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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 1,824 ― 57 ― 59 ― △16 ―

20年3月期第1四半期 1,687 12.0 55 60.6 58 44.8 △21 ―

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

21年3月期第1四半期 △5.57 ―

20年3月期第1四半期 △7.02 ―

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

21年3月期第1四半期 3,638 1,266 34.8 430.98
20年3月期 3,749 1,261 33.6 429.08

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,266百万円 20年3月期  1,261百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 3,680 8.9 90 2.6 90 1.8 50 ― 17.01
通期 7,520 9.2 180 △12.9 180 △3.6 90 ― 30.62

4.  その他 
(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  

(2) 簡便な会計処理及び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、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

[(注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日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、実際の業績等はさまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
2.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14
号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  2,940,000株 20年3月期  2,940,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,149株 20年3月期  1,350株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  2,938,641株 20年3月期第1四半期  2,939,430株
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・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発する世界的金
融不安、原油をはじめとする諸資源や原材料価格の高騰等、数多くの緊急課題に直面しており、景気は先行
き不透明な状況で推移しております。
　このような状況の下、当社の関連する業界におきましては、激しい企業間競争に加え、雇用情勢の回復に
伴う人材不足に直面し、厳しい環境の中で推移いたしました。
　こうした中、当社は引き続き「お客さま第一主義」に徹した経営姿勢を貫き、又、原価管理の強化とサー
ビス品質の向上に取り組むとともに提案型営業を推進してまいりました。この結果、複数件の新規受注、既
存先の仕様拡大等により、本業での業績はほぼ順調に推移いたしました。
この結果、当四半期における連結売上高は18億2,362万円と前年同期比8.1％増加いたしました。又、利益

面におきましても連結営業利益は5,723万円と前年同期比4.2％増加し、連結経常利益は5,932万円と前年同期
比2.0％増加いたしました。
　しかしながら、株式市場の低迷による株価の下落により、投資有価証券評価損などの特別損失が4,688万円
発生したことにより、連結四半期純損失は1,636万円（前年同期は2,064万円の純損失）となりたしました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
①資産、負債及び純資産の状況
（資産の部）

　当第1四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ1億1,118万円減少しました。主な要因は、
法人税や配当金の支払い等により現金及び預金が減少したことによるものです。
（負債の部）

　当第1四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ1億1,643万円減少しました。主な要因は、
仕入債務の減少等によるものです。
（純資産の部）

　当第1四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ524万円増加しました。主な要因は、有
価証券評価差額金の減少によるものです。

②キャッシュ・フローの状況
当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末

に比べ1億1,603万円減少し、7億6,641万円となりました。
　当第１四半期連結会計期間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）
営業活動の結果使用した資金は6,437万円（前年同期は、9,684万円の減少）となりました。これは主に法

人税等の支払いによるものです。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果得た資金は867万円（前年同期は、2,837万円の運用）となりました。これは主に、投資有

価証券の償還による収入等によるものです。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果減少した資金は6,034万円（前年同期は5,252万円の増加）となりました。これは主に、フ

ァイナンスリース債務の返済及び配当金の支払等によるものです。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
平成20年５月14日発表の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。

　今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。
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4. その他
(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)

当該事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
連結財務諸表上の税金費用については、法廷実行税率をベースとした年間予測税率により計算しており

ます。
①引当金計上基準等については、一部簡便的な方法によっております。

　 引当金計上基準等については、一部簡便的な方法によっております。

②固定資産の減価償却の算定方法
固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分

する方法によっております。
　なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定
する方法によっております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財
務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第1四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※ 1,176,512 ※ 1,286,469

受取手形及び売掛金 737,508 744,424

有価証券 42,976 31,656

貯蔵品 4,089 4,500

繰延税金資産 12,633 39,778

その他 44,033 43,856

貸倒引当金 △1,853 △3,033

流動資産合計 2,015,901 2,147,652

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 350,764 350,764

減価償却累計額 △208,969 △206,519

建物及び構築物（純額） 141,794 144,245

土地 364,693 364,693

その他 79,702 79,899

減価償却累計額 △56,848 △57,842

その他（純額） 22,854 22,057

有形固定資産合計 529,342 530,996

無形固定資産

借地権 47,121 47,121

ソフトウエア 13,280 14,193

ソフトウエア仮勘定 133,882 98,482

電話加入権 7,123 7,123

のれん 3,068 3,277

無形固定資産合計 204,476 170,198

投資その他の資産

投資有価証券 426,080 443,715

長期預金 100,000 100,000

差入保証金 50,855 50,846

保険積立金 138,951 135,286

繰延税金資産 164,300 162,311

長期貸付金 2,431 2,483

その他 7,951 7,994

貸倒引当金 △2,159 △2,162

投資その他の資産合計 888,411 900,475

固定資産合計 1,622,230 1,601,669

資産合計 3,638,132 3,749,321
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（単位：千円） 

