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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 14,264 22.2 1,172 20.3 1,259 25.2 743 32.3
25年3月期第3四半期 11,668 9.1 974 48.7 1,005 54.3 562 64.6

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 1,195百万円 （64.6％） 25年3月期第3四半期 725百万円 （318.6％）

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3四半期 55.42 ―
25年3月期第3四半期 41.89 ―

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3四半期 11,434 9,229 80.7 687.75
25年3月期 10,140 8,262 81.5 615.70

（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 9,229百万円 25年3月期 8,262百万円

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 ： 有 
配当予想の修正については、本日（平成26年２月13日）公表いたしました「配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
平成25年３月期期末配当金の内訳 普通配当 15円00銭 特別配当 ２円00銭 
平成26年３月期（予想）期末配当金の内訳 普通配当 15円00銭 特別配当 ４円00銭 

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 ― 17.00 17.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 19.00 19.00

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 ： 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 17,956 12.9 1,400 8.1 1,397 0.9 873 1.5 65.05
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(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
半期財務諸表のレビュー手続きが実施中です。 

※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、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．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。 

※ 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
②①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3Q 13,439,142 株 25年3月期 13,439,142 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 19,154 株 25年3月期 19,152 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 13,419,989 株 25年3月期3Q 13,419,990 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間において当社グループは、以下のような施策を実行しました。  

文中の将来に関する事項は、当第３四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)

が判断したものであります。   

① 国内部門 

創業以来、ＢｔｏＢに特化した販売を継続している当社は、当期、平成24年３月期から平成26年３月期まで

の３年間を第１期とする「中期経営計画」の節目を迎えます。 

当期はスタート時から終了時点まで、更なるシェア拡大の為に、積極的な販促活動を全社一斉に実施しまし

た。その結果、取扱商品である、コーヒーサービス、ウォーターサービス、ティーサービス、更にはダストコ

ントロール、清掃サービス等における契約顧客件数が順調に増加し、着実に基礎売上が上昇しました。当第３

四半期期末時点における業績は期初の計画通りに進んでおり、また、中期経営計画の中心に位置付けているシ

ステムベース経営の進捗も完成期を迎え順調に推移しております。 

具体的な業績結果としては、売上高は昨年と比較して営業日数が１日減というマイナス面を克服し、前年同

期比104.8％の３期連続増収を達成しました。また、営業利益も前年同期比で109.1％の増加となり、同期にお

ける過去最高益を更新しました。 

② 米国部門 

米国のマクロ景気は緩やかな改善が続いており、全米平均失業率も当期12月末時点で6.7％と前年同期

（7.9%）と比べて大きく改善しております。 

当期５月には当社初めての米国東海岸拠点となるワシントンＤＣ郊外（バージニア州）の同業者をＭ＆Ａ統

合し、ワシントンＤＣ支店を開設いたしました。また、６月と７月にはテキサス州ヒューストンで既存拠点に

統合する形で３件の中規模Ｍ＆Ａを実施しております。既存拠点も堅調に売上が推移した結果、当第３四半期

累計の売上高は前年同期比で115.7％(ドルベース)となりました。 

利益面では既存拠点が順調に推移した一方で、前期第２四半期以降に進出した拠点（クリーブランド、ニュ

ーオリンズ、ワシントンＤＣなど）の「のれん」及び「顧客関連資産」の償却負担増加などもありましたが、

営業利益は前年同期比111.4%（ドルベース）と増益となりました。なお、「のれん」及び「顧客関連資産」の

償却費用を除いた段階での営業利益は前年同期比で120.6%（ドルベース）となっております。 

  

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は142億64百万円（前年同期比22.2％増）、売上総利益は

81億95百万円（前年同期比20.2％増）、営業利益は11億72百万円（前年同期比20.3％増）、経常利益は12億59百

万円（前年同期比25.2％増）、四半期純利益は７億43百万円（前年同期比32.3％増）となりました。 

   

  

（２）財政状態に関する説明 

当第３四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べて12億93百万円増加の114億34百万円

となりました。主な要因は、「顧客関連資産」が４億88百万円、「工具、器具及び備品」が３億78百万円、「売

掛金」が３億８百万円それぞれ増加したこと等によるものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べて３億26百万円増加の22億４百万円となりました。主な要因は、「短期借入

金」が４億３百万円増加したこと等によるものです。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて９億66百万円増加の92億29百万円となりました。主な要因は、「利益剰

余金」が５億15百万円、「為替換算調整勘定」が４億45百万円増加したこと等によるものです。   

   

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当第３四半期連結累計期間の業績は概ね予定通りに推移しており、通期の業績につきましても、現時点では、

平成25年５月15日に発表いたしました業績予想と変更はございません。 

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであ

り、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  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
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,495,196 2,390,051 

