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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 3,389 △6.7 11 △80.0 15 △69.9 △26 ―

21年3月期第2四半期 3,632 ― 57 ― 50 ― △38 ―

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

22年3月期第2四半期 △8.73 ―

21年3月期第2四半期 △13.04 ―

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

22年3月期第2四半期 3,699 1,224 33.1 417.11
21年3月期 3,870 1,258 32.5 428.77

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,224百万円 21年3月期  1,258百万円

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

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

21年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 5.00 5.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 6,710 △7.8 62 △53.7 54 △50.1 5 △33.0 1.70
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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）  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、4ページ【定性的情報・財務諸表】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） 

(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可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、3ページ【定性的情報・
財務諸表】3.連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 2,940,000株 21年3月期  2,940,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  4,863株 21年3月期  4,863株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 2,935,137株 21年3月期第2四半期 2,937,541株
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当第２四半期におけるわが国の経済は、政府による経済対策実施の効果が部分的に現れ、一部の指標に

は持ち直しの兆しも見られるものの、世界的な金融不安による弱含みの景気動向、国内企業の収益減少に
伴う雇用情勢や所得環境の悪化への懸念、また、政権交代が実体経済に与える影響が未知数なことなどか
ら、先行きについては不透明な状況で推移いたしました。 
 このような中、当社グループの関連する業界におきましても、同業他社との激しい企業間競争が更に加
速したことに加え、景気悪化に起因するお客さまからのコスト削減や契約終了の要請が複数あり、厳しい
環境となりました。 
 こうした状況において、当社グループは引き続き「お客さま第一主義」に徹した経営姿勢を貫き、業務
品質の向上に取り組むとともに、提案型営業を推進し、また、収益力向上に資するため外注費等の原価管
理の徹底に加え販売管理費の削減も徹底してまいりました。 
 しかしながら、営業面におきましては景気動向による影響が大きく、また、平成21年6月に子会社の主要
取引先である不動産関連企業が民事再生手続きの開始決定を受けたことにより、当該事象に起因する営業
体制再構築に係る費用増等もあり厳しい状況で推移いたしました。 
 この結果、当第２四半期累計期間の売上高は33億8,853万円（前年同期比6.7％減）となりました。ま
た、利益面におきましては、経常利益が1,506万円（前年同期比は69.9％減）となり、また、 終損益は
2,561万円の純損失（前年同期は四半期純損失3,829万円）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２四半期連結会計期間末における総資産は、36億9,866万円となり、前連結会計年度末に比べ1億
7,135万円減少しました。主な要因は長期借入金の返済や法人税他の諸税金及び配当金の支払いにより現
金及び預金が減少したこと等によるものです。 
（負債の部） 
 当第２四半期連結会計期間末における負債は、24億7,438万円となり、前連結会計年度末に比べ1億
3,713万円減少しました。主な要因は仕入債務が減少したこと等によるものです。 
（純資産の部） 
 当第２四半期連結会計期間末における純資産は、12億2,428万円となり、前連結会計年度末に比べ3,421
万円減少しました。主な要因は四半期純損失により利益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２四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2億1,218万円減少し、7億3,111万円となりました。 
（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5,194万円（前年同四半期は8,853万円の使用）となりました。これは主
に仕入債務が減少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7,393万円（前年同四半期は7,937万円の使用）となりました。これは主
に定期預金の預け入れを行なったこと等によるものです。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動の結果使用した資金は8,608万円（前年同四半期は1億4,222万円の使用）となりました。これ
は主に長期借入金の返済等によるものです。 
  
  

平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年８月10日付「特別損失の計上及び業績予想の修正
に関するお知らせ」から変更はございません。 

  

・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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 該当事項はありません。 
  

固定資産の減価償却費の算定方法 
  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。 

  

 該当事項はありません。 
  

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,313,951 1,449,916

受取手形及び売掛金 780,548 800,666

有価証券 15,193 25,271

原材料及び貯蔵品 4,169 5,178

繰延税金資産 44,066 39,064

その他 39,748 46,592

貸倒引当金 △1,894 △2,431

流動資産合計 2,195,783 2,364,259

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 360,355 360,355

減価償却累計額 △222,397 △217,183

建物及び構築物（純額） 137,957 143,171

土地 364,693 364,693

その他 84,785 83,701

減価償却累計額 △62,333 △59,997

その他（純額） 22,451 23,704

有形固定資産合計 525,102 531,569

無形固定資産   

借地権 47,121 47,121

ソフトウエア 169,651 160,122

ソフトウエア仮勘定 － 10,400

電話加入権 7,123 7,123

のれん 2,023 2,441

無形固定資産合計 225,920 227,209

投資その他の資産   

投資有価証券 345,179 345,371

差入保証金 62,343 62,977

保険積立金 156,022 149,620

繰延税金資産 181,381 181,527

長期貸付金 2,068 2,177

その他 27,664 7,926

貸倒引当金 △22,805 △2,625

投資その他の資産合計 751,854 746,975

固定資産合計 1,502,877 1,505,754

資産合計 3,698,661 3,870,013

－5－
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 70,315 123,576

短期借入金 301,350 307,786

1年内返済予定の長期借入金 290,892 283,828

1年内償還予定の社債 49,900 133,200

未払費用 307,322 341,067

未払法人税等 32,524 23,758

未払消費税等 41,386 62,135

賞与引当金 87,077 69,020

その他 86,349 86,345

流動負債合計 1,267,116 1,430,718

固定負債   

社債 166,600 100,000

長期借入金 455,925 507,038

退職給付引当金 445,020 424,039

役員退職慰労引当金 134,439 142,700

長期未払金 5,278 7,022

固定負債合計 1,207,263 1,180,800

負債合計 2,474,380 2,611,518

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 698,423 738,716

自己株式 △1,729 △1,729

株主資本合計 1,248,931 1,289,225

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △24,650 △30,730

評価・換算差額等合計 △24,650 △30,730

純資産合計 1,224,281 1,258,494

負債純資産合計 3,698,661 3,870,013

－6－
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(2)【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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,631,608 3,388,532