当第1四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 79,119 102,529

短期借入金 262,000 201,860

1年内返済予定の長期借入金 217,044 220,505

1年内償還予定の社債 33,400 33,400

未払費用 325,822 309,673

未払法人税等 15,213 59,478

未払消費税等 66,954 67,516

賞与引当金 22,173 70,114

その他 139,179 156,913

流動負債合計 1,160,907 1,221,990

固定負債

社債 216,500 233,200

長期借入金 452,210 503,920

退職給付引当金 402,348 392,873

長期未払金 9,639 10,511

役員退職慰労引当金 130,374 125,914

固定負債合計 1,211,071 1,266,419

負債合計 2,371,978 2,488,410

純資産の部

株主資本

資本金 302,000 302,000

資本剰余金 250,237 250,237

利益剰余金 714,889 745,952

自己株式 △837 △554

株主資本合計 1,266,290 1,297,635

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △136 △36,724

評価・換算差額等合計 △136 △36,724

純資産合計 1,266,153 1,260,911

負債純資産合計 3,638,132 3,749,321
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 1,823,622

売上原価 1,531,144

売上総利益 292,478

販売費及び一般管理費 ※ 235,241

営業利益 57,236

営業外収益

受取利息 3,842

受取配当金 1,381

有価証券評価益 199

不動産賃貸料 842

雑収入 1,944

営業外収益合計 8,209

営業外費用

支払利息 5,460

雑損失 665

営業外費用合計 6,126

経常利益 59,320

特別利益

固定資産売却益 284

投資有価証券償還益 1,032

特別利益合計 1,316

特別損失

固定資産除却損 50

投資有価証券評価損 46,885

特別損失合計 46,935

税金等調整前四半期純利益 13,701

法人税、住民税及び事業税 6,521

法人税等調整額 23,549

法人税等合計 30,070

四半期純損失（△） △16,369
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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）

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６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 13,701

減価償却費 4,621

のれん償却額 208

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,474

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,459

賞与引当金の増減額（△は減少） △47,940

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,183

受取利息及び受取配当金 △5,223

支払利息 5,460

有価証券評価損益（△は益） △199

投資有価証券評価損益（△は益） 46,885

投資有価証券償還損益（△は益） △1,032

有形固定資産売却損益（△は益） △284

有形固定資産除却損 50

売上債権の増減額（△は増加） 6,915

たな卸資産の増減額（△は増加） 410

仕入債務の増減額（△は減少） △23,409

未払消費税等の増減額（△は減少） △561

その他 △28,437

小計 △16,085

利息及び配当金の受取額 4,615

利息の支払額 △5,152

法人税等の支払額 △47,749

営業活動によるキャッシュ・フロー △64,371

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 △413,305

定期預金の払戻による収入 406,395

有形固定資産の取得による支出 △2,509

有形固定資産の売却による収入 693

貸付けによる支出 △4,257

貸付金の回収による収入 4,448

投資有価証券の償還による収入 20,000

差入保証金の差入による支出 △9

その他 △2,780

投資活動によるキャッシュ・フロー 8,675

（単位：千円）

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 60,140

長期借入金の返済による支出 △55,171

社債の償還による支出 △16,700

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △36,272

自己株式の取得による支出 △282

配当金の支払額 △12,056

財務活動によるキャッシュ・フロー △60,342

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △116,038

現金及び現金同等物の期首残高 882,449

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 766,411
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項なし
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(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

　 前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）

建物総合管理
サービス事業

(千円)

人材サービス
事業
(千円)

介護サービス
事業
(千円)

計(千円)
消去又は
全社(千円)

連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

1,229,489 422,327 35,600 1,687,418 ― 1,687,418

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,229,489 422,327 35,600 1,687,418 ― 1,687,418

営業費用 1,109,155 391,015 36,768 1,536,939 95,565 1,632,504

営業利益又は
営業損失(△)

120,334 31,312 △1,168 150,478 (95,565) 54,913

当第1四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

建物総合管理
サービス事業

(千円)

人材サービス
事業
(千円)

介護サービス
事業
(千円)

計(千円)
消去又は
全社(千円)

連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

1,282,693 505,847 35,081 1,823,622 ─ 1,823,622

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 1,282,693 505,847 35,081 1,823,622 ─ 1,823,622

営業費用 1,170,260 466,710 32,116 1,669,087 97,297 1,766,385

営業利益 112,432 39,137 2,965 154,534 (97,297) 57,236

(注) １ 事業区分の方法

　 当社グループの事業区分はサービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２ 各区分に属する主要な業務内容

　 ① 建物総合管理サービス事業……建物総合管理(警備保障、清掃、設備管理、オフィスサービス)業務

　 ② 人材サービス事業……情報管理、ファイリング、機器操作等の人材派遣業務、有料職業紹介業務

　 ③ 介護サービス事業……介護サービス業務

３ 前連結会計年度及び当第1四半期連結会計累計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配

賦不能営業費用の金額は、401,429千円及び97,297千円であり、その主な内容は親会社の総務部門等の管理部門

に係る費用であります。

【所在地別セグメント情報】
前連結会計年度及び当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）にお

いて、当社グループには本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、
該当事項はありません。

【海外売上高】
前連結会計年度及び当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）にお

いて、当社グループには海外売上高がないため該当事項はありません。
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(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
　 該当事項はありません。
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「参考資料」