売掛金 1,605,264 1,913,931 

リース投資資産 209,567 229,218 

商品及び製品 640,468 844,910 

仕掛品 3,760 2,722 

原材料及び貯蔵品 88,601 96,536 

繰延税金資産 174,984 102,855 

その他 364,546 229,458 

貸倒引当金 △40,550 △36,202 

流動資産合計 5,541,838 5,773,483 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 619,640 613,531 

機械装置及び運搬具（純額） 273,751 339,044 

工具、器具及び備品（純額） 818,023 1,196,178 

土地 673,879 681,817 

建設仮勘定 2,100 － 

有形固定資産合計 2,387,394 2,830,571 

無形固定資産   

のれん 451,111 406,306 

顧客関連資産 740,422 1,228,443 

その他 102,137 87,356 

無形固定資産合計 1,293,671 1,722,106 

投資その他の資産   

投資有価証券 174,983 186,595 

レンタル資産 401,651 546,168 

繰延税金資産 179,539 199,354 

その他 180,890 195,346 

投資損失引当金 △19,391 △19,391 

投資その他の資産合計 917,673 1,108,072 

固定資産合計 4,598,739 5,660,750 

資産合計 10,140,578 11,434,233 
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 364,772 427,596 

短期借入金 320,537 724,255 

未払法人税等 209,823 50,322 

未払費用 299,088 338,788 

賞与引当金 163,129 90,635 

その他 414,646 458,840 

流動負債合計 1,771,997 2,090,438 

固定負債   

繰延税金負債 41,885 49,939 

資産除去債務 33,727 34,225 

その他 30,317 30,019 

固定負債合計 105,930 114,184 

負債合計 1,877,928 2,204,623 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,051,135 1,051,135 

資本剰余金 1,119,484 1,119,484 

利益剰余金 6,476,840 6,992,379 

自己株式 △7,937 △7,939 

株主資本合計 8,639,522 9,155,060 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,582 10,012 

為替換算調整勘定 △381,454 64,537 

その他の包括利益累計額合計 △376,872 74,550 

純資産合計 8,262,650 9,229,610 

負債純資産合計 10,140,578 11,434,233 
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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24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

売上高 11,668,897 14,264,205 

売上原価 4,851,647 6,068,824 

売上総利益 6,817,249 8,195,380 

販売費及び一般管理費 5,843,088 7,023,307 

営業利益 974,160 1,172,073 

営業外収益   

受取利息 427 326 

受取配当金 7,901 8,950 

仕入割引 11,355 15,866 

持分法による投資利益 － 4,621 

為替差益 22,724 51,242 

その他 8,005 11,208 

営業外収益合計 50,414 92,216 

営業外費用   

支払利息 1,671 4,484 

持分法による投資損失 14,046 － 

その他 2,977 186 

営業外費用合計 18,695 4,671 

経常利益 1,005,879 1,259,618 

特別利益   

事業分離における移転利益 － 2,505 

固定資産売却益 1,133 8,704 

特別利益合計 1,133 11,210 

特別損失   

固定資産売却損 166 718 

固定資産除却損 405 633 

減損損失 12,727 － 

投資有価証券評価損 10,208 330 

その他 692 － 

特別損失合計 24,200 1,681 

税金等調整前四半期純利益 982,812 1,269,147 

法人税、住民税及び事業税 387,941 442,085 

法人税等調整額 32,767 83,383 

法人税等合計 420,709 525,468 

少数株主損益調整前四半期純利益 562,103 743,678 

四半期純利益 562,103 743,678 
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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24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 562,103 743,678 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,656 5,430 

為替換算調整勘定 164,270 446,582 

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,169 △590 

その他の包括利益合計 163,757 451,422 

四半期包括利益 725,861 1,195,101 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 725,861 1,195,101 

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。 

   

   

Ⅰ 前第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） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（単位：千円）

 （注）１ 調整額は、セグメント間取引及び振替高の消去であります。 

    ２ セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。  

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

   

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（単位：千円）

 （注）１ 調整額は、セグメント間取引及び振替高の消去であります。 

    ２ セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。  

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

   

   

（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）

（セグメント情報等）

   報告セグメント 調整額 

（注１）  

四半期連結損益

計算書計上額

（注２）   日本 米国 計 

 売上高           

 外部顧客への売上高  6,283,939  5,384,957  11,668,897  －  11,668,897

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高  
 62,140  －  62,140  △62,140  －

計  6,346,080  5,384,957  11,731,037  △62,140  11,668,897

 セグメント利益  610,281  419,889  1,030,170  △56,009  974,160

   報告セグメント 調整額 

（注１）  

四半期連結損益

計算書計上額

（注２）   日本 米国 計 

 売上高           

 外部顧客への売上高  6,576,062  7,688,143  14,264,205  －  14,264,205

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高  
 76,840  －  76,840  △76,840  －

計  6,652,902  7,688,143  14,341,046  △76,840  14,264,205

 セグメント利益  666,000  576,945  1,242,945  △70,872  1,172,073
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