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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 17,545 8.2 814 202.6 883 175.4 448 242.3
25年３月期第２四半期 16,218 2.1 269 △39.4 320 △35.5 130 △44.1

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 782百万円( 632.6％) 25年３月期第２四半期 106百万円(△50.1％)

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 52.00 51.56
25年３月期第２四半期 15.19 15.15

（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 23,150 12,658 48.5
25年３月期 24,514 12,106 43.4

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 11,219百万円 25年３月期 10,650百万円

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 ― 16.00 ― 16.00 32.00

26年３月期 ― 16.00

26年３月期(予想) ― 16.00 32.00

(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 36,000 1.2 1,500 13.9 1,600 13.9 800 12.4 92.81

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   

   

   

   
  

   

   

   

   

 

   

 

 

 当社は、平成25年11月11日にアナリスト向けの四半期決算説明会を開催する予定です。当日使用する決算説明会
資料につきましては、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 

※ 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４ページ「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 9,946,000株 25年３月期 9,946,000株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 1,326,186株 25年３月期 1,326,186株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 8,619,814株 25年３月期２Ｑ 8,619,896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

（将来に関する記述等についてのご注意）

 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。

（四半期決算説明会資料の入手方法）
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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、輸出が円安の追い風もあって持ち直しの動きとな

ったこと、公共投資の増加や個人消費が底堅く推移したことによって緩やかな回復基調となってきまし

た。設備投資は、企業投資の回復を受けて下げ止まりつつあるものの、低調な動きが続いております。

ビルメンテナンス業界においても、引き続き施設の維持管理コストの見直し意識が強く厳しい環境が続

いております。 

このような経営環境の中、当社グループにおいては、サービスを提供する現場でのお客様との接点を

重要視し、当社のノウハウを活かした設備診断、ソリューション提案、省エネや省コスト提案を通じ

てお客様の潜在的ニーズの掘り起こしに努め、新規物件の獲得や既存契約の維持に取り組んでまいりま

した。その結果、大型ＦＭ現場の増加や不採算現場の利益改善努力をおこなったこと、子会社を中心と

した太陽光発電設備設置工事等が好調に推移したことにより、当第２四半期連結累計期間の売上高は

175億45百万円（前年同期比8.2％増）となり、利益面につきましても、営業利益は８億14百万円（前年

同期比202.6％増）、経常利益は８億83百万円（前年同期比175.4％増）、四半期純利益は４億48百万円

（前年同期比242.3％増）となりました。 

  

（資産） 

総資産は、前連結会計年度末に比べて5.6％減少し、231億50百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて9.0％減少し、130億円となりました。これは主に、現金及

び預金が１億98百万円、たな卸資産が７億９百万円それぞれ増加し、受取手形・完成工事未収入金等

が22億24百万円減少したことなどによります。  

固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.7％減少し、101億50百万円となりました。これは主に、

投資有価証券が３億48百万円増加し、土地が２億11百万円、建物（純額）が１億48百万円、その他投

資等が84百万円それぞれ減少したことなどによります。 

（負債） 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて15.4％減少し、104億92百万円となりました。  

流動負債は、前連結会計年度末に比べて16.9％減少し、81億18百万円となりました。これは主に、

短期借入金が９億46百万円、支払手形・工事未払金等が７億20百万円それぞれ減少したことなどによ

ります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて10.2％減少し、23億73百万円となりました。これは主に、

長期借入金が２億３百万円、役員退職慰労引当金が93百万円それぞれ減少したことなどによります。

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べて4.6％増加し、126億58百万円となりました。自己資本比率は

前連結会計年度末の43.4％から48.5％となりました。 

  

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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当社グループの中核事業である建物設備メンテナンス及びその重要な補完的役割を担う建物設備工事

におきましては、東日本大震災の影響から持ち直しの動きがみられるものの、欧州の債務問題、米国の

財政政策の先行き不透明感、アジア経済の減速傾向等により、依然として先行き不透明な状況が続いて

おります。また、震災後には一時的に一部の投資計画が先送りされる動きも見られた一方で、毀損した

生産設備の復旧や節電意識の高まりによる省エネや省コストへの関心がますます高まっております。 

このような経営環境の中、よりお客様との接点を重要視し、「設備診断」「ソリューション提案」

「省エネ・省コスト提案」に注力して、メンテナンス・リニューアル工事の拡大を図ってまいります。

よって、平成26年３月期の通期業績見通しは次のとおりとなります。  

 
なお、上記の見通しは、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一

定の前提に基づき作成したものであり、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、実際の業績等は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。  

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結

売上高 36,000 百万円 前期比  1.2％増

営業利益 1,500 百万円 前期比 13.9％増

経常利益 1,600 百万円 前期比 13.9％増

当期純利益 800 百万円 前期比 12.4％増
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該当事項はありません。 

  

税金費用の計算 

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
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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：百万円)

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 3,667 3,866

受取手形・完成工事未収入金等 9,558 7,334

電子記録債権 48 50

たな卸資産 349 1,058

その他 679 704

貸倒引当金 △14 △14

流動資産合計 14,289 13,000

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,587 3,439

土地 4,330 4,118

建設仮勘定 6 31

その他（純額） 215 204

有形固定資産合計 8,140 7,794

無形固定資産   

ソフトウエア 81 69

その他 30 48

無形固定資産合計 111 118

投資その他の資産   

投資有価証券 1,525 1,874

その他 485 401

貸倒引当金 △37 △37

投資その他の資産合計 1,972 2,237

固定資産合計 10,224 10,150

資産合計 24,514 23,150
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(単位：百万円)

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 4,342 3,622

短期借入金 1,093 146

1年内返済予定の長期借入金 419 409

未払金 1,769 1,514

未払費用 1,311 1,182

未払法人税等 240 372

受注損失引当金 0 72

資産除去債務 21 －

その他 566 798

流動負債合計 9,765 8,118

固定負債   

長期借入金 1,212 1,009

退職給付引当金 912 914

役員退職慰労引当金 418 324

執行役員退職慰労引当金 3 4

その他 95 120

固定負債合計 2,642 2,373

負債合計 12,407 10,492

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,139 1,139

資本剰余金 1,173 1,173

利益剰余金 8,609 8,918

自己株式 △660 △660

株主資本合計 10,262 10,570

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 383 618

為替換算調整勘定 4 29

その他の包括利益累計額合計 388 648

新株予約権 24 37

少数株主持分 1,431 1,401

純資産合計 12,106 12,658

負債純資産合計 24,514 23,150
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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：百万円)

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 16,218 17,545

売上原価 13,720 14,560

売上総利益 2,497 2,984

販売費及び一般管理費 2,228 2,169

営業利益 269 814

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 15 17

負ののれん償却額 － 36

保険配当金 26 1

受取保険金 5 7

その他 17 17

営業外収益合計 65 82

営業外費用   

支払利息 8 7

減価償却費 2 2

その他 3 3

営業外費用合計 14 13

経常利益 320 883

特別利益   

固定資産売却益 1 76

資産除去債務戻入益 － 21

債務免除益 － 9

新株予約権戻入益 － 2

特別利益合計 1 109

特別損失   

固定資産売却損 0 67

固定資産除却損 0 2

投資有価証券評価損 42 40

特別損失合計 43 110

税金等調整前四半期純利益 279 882

法人税等 150 370

少数株主損益調整前四半期純利益 129 512

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 64

四半期純利益 130 448
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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：百万円)

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 129 512

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △26 239

為替換算調整勘定 4 31

その他の包括利益合計 △22 270

四半期包括利益 106 782

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 110 708

少数株主に係る四半期包括利益 △3 74
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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）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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