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

21年3月期第3四半期 5,469 ― 90 ― 68 ― △52 ―

20年3月期第3四半期 5,107 10.9 142 53.2 139 26.1 △78 ―

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3四半期 △17.84 ―

20年3月期第3四半期 △26.50 ―

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3四半期 3,716 1,209 32.5 411.84
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3四半期  1,209百万円 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 ― 0.00 ― ――― ―――

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 7,440 8.0 115 △44.4 110 △41.2 10 ― 3.40

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 
・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。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の実績は、業績の変化により、上
記予想数値と異なる場合があります。 
 業績予想の前提となる条件等については、2ページ【定性的情報・財務諸表等】「3．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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3四半期  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3四半期  4,799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3四半期  2,936,781株 20年3月期第3四半期  2,939,430株
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当第３四半期におけるわが国の経済状況は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的金融不

安が実体経済に波及し、急激な円高・株安が進む中、設備投資の減退、雇用不安、消費の低迷など景気減
速が顕在化し、わが国を含めた各国の景気の動向については予断を許さない状況となりました。 
 このような状況のもと、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直面しながら一段と
厳しい環境の中で推移いたしております。 
 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、また、外注費等の原価管
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することにより、当第３四半期にお
ける本業での売上高はほぼ順調に推移いたしました。 
 この結果、第３四半期連結累計期間の売上高は54億6,895万円となりました。利益面におきましては経
常利益は6,828万円となりましたが、世界的な金融不安に端を発した株式市場の低迷等による株価の急激
な下落により投資有価証券評価損を特別損失に計上したため、 終損益は5,239万円の純損失となりまし
た。 
  

①資産、負債及び純資産の状況 
 （資産の部） 
   当第３四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ3,295万円減少しまし 
  た。主な要因は投資有価証券の評価損の計上により投資有価証券が減少したこと等による 
  ものです。 
 （負債の部） 
   当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ1,911万円増加しまし 
  た。主な要因は、借入により短期借入金が増加した事によるものです。 
 （純資産の部） 
   当第３四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5,206万円減少しました。 
  主な要因は、当期純損失により剰余金が減少したことによるものです。 
  
 ②キャッシュ・フローの状況 
   当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金等」という）は、 
  前連結会計年度末に比べ5,783万円増加し、8億2,506万円となりました。 
   当第３四半期連結累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） 
   営業活動の結果得た資金は1,312万円となりました。これは主に投資有価証券評価損を計上 
  したこと、また、退職給付引当金が増加したこと等によるものです。 
 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 
   投資活動の結果使用した資金は、1億823万円となりました。これは主に、ソフトウェアの取  
  得及び固定資産の取得等によるものです。 
 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 
   財務活動の結果得た資金は3,772万円となりました。これは主に、短期借入金の借入等による 
  ものです。 
  

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年11月７日付「業績予想の修正に関するお知らせ」
から変更はありません。 

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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当該事項はありません。 
  

固定資産の減価償却費の算定方法 
  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。 

  

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. 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)

(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

(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
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,225,359 1,286,469

受取手形及び売掛金 774,440 744,424

有価証券 34,641 31,656

貯蔵品 3,126 4,500

繰延税金資産 14,696 39,778

その他 49,036 43,856

貸倒引当金 △2,710 △3,033

流動資産合計 2,098,591 2,147,652

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 360,355 350,764

減価償却累計額 △214,299 △206,519

建物及び構築物（純額） 146,055 144,245

土地 364,693 364,693

その他 83,443 79,899

減価償却累計額 △58,034 △57,842

その他（純額） 25,408 22,057

有形固定資産合計 536,157 530,996

無形固定資産   

借地権 47,121 47,121

ソフトウエア 169,464 14,193

ソフトウエア仮勘定 1,000 98,482

電話加入権 7,123 7,123

のれん 2,650 3,277

無形固定資産合計 227,360 170,198

投資その他の資産   

投資有価証券 362,026 443,715

長期預金 100,000 100,000

差入保証金 62,973 50,846

保険積立金 145,883 135,286

繰延税金資産 175,379 162,311

長期貸付金 2,240 2,483

その他 7,913 7,994

貸倒引当金 △2,160 △2,162

投資その他の資産合計 854,256 900,475

固定資産合計 1,617,774 1,601,669

資産合計 3,716,366 3,749,321
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 83,770 102,529

