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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 1,250 △3.2 11 ― 10 ― 0 ―

23年3月期第1四半期 1,291 △23.3 △134 ― △139 ― △90 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △5百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △94百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 0.08 ―

23年3月期第1四半期 △30.54 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 3,175 957 30.1
23年3月期 3,397 962 28.3

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  957百万円 23年3月期  962百万円

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  

期末の配当につきましては、当社グループを取り巻く経営環境は依然として厳しく、加えて東日本大震災の影響により先行き不透明な状況にあるため現時点で
は未定とさせていただきます。 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 2,600 △1.8 5 ― 3 ― 0 ― ―

通期 5,400 2.4 53 ― 48 ― 53 ― 18.06



(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P2「1.（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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） 24年3月期1Q 2,940,000 株 23年3月期 2,940,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 4,863 株 23年3月期 4,863 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 2,935,137 株 23年3月期1Q 2,935,137 株
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当第1四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災や原子

力発電所の事故による電力不足の影響により、経済環境全体が大きな影響を受け一部に景気回復の兆し

がみられたものの、資源価格の高騰、円高の進行等依然として先行き不透明な状況にあります。 

 このような状況のもと、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、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てまいりました。また、収益力向上に資するため原価管理

の徹底、販売管理費の削減に努めてまいりました。 

 この結果、当第1四半期連結累計期間におきましては、企業間競争の加速や経済不況に起因するお客

様からのコスト削減要請等により、売上高は12億5,027万円（前年同四半期比3.2％減）となりました

が、利益面につきましては期初からの原価及び販売管理費の改善効果により、経常利益が1,044万円

（前年同四半期は1億3,887万円の経常損失）、四半期純利益は23万円（前年同四半期は8,964万円の純

損失）と改善いたしました。 

  

  

①資産、負債及び純資産の状況 

  

（総資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、31億7,501万円となり、前連結会計年度末に比べ2億

2,242万円減少しました。主な要因は、売上高の減少に伴う売掛金の減少及び借入金返済により現金及

び預金が減少したこと等によるものです。 
  
（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は、22億1,828万円となり、前連結会計年度末に比べ2億

1,714万円減少しました。主な要因は、借入金の返済により借入残高が減少したこと等によるもので

す。 
  
（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は、9億5,672万円となり、前連結会計年度末に比べ528

万円減少しました。主な要因は、保有投資有価証券の時価下落による有価証券評価差額金の減少による

ものです。 

  

  

業績予想につきましては、現時点では不確実要素が多いため、平成23年５月13日に公表いたしました決

算発表時の業績予想を変更しておりません。今後、業績予想数値に修正が生じる場合は速やかに公表いた

します。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（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。 

  

  

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(その他)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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 該当事項はありません。 

  

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要

株式会社アール・エス・シー（4664）平成24年３月期　第1四半期決算短信

－4－



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,122,237 1,061,439

受取手形及び売掛金 614,835 561,484

有価証券 17,568 8,976

原材料及び貯蔵品 4,242 4,288

繰延税金資産 28,533 9,914

その他 67,624 52,157

貸倒引当金 △5,455 △4,940

流動資産合計 1,849,586 1,693,321

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 369,950 369,950

減価償却累計額 △233,957 △236,692

建物及び構築物（純額） 135,992 133,258

土地 364,693 364,693

その他 74,212 75,051

減価償却累計額 △58,124 △59,041

その他（純額） 16,088 16,010

有形固定資産合計 516,774 513,961

無形固定資産   

借地権 47,121 47,121

ソフトウエア 108,531 97,465

電話加入権 7,123 7,123

のれん 770 561

無形固定資産合計 163,547 152,271

投資その他の資産   

投資有価証券 318,218 320,557

長期預金 52,400 52,402

差入保証金 63,251 63,133

保険積立金 168,788 96,070

繰延税金資産 258,821 277,379

長期貸付金 1,733 1,675

破産更生債権等 346 346

その他 6,817 6,740

貸倒引当金 △2,849 △2,847

投資その他の資産合計 867,526 815,458

固定資産合計 1,547,848 1,481,692

資産合計 3,397,435 3,175,013
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 104,112 65,862