売上原価 3,088,279 2,876,055

売上総利益 543,329 512,476

販売費及び一般管理費 486,253 501,008

営業利益 57,076 11,467

営業外収益   

受取利息 5,825 3,013

受取配当金 2,340 2,129

不動産賃貸料 1,622 1,639

有価証券評価益 － 7,262

雑収入 6,661 4,323

営業外収益合計 16,451 18,368

営業外費用   

支払利息 10,872 11,459

社債発行費 － 2,529

有価証券評価損 11,624 －

雑損失 981 784

営業外費用合計 23,478 14,773

経常利益 50,049 15,062

特別利益   

固定資産売却益 284 －

投資有価証券償還益 1,032 －

貸倒引当金戻入額 － 333

特別利益合計 1,316 333

特別損失   

固定資産除却損 108 24

貸倒引当金繰入額 － 20,182

投資有価証券償還損 － 3,648

投資有価証券評価損 53,876 3,000

特別損失合計 53,985 26,855

税金等調整前四半期純損失（△） △2,619 △11,459

法人税、住民税及び事業税 51,147 22,189

法人税等調整額 △15,473 △8,030

法人税等合計 35,674 14,158

四半期純損失（△） △38,293 △25,617

－7－
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,807,985 1,703,926

売上原価 1,557,134 1,441,845

売上総利益 250,851 262,081

販売費及び一般管理費 251,011 250,087

営業利益又は営業損失（△） △160 11,994

営業外収益   

受取利息 1,983 1,405

受取配当金 959 710

有価証券評価益 － 0

不動産賃貸料 779 798

雑収入 4,717 1,972

営業外収益合計 8,440 4,887

営業外費用   

支払利息 5,411 5,847

社債発行費 － 2,529

有価証券評価損 11,823 －

雑損失 315 887

営業外費用合計 17,551 9,265

経常利益又は経常損失（△） △9,271 7,616

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 54

固定資産除却損 57 －

投資有価証券評価損 6,991 －

特別損失合計 7,049 54

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△16,320 7,562

法人税、住民税及び事業税 44,625 21,631

法人税等調整額 △39,023 △13,132

法人税等合計 5,602 8,499

四半期純損失（△） △21,923 △937

－8－
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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損失（△） △2,619 △11,459

減価償却費 12,281 28,449

のれん償却額 417 417

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,017 20,981

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,943 △8,261

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,581 18,056

貸倒引当金の増減額（△は減少） △678 19,642

受取利息及び受取配当金 △8,166 △5,142

支払利息 10,872 11,459

社債発行費 － 2,529

有価証券評価損益（△は益） 11,624 △7,262

有価証券償還損益（△は益） － 3,648

投資有価証券評価損益（△は益） 53,876 3,000

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 24

売上債権の増減額（△は増加） △72,954 20,118

たな卸資産の増減額（△は増加） 544 1,009

仕入債務の増減額（△は減少） △16,232 △53,260

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,660 △20,748

その他 △55,125 △61,306

小計 △36,486 △38,102

利息及び配当金の受取額 7,315 5,892

利息の支払額 △11,011 △11,226

法人税等の支払額 △48,348 △13,494

法人税等の還付額 － 4,987

営業活動によるキャッシュ・フロー △88,531 △51,944

－9－
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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 △418,037 △516,431

定期預金の払戻による収入 406,395 453,537

有価証券の償還による収入 20,000 6,890

有形固定資産の取得による支出 △4,766 △1,832

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 △19,294

投資有価証券の取得による支出 △20,272 －

貸付けによる支出 △8,739 △3,643

貸付金の回収による収入 8,920 4,319

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 △11,894 △25

その他 93 2,548

投資活動によるキャッシュ・フロー △79,372 △73,932

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） △42,858 △6,436

長期借入れによる収入 45,000 109,000

長期借入金の返済による支出 △110,056 △153,049

社債の発行による収入 － 97,470

社債の償還による支出 △16,700 △116,700

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,744 △1,744

自己株式の取得による支出 △1,121 －

配当金の支払額 △14,747 △14,629

財務活動によるキャッシュ・フロー △142,227 △86,088

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △310,131 △212,184

現金及び現金同等物の期首残高 882,449 943,295

現金及び現金同等物の四半期末残高 572,318 731,110

－10－
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当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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
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(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 

  

  

 
(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 

  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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)

売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

2,555,637 1,006,169 69,800 3,631,608 ― 3,631,608

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ―

計 2,555,637 1,006,169 69,800 3,631,608 ─ 3,631,608

営業利益 186,209 70,929 4,642 261,782 (204,705) 57,076

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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)

売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

2,492,943 825,453 70,135 3,388,532 ― 3,388,532

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ―

計 2,492,943 825,453 70,135 3,388,532 ─ 3,388,532

営業利益 152,040 54,512 6,144 212,697 (201,299) 11,467
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 前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結

累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 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。 

  

  

  

 前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結

累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

   該当事項はありません。 

  

  

  
  

  

  
  

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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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