短期借入金 411,334 201,860

1年内返済予定の長期借入金 204,950 220,505

1年内償還予定の社債 133,200 33,400

未払費用 372,891 309,673

未払法人税等 10,758 59,478

未払消費税等 75,939 67,516

賞与引当金 17,563 70,114

その他 126,424 156,913

流動負債合計 1,436,832 1,221,990

固定負債   

社債 100,000 233,200

長期借入金 399,655 503,920

長期未払金 7,894 10,511

退職給付引当金 424,856 392,873

役員退職慰労引当金 138,284 125,914

固定負債合計 1,070,690 1,266,419

負債合計 2,507,523 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 678,865 745,952

自己株式 △1,707 △554

株主資本合計 1,229,395 1,297,635

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △20,551 △36,724

評価・換算差額等合計 △20,551 △36,724

純資産合計 1,208,843 1,260,911

負債純資産合計 3,716,366 3,749,321
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(2)【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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 5,468,952

売上原価 4,630,838

売上総利益 838,114

販売費及び一般管理費 747,842

営業利益 90,272

営業外収益  

受取利息 7,559

受取配当金 3,568

不動産賃貸料 2,337

雑収入 9,156

営業外収益合計 22,622

営業外費用  

支払利息 16,143

有価証券評価損 27,286

雑損失 1,183

営業外費用合計 44,613

経常利益 68,280

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 1,874

投資有価証券評価損 68,034

特別損失合計 69,909

税金等調整前四半期純損失（△） △312

法人税、住民税及び事業税 36,956

法人税等調整額 15,125

法人税等合計 52,081

四半期純損失（△） △52,393
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,837,344

売上原価 1,542,559

売上総利益 294,784

販売費及び一般管理費 261,588

営業利益 33,196

営業外収益  

受取利息 1,733

受取配当金 1,227

不動産賃貸料 715

雑収入 2,494

営業外収益合計 6,171

営業外費用  

支払利息 5,271

有価証券評価損 15,662

雑損失 201

営業外費用合計 21,135

経常利益 18,231

特別損失  

固定資産除却損 1,766

投資有価証券評価損 14,158

特別損失合計 15,924

税金等調整前四半期純利益 2,307

法人税、住民税及び事業税 △14,191

法人税等調整額 30,599

法人税等合計 16,407

四半期純損失（△） △14,100
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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損失（△） △312

減価償却費 26,443

のれん償却額 626

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31,982

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,369

賞与引当金の増減額（△は減少） △52,551

貸倒引当金の増減額（△は減少） △326

受取利息及び受取配当金 △11,127

支払利息 16,143

有価証券評価損益（△は益） 27,286

投資有価証券評価損益（△は益） 68,034

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 108

売上債権の増減額（△は増加） △30,016

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,373

仕入債務の増減額（△は減少） △18,758

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,422

その他 29,607

小計 107,990

利息及び配当金の受取額 11,623

利息の支払額 △16,198

法人税等の支払額 △90,288

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,128

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 △422,037

定期預金の払戻による収入 406,395

有価証券の償還による収入 20,000

有形固定資産の取得による支出 △18,146

有形固定資産の売却による収入 728

ソフトウエアの取得による支出 △71,800

投資有価証券の取得による支出 △23,272

貸付けによる支出 △12,326

貸付金の回収による収入 12,353

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 △12,126

その他 △8,007

投資活動によるキャッシュ・フロー △108,238
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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） 209,474

長期借入れによる収入 45,000

長期借入金の返済による支出 △164,820

社債の償還による支出 △33,400

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,616

自己株式の取得による支出 △1,153

配当金の支払額 △14,756

財務活動によるキャッシュ・フロー 37,727

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △57,383

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 825,066
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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。 

  

該当事項なし 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 
(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……情報処理、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 

  

【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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。 

  

  当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

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

3,859,153 1,506,147 103,651 5,468,952 ─ 5,468,952

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 3,859,153 1,506,147 103,651 5,468,952 ─ 5,468,952

営業費用 3,556,186 1,401,714 97,811 5,173,901 322,968 5,378,680

営業利益又は 
営業損失（△）

302,967 104,433 5,839 413,240 (322,968) 90,272

(6) 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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（要約）前第３四半期連結貸借対照表 

