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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） 

 

(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 ％

26年3月期第2四半期 977 14.9 129 12.9 137 13.6 87 23.8
25年3月期第2四半期 850 △7.1 114 △14.4 121 △13.7 70 △9.9

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 83百万円 （18.9％） 25年3月期第2四半期 70百万円 （△9.5％）

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 8.08 ―
25年3月期第2四半期 6.52 ―

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

26年3月期第2四半期 2,422 1,919 79.2 178.08
25年3月期 2,544 1,879 73.9 174.35
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  1,919百万円 25年3月期  1,879百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 4.00 4.00

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）  
（％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  ：  有  
連結業績予想の修正につきましては、本日（平成25年11月13日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 1,930 △7.0 230 △39.4 245 △37.7 150 △34.1 13.92



(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については、添付資料３ページ
「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。 

※  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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期2Q 10,796,000 株 25年3月期 10,796,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 17,918 株 25年3月期 16,427 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 10,778,480 株 25年3月期2Q 10,781,372 株
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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、積極的な経済財政運営による景気回復への期待感

を背景に、株式市場の回復や個人消費の持ち直し、設備投資意欲の改善等、緩やかな回復基調で推移い

たしました。一方、海外経済の先行きに対する不透明感は拭えず、また消費税率アップ後の消費マイン

ドの冷え込みも懸念されるなど、予断を許さない状況が続いております。 

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２四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977,402千円（前年

同期比14.9％増）、営業利益129,238千円（同12.9％増）、経常利益137,591千円（同13.6％増）、四半

期純利益87,055千円（同23.8％増）となり、業績は好調に推移いたしました。 

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 

オフィスビルの内装工事の受注が計画を上回るとともに、原価管理の徹底に努めた結果、利益率も改

善いたしました。この結果、売上高は299,093千円（前年同期比25.7％増）となりました。 

②駐車場 

稼働状況に応じた時間貸し料金の設定ならびに月極め契約の獲得や回数券の販売による稼働の安定化

を図りました。この結果、売上高は360,574千円（前年同期比11.4％増）となりました。 

③住宅・ビル管理事業 

住宅管理業務や自動販売機設置業務の増収が寄与し、売上高は290,439千円(前年同期比14.1％増）と

なりました。 

④その他 

保険代理業務の受注獲得に注力いたしましたが、前年実績には至らず、売上高は27,295千円（前年同

期比20.3％減）となりました。 

  

①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における総資産は、前連結会計年度末に比べ121,866千円減少いたしま

した。これは主に完成工事未収入金が107,702千円減少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161,758千円減少いたしました。これは主に保険代理業務等におけ

る預り金が96,695千円減少、工事未払金が65,462千円減少したことによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ39,891千円増加いたしました。これは主に配当金の支払43,118千

円、四半期純利益87,055千円を計上したことによるものであります。 

 以上の結果、総資産は2,422,803千円、負債合計は503,467千円、純資産合計は1,919,336千円、自

己資本比率は79.2％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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②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期末の現金及び現金同等物の残高は542,755千円となりました。なお、各キャッシュ・フ

ローの状況は次のとおりであります。 

 営業活動により増加した資金は24,458千円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純

利益148,820千円、売上債権の減少額108,342千円であり、支出の主な内訳は、預り金の減少額96,695千

円、仕入債務の減少額32,847千円、法人税等の支払額88,334千円であります。なお、預り金の主な減少

要因は、損害保険代理業務における前連結会計年度末一時預り保険料等の精算によるものであります。

 投資活動により増加した資金は21,207千円となりました。この主な内訳は、投資有価証券を売却した

ことによるものであります。 

 財務活動により減少した資金は、43,534千円となりました。この主な内訳は、配当金の支払額43,084

千円であります。 

  

業績予想につきましては、平成25年５月９日に公表いたしました平成26年３月期通期の予想数値を修

正しております。詳細につきましては、本日（平成25年11月13日）別途公表いたしました「業績予想の

修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 なお、概要は次のとおりであります。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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

前回発表予想（Ａ） １，８００ １５５ １７０ １００ 9.28

今回修正予想（Ｂ） １，９３０ ２３０ ２４５ １５０ 13.92

増減額（Ｂ－Ａ） １３０ ７５ ７５ ５０ －

増減率 7.2 ％ 48.4 ％ 44.1 ％ 50.0 ％ －

前期実績 
（平成25年3月期）

２，０７６ ３７９ ３９２ ２２７ 21.11
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 540,624 542,755