（要約）前四半期連結貸借対照表

科 目

前第１四半期連結会計期間末

（平成19年６月30日）

金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

　1. 現金及び預金 1,193,715

　2. 売掛金 807,210

　3. 有価証券 13,732

　4. たな卸資産 4,625

　5. 繰延税金資産 39,534

　6. その他 33,829

　 貸倒引当金 △ 2,583

　 流動資産合計 2,090,064

Ⅱ 固定資産

　1. 有形固定資産

　 (1) 建物及び構築物 147,747

　 (2) 土地 364,693

　 (3) その他 24,831

　 有形固定資産合計 537,272

　2. 無形固定資産

　 (1) 借地権 47,121

　 (2) ソフトウェア 20,019

　 (3) 電話加入権 7,123

　 (4) のれん 6,361

　 無形固定資産合計 80,626

　3. 投資その他の資産

　 (1) 投資有価証券 470,149

　 (2) 長期性預金 100,000

　 (3) 差入保証金敷金 47,383

　 (4) 保険積立金 151,362

　 (5) 繰延税金資産 134,837

　 (6) その他 18,179

　 貸倒引当金 △ 2,162

　 投資その他の資産合計 919,750

　 固定資産合計 1,537,648

　 資産合計 3,627,712

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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科 目

前第１四半期連結会計期間末

（平成19年６月30日）

金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

　1. 買掛金 98,967

　2. 短期借入金 261,470

　3. 1年内返済予定長期借入金 461,262

　4. 1年内償還予定社債 33,400

　5. 未払費用 326,254

　6. 未払法人税等 7,397

　7. 未払消費税等 63,492

　8. 賞与引当金 19,898

　9. その他 254,910

　 流動負債合計 1,527,053

Ⅱ 固定負債

　1. 社債 249,900

　2. 長期借入金 117,454

　3. 退職給付引当金 359,007

　4. 長期未払金 2,570

　 固定負債合計 728,931

　 負債合計 2,255,985

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

　1. 資本金 302,000

　2. 資本剰余金 250,237

　3. 利益剰余金 794,606

　4. 自己株式 △ 250

　 株主資本合計 1,346,593

Ⅱ 評価・換算差額等

　1. その他有価証券評価

　 差額金
25,133

　 評価・換算差額等合計 25,133

Ⅲ 少数株主持分 ─

　 純資産合計 1,371,727

　 負債・純資産合計 3,627,712

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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（要約）前四半期連結損益計算書

科 目

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 1,687,418

Ⅱ 売上原価 1,405,676

　 売上総利益 281,741

Ⅲ 販売費及び一般管理費 226,828

　 営業利益 54,913

Ⅳ 営業外収益 8,933

Ⅴ 営業外費用 5,705

　 経常利益 58,140

Ⅵ 特別利益 2,327

Ⅶ 特別損失 77,664

　 税金等調整前

　 四半期(当期)純利益
△ 17,196

　 税金費用 3,448

　 少数株主利益 ─

　 四半期(当期)純利益

　 又は純損失(△)
△ 20,645

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第1四半期連結会計年度

(自 平成19年４月１日

　至 平成19年６月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 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 △17,196

　 減価償却費 13,012

　 のれん償却額 1,354

　 退職給付引当金の増減額 △14,776

　 賞与引当金の増減額 △43,029

　 貸倒引当金の増減額 △ 590

　 受取利息及び受取配当金 △ 4,839

　 支払利息 4,444

　 有価証券評価益 △ 2,660

　 投資有価証券評価損 1,001

　 会員権等売却益 △350

　 有形固定資産除却損 375

　 売上債権の増減額 △116,386

　 たな卸資産の増減額 94

　 仕入債務の増減額 5,442

　 未払消費税等の増減額 △1,980

　 その他 138,312

　 小計 △37,772

　 利息及び配当金の受取額 4,028

　 利息の支払額 △ 3,999

　 法人税等の支払額 △59,098

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △96,841

Ⅱ 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 382,243

      定期預金の預入による支出 △ 388,821

      有形固定資産の取得による支出 △ 5,784

      投資有価証券の取得による支出 △ 18,424

　 会員権等売却による収入 700

      貸付金の回収による収入 3,573

      貸付による支出 △ 3,408

      差入保証金敷金の差入による支出 △ 139

      その他  1,683

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △28,377

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 短期借入金の純増減額 135,670

　 長期借入金の返済による支出 △ 45,171

　 社債の償還による支出 △ 16,700

　 ファイナンス・リース債務の返済に

　 伴う支出
△ 9,161

　 配当金の支払額 △ 12,113

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 52,524

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額(△) △72,694

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 872,919

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 800,224

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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