 119,609

少数株主損益調整前四半期純利益 117,846 119,609

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △11,653 150,434

その他の包括利益合計 △11,653 150,434

四半期包括利益 106,193 270,044

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 106,193 270,044
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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 170,663 180,779

減価償却費 25,749 23,205

のれん償却額 7,875 7,875

負ののれん償却額 △23,120 △20,511

貸倒引当金の増減額（△は減少） △60 △531

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,188 10,151

退職給付引当金の増減額（△は減少） △401 10,531

長期未払金の増減額（△は減少） △10,456 △1,513

受取利息及び受取配当金 △13,912 △17,358

支払利息 2,083 1,556

投資有価証券評価損益（△は益） 4,800 －

固定資産廃棄損 522 364

固定資産売却損益（△は益） － △47

匿名組合投資損益（△は益） △12,643 △13,030

売上債権の増減額（△は増加） 35,626 61,039

たな卸資産の増減額（△は増加） 562 4,865

前払費用の増減額（△は増加） △25,832 △40,670

リース投資資産の増減額（△は増加） △61,358 △70,272

仕入債務の増減額（△は減少） △57,465 △18,720

未払費用の増減額（△は減少） △629 303

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,550 △7,556

リース債務の増減額（△は減少） 63,301 78,259

保険解約返戻金 － △2,430

受取補償金 － △8,213

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 1,383

その他 4,957 △83,007

小計 113,897 96,449

利息及び配当金の受取額 26,708 23,953

利息の支払額 △1,934 △1,556

法人税等の支払額 △23,934 △119,925

その他 9,623 8,213

営業活動によるキャッシュ・フロー 124,359 7,134
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（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） 

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 △510,000 △340,000

定期預金の払戻による収入 610,000 610,000

有価証券の取得による支出 △300,000 －

有価証券の償還による収入 100,000 200,000

投資有価証券の取得による支出 △11,929 △106,720

子会社株式の取得による支出 － △5,100

匿名組合出資金の払戻による収入 12,105 11,048

有形固定資産の取得による支出 △48,406 △5,556

有形固定資産の売却による収入 － 47

無形固定資産の取得による支出 － △9,800

保険積立金の解約による収入 － 37,476

長期貸付けによる支出 － △1,507

長期貸付金の回収による収入 935 200

その他 △6,133 △8,516

投資活動によるキャッシュ・フロー △153,428 381,570

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 － △88

配当金の支払額 △71,907 △79,923

その他 △6,679 △10,776

財務活動によるキャッシュ・フロー △78,587 △90,789

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △107,655 297,915

現金及び現金同等物の期首残高 1,571,310 1,763,416

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,463,654 2,061,332
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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）
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