受取手形及び売掛金 41,963 41,323

完成工事未収入金 167,307 59,605

未成工事支出金 4,211 12,571

関係会社短期貸付金 1,550,000 1,550,000

繰延税金資産 19,241 18,759

その他 39,566 38,332

貸倒引当金 △50 △30

流動資産合計 2,362,865 2,263,316

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,534 7,114

減価償却累計額 △5,501 △5,591

建物及び構築物（純額） 1,033 1,522

機械装置及び運搬具 1,257 1,257

減価償却累計額 △1,073 △1,119

機械装置及び運搬具（純額） 183 137

土地 22,048 22,048

その他 32,408 36,595

減価償却累計額 △18,304 △20,907

その他（純額） 14,104 15,688

有形固定資産合計 37,369 39,397

無形固定資産   

のれん 48,081 38,465

その他 6,607 5,640

無形固定資産合計 54,688 44,105

投資その他の資産   

投資有価証券 23,496 7,551

敷金及び保証金 47,177 47,257

繰延税金資産 16,566 18,784

その他 13,283 13,119

貸倒引当金 △10,778 △10,728

投資その他の資産合計 89,746 75,984

固定資産合計 181,804 159,487

資産合計 2,544,670 2,422,803
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 35,865 68,481

工事未払金 117,327 51,864

未払法人税等 90,870 63,941

前受金 45,466 41,978

未成工事受入金 3,007 1,331

預り金 211,026 114,330

賞与引当金 11,956 12,299

その他 31,653 26,316

流動負債合計 547,174 380,543

固定負債   

長期預り敷金 90,717 94,488

退職給付引当金 27,334 28,434

固定負債合計 118,051 122,923

負債合計 665,225 503,467

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,072,060 1,072,060

利益剰余金 804,056 847,994

自己株式 △2,079 △2,333

株主資本合計 1,874,037 1,917,720

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,406 1,615

その他の包括利益累計額合計 5,406 1,615

純資産合計 1,879,444 1,919,336

負債純資産合計 2,544,670 2,422,803

エムティジェネックス㈱（9820）　平成26年3月期 第2四半期決算短信

－6－



（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 850,451 977,402

売上原価 593,492 709,264

売上総利益 256,959 268,137

販売費及び一般管理費 142,490 138,899

営業利益 114,468 129,238

営業外収益   

受取利息 5,864 7,421

受取配当金 197 209

雑収入 609 722

営業外収益合計 6,672 8,353

経常利益 121,140 137,591

特別利益   

投資有価証券売却益 － 11,229

特別利益合計 － 11,229

税金等調整前四半期純利益 121,140 148,820

法人税、住民税及び事業税 51,852 61,405

法人税等調整額 △1,035 360

法人税等合計 50,816 61,765

少数株主損益調整前四半期純利益 70,323 87,055

四半期純利益 70,323 87,055
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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 70,323 87,055

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △271 △3,791

その他の包括利益合計 △271 △3,791

四半期包括利益 70,052 83,264

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 70,052 83,264

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 121,140 148,820

減価償却費 4,541 3,706

のれん償却額 9,616 9,616

長期前払費用償却額 114 114

賞与引当金の増減額（△は減少） △239 343

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,909 1,100

貸倒引当金の増減額（△は減少） △223 △69

受取利息及び受取配当金 △6,062 △7,631

投資有価証券売却損益（△は益） － △11,229

売上債権の増減額（△は増加） 135,266 108,342

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,529 △8,359

その他の流動資産の増減額（△は増加） △4,396 1,152

その他の流動負債の増減額（△は減少） 12,392 △14,995

仕入債務の増減額（△は減少） △101,693 △32,847

預り金の増減額（△は減少） △212,409 △96,695

未払費用の増減額（△は減少） 1,638 △110

その他 3,294 3,821

小計 △26,579 105,079

利息及び配当金の受取額 6,024 7,713

法人税等の支払額 △38,204 △88,334

営業活動によるキャッシュ・フロー △58,759 24,458

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の売却による収入 － 21,287

敷金及び保証金の差入による支出 △80 △80

敷金及び保証金の回収による収入 200 －

関係会社貸付けによる支出 △100,000 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △99,880 21,207

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 △66 △254

配当金の支払額 △43,092 △43,084

その他 248 △195

財務活動によるキャッシュ・フロー △42,911 △43,534

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △201,550 2,130

現金及び現金同等物の期首残高 812,031 540,624

現金及び現金同等物の四半期末残高 610,480 542,755
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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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