短期借入金 331,650 302,510

1年内返済予定の長期借入金 416,323 390,998

1年内償還予定の社債 67,400 67,400

未払費用 264,199 248,580

未払法人税等 293 2,955

未払消費税等 3,090 47,259

賞与引当金 47,009 15,283

その他 108,189 90,249

流動負債合計 1,342,268 1,231,099

固定負債   

社債 82,500 65,500

長期借入金 468,353 387,141

退職給付引当金 398,718 401,843

長期未払金 229 －

役員退職慰労引当金 143,360 132,704

固定負債合計 1,093,161 987,189

負債合計 2,435,429 2,218,288

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 427,082 427,316

自己株式 △1,729 △1,729

株主資本合計 977,590 977,824

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △15,584 △21,099

その他の包括利益累計額合計 △15,584 △21,099

純資産合計 962,005 956,724

負債純資産合計 3,397,435 3,175,013
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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１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,291,302 1,250,279

売上原価 1,193,137 1,041,348

売上総利益 98,165 208,931

販売費及び一般管理費 231,983 197,542

営業利益又は営業損失（△） △133,818 11,388

営業外収益   

受取利息 1,060 740

受取配当金 1,186 1,585

不動産賃貸料 1,153 1,449

助成金収入 2,176 －

保険返戻金 － 3,036

雑収入 4,595 1,104

営業外収益合計 10,173 7,917

営業外費用   

支払利息 4,250 5,916

有価証券評価損 10,515 1,047

雑損失 463 1,898

営業外費用合計 15,229 8,862

経常利益又は経常損失（△） △138,874 10,442

特別利益   

貸倒引当金戻入額 725 －

固定資産売却益 114 －

特別利益合計 839 －

特別損失   

保険解約損 － 9,854

固定資産除売却損 9 67

特別損失合計 9 9,921

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（△）

△138,043 521

法人税、住民税及び事業税 686 631

法人税等調整額 △49,088 △345

法人税等合計 △48,402 286

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△89,641 234

四半期純利益又は四半期純損失（△） △89,641 234
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△89,641 234

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,660 △5,515

その他の包括利益合計 △4,660 △5,515

四半期包括利益 △94,301 △5,280

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △94,301 △5,280

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記
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 １.報告セグメントごとの売上高及び利益または損失の金額に関する情報 

 
（注）1.セグメント利益の調整額△100,575千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用 

     であり、その主な内容は、報告セグメントに帰属しない提出会社の総務部門等の管理部門に 
     かかる費用であります。 

   2.セグメント利益または損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報 

  

  該当事項はありません。 

  

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

Ⅰ.前第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日)

(単位：千円)

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

建物総合管理
サービス事業

人材サービス
事業

介護サービス
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 970,821 288,490 31,990 1,291,302 ─ 1,291,302

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 970,821 288,490 31,990 1,291,302 ─ 1,291,302

セグメント利益又は損失(△) △31,918 △2,301 977 △33,242 △100,575 △133,818
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Ⅱ.当第1四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

  

 １.報告セグメントごとの売上高及び利益または損失の金額に関する情報 

 
（注）1.セグメント利益の調整額△81,571千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用 

     であり、その主な内容は、報告セグメントに帰属しない提出会社の総務部門等の管理部門に 
     かかる費用であります。 

   2.セグメント利益または損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 ２.報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報 

  

  該当事項はありません。 

  

(単位：千円)

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

建物総合管理
サービス事業

人材サービス
事業

介護サービス
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 962,469 258,693 29,116 1,250,279 ─ 1,250,279

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 962,469 258,693 29,116 1,250,279 ─ 1,250,279

セグメント利益又は損失(△) 94,791 △3,894 2,062 92,959 △81,571 11,388
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 当第1四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

  

  該当事項はありません。 

  

  

  

  該当事項はありません。 

  

  

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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