 
(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

「参考」

前第３四半期連結会計期間末

（平成19年12月31日）

区分 金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

１ 現金及び預金 1,207,748

２ 売掛金 705,697

３ 有価証券 21,903

４ たな卸資産 4,329

５ 繰延税金資産 39,804

６ その他 49,666

  貸倒引当金 △ 2,696

流動資産合計 2,026,453

Ⅱ 固定資産

(1) 有形固定資産

１ 建物及び構築物 143,068

２ 土地 364,693

３ その他 23,275

有形固定資産合計 531,037

(2) 無形固定資産 102,043

(3) 投資その他の資産

１ 投資有価証券 487,559

２ 長期性預金 100,000

３ 差入保証金敷金 47,456

４ 繰延税金資産 151,060

５ その他 150,068

  貸倒引当金 △ 2,161

投資その他の資産合計 933,983

固定資産合計 1,567,065

資産合計 3,593,518
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（要約）前第３四半期連結貸借対照表 

 
(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

前第３四半期連結会計期間末

（平成19年12月31日）

区分 金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 買掛金 85,237

２ 短期借入金 344,840

３ １年内返済予定長期借入金 424,142

４ １年以内償還予定社債 33,400

５ 未払費用 335,643

６ 未払法人税等 3,883

７ 賞与引当金 15,777

８ その他 194,960

流動負債合計 1,437,884

Ⅱ 固定負債

１ 社債 233,200

２ 長期借入金 116,632

３ 退職給付引当金 384,522

４ 役員退職慰労引当金 10,970

５ その他 121,394

固定負債合計 866,719

負債合計 2,304,603

(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 737,362

４ 自己株式 △ 250

株主資本合計 1,289,349

Ⅱ 評価・換算差額等

１ その他有価証券評価差額金 △ 433

評価・換算差額等合計 △ 433

Ⅲ 少数株主持分 ─

純資産合計 1,288,915

負債純資産合計 3,593,518
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（要約）前第３四半期連結損益計算書 

 
(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

前第3四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

 至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 5,107,250

Ⅱ 売上原価 4,273,191

売上総利益 834,059

Ⅲ 販売費及び一般管理費 692,444

営業利益 141,615

Ⅳ 営業外収益 23,698

Ⅴ 営業外費用 26,419

経常利益 138,893

Ⅵ 特別利益 2,106

Ⅶ 特別損失 187,301

税金等調整前四半期純損失(△) △ 46,300

法人税、住民税 
及び事業税

30,540

法人税等調整額
1,048

 

四半期純損失(△) △ 77,889
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（要約）前第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  税金等調整前四半期純損失(△) △ 46,300

  減価償却費 37,790

  のれん償却額 4,326

  退職給付引当金の増減額(減少：△) 10,737

    役員退職慰労金引当金の増加額 121,394

  賞与引当金の増加額 △ 47,151

  貸倒引当金の減少額 △ 476

  受取利息及び受取配当金 △ 10,063

  支払利息 14,401

  有価証券売却損 80

  有価証券売却益 △ 3,085

    有価証券評価損 9,166

  投資有価証券売却損 1,132

    会員権等売却益 △ 350

  有形固定資産除却損 566

  売上債権の増加額 △ 14,873

  たな卸資産の増減額(増加：△) 389

  仕入債務の増減額(減少：△) △ 8,287

  未払消費税等の増減額(減少：△) 12,933

  その他 22,784

    小計 105,116

  利息及び配当金の受取額 9,663

  利息の支払額 △ 13,720

  法人税等の還付額または支払額(△) △ 100,408

  営業活動によるキャッシュ・フロー 651
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(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

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 387,664

  定期預金の預入による支出 △ 403,395

  有形固定資産の取得による支出 △ 7,665

  有価証券の売却による収入 9,919

  投資有価証券の売却による収入 28,164

  投資有価証券の取得による支出 △ 139,996

  会員権等の売却による収入 700

  貸付金の回収による収入 11,267

  貸付による支出 △ 10,958

  差入保証金敷金の差入による支出 △ 212

  その他 22,096

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 102,413

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(減少：△) 219,040

  長期借入による収入 72,000

  長期借入金の返済による支出 △ 155,113

  社債の償還による支出 △ 33,400

  ファイナンス・リース債務の 
  返済に伴う支出

△ 52,777

  配当金の支払額 △ 14,608

  財務活動によるキャッシュ・フロー 35,141

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 
  (減少：△）

△ 66,620

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 806,299
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（要約）事業の種類別セグメント 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

3,722,798 1,278,400 106,050 5,107,250 ― 5,107,250

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ―

計 3,722,798 1,278,400 106,050 5,107,250 ─ 5,107,250

営業費用 3,369,208 1,195,784 104,519 4,669,512 296,123 4,965,635

営業利益 353,590 82,615 1,531 437,738 (296,123) 141,615
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