
平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年11月12日

（百万円未満四捨五入）

上場会社名 株式会社 アール・エス・シー 上場取引所 大 

コード番号 4664 URL http://www.trsc.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 重安 宏

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 金井 宏夫 TEL 03-5952-7211
四半期報告書提出予定日 平成24年11月12日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 2,570 △0.4 23 △37.9 15 △62.0 16 △69.5

24年3月期第2四半期 2,580 △2.5 37 ― 40 ― 53 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 13百万円 （△74.1％） 24年3月期第2四半期 49百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 5.46 ―

24年3月期第2四半期 17.91 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 3,269 1,069 32.7
24年3月期 3,441 1,056 30.7

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  1,069百万円 24年3月期  1,056百万円

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、日本経済も先行き不透明な状況にあり、復配を目指し努力を重ねて参ります
が、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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00

25年3月期（予想） ― ― ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 5,300 0.9 77 △32.7 65 △47.1 55 △27.6 18.74



(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 

（注）第１四半期連結会計期間より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合」に該当して
おります。詳細は、４ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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
半期連結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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 2,940,000 株 24年3月期 2,940,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 4,942 株 24年3月期 4,942 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 2,935,058 株 24年3月期2Q 2,935,132 株
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当第２四半期連結累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から

の復興需要等を背景として設備投資に緩やかな回復基調がみられたものの、中国をはじめとする新興国

の成長鈍化や欧州諸国の財政不安の再燃等により長期化する円高の影響や電力問題の懸念から、依然と

して先行き不透明な状況にあります。 

こうした状況におきましても、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、お客さまのニーズに合った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。 

 しかしながら、企業間競争の加速や経済不況に起因するお客さまからのコスト削減要請等が続きまし

た。 

この結果、当第２四半期連結累計期間におきましては、売上高は25億6,956万円（前年同四半期比

0.4％減）となり、利益面につきましては、有価証券評価損の計上等もあり、経常利益は1,534万円（前

年同四半期比62.0％減）、四半期純利益は1,603万円（前年同四半期比69.5%減）となりました。 
  

  

①資産、負債および純資産の状況 

  

（総資産） 

当第２四半期連結累計期間末における総資産は、32億6,918万円となり、前連結会計年度末に比べ1億

7,217万円減少しました。主な要因は、売上高の減少により売掛金が減少したことや、現預金が減少し

たこと等によるものです。 

  

（負債） 

当第２四半期連結累計期間末における負債は、22億27万円となり、前連結会計年度末に比べ1億8,474

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２四半期連結累計期間末における純資産は、10億6,891万円となり、前連結会計年度末に比べ

1,257万円増加しました。主な要因は、四半期純利益により利益剰余金が増加したことによるもので

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
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②キャッシュ・フローの状況 

  

当第２四半期連結累計期間における現金および現金同等物等（以下「資金」という）は、前連結会計

年度末に比べて１億1,787万円減少し、当第２四半期連結累計期間末には7億2,800万円となりました。 

 当第２四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。 

  

営業活動の結果得た資金は5,024万円（前年同四半期連結累計期間は、1億7,471万円の獲得）となり

ました。 

これは主に、税金等調整前四半期純利益を計上したこと等によるものです。 

  

投資活動の結果使用した資金は2,978万円（前年同四半期連結累計期間は、1,665万円の使用）となり

ました。 

これは主に、定期預金の預入れ等による支出によるものです。 

財務活動の結果使用した資金は1億3,833万円（前年同四半期連結累計期間は、1億7,040万円の使用）

となりました。これは主に、借入金の返済等によるものです。 

  

  

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年11月９日付「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。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。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

（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(注記事項)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

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

 当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以

後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これによる各利益に与える影響は軽微であります。

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要

－4－

㈱アール・エス・シー（4664）平成25年3月期　第2四半期決算短信



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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,372,390 1,289,192

受取手形及び売掛金 613,562 561,551

有価証券 1,045 108,729

原材料及び貯蔵品 4,090 3,279

繰延税金資産 33,719 44,957

その他 21,646 14,996

貸倒引当金 △4,065 △3,591

流動資産合計 2,042,388 2,019,114

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 369,950 370,313

減価償却累計額 △244,483 △249,145

建物及び構築物（純額） 125,467 121,168

土地 364,693 364,693

その他 73,593 73,593

減価償却累計額 △59,054 △60,331

その他（純額） 14,539 13,262

有形固定資産合計 504,699 499,123

無形固定資産   

借地権 47,121 47,121

ソフトウエア 64,449 43,830

電話加入権 7,123 7,123

無形固定資産合計 118,694 98,075

投資その他の資産   

投資有価証券 322,738 202,798

長期預金 52,406 50,000

差入保証金 62,798 62,575

保険積立金 103,258 109,400

繰延税金資産 230,393 224,629

破産更生債権等 － 52

その他 6,477 5,963

貸倒引当金 △2,500 △2,552

投資その他の資産合計 775,573 652,868

固定資産合計 1,398,967 1,250,067

資産合計 3,441,355 3,269,181
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 85,407 68,737

短期借入金 249,260 143,780

1年内返済予定の長期借入金 473,724 563,051

1年内償還予定の社債 50,500 34,000

未払費用 246,293 233,570

未払法人税等 8,783 7,144

未払消費税等 39,436 32,833

賞与引当金 45,803 61,234

その他 96,874 68,441

流動負債合計 1,296,083 1,212,793

固定負債   

社債 32,000 15,000

長期借入金 519,639 431,230

退職給付引当金 403,129 406,309

役員退職慰労引当金 134,167 134,937

固定負債合計 1,088,935 987,477

負債合計 2,385,019 2,200,270

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 503,066 519,105

自己株式 △1,742 △1,742

株主資本合計 1,053,561 1,069,599

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,774 △688

その他の包括利益累計額合計 2,774 △688

純資産合計 1,056,336 1,068,911

負債純資産合計 3,441,355 3,269,181
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 2,579,953 2,569,565

売上原価 2,155,175 2,163,965

売上総利益 424,778 405,599

販売費及び一般管理費 387,520 382,478

営業利益 37,257 23,121

営業外収益   

受取利息 1,094 945

受取配当金 2,186 2,024

不動産賃貸料 2,755 2,020

助成金収入 － 3,150

保険返戻金 11,007 1,096

雑収入 5,606 1,087

営業外収益合計 22,650 10,324

営業外費用   

支払利息 10,338 10,876

有価証券評価損 6,207 7,010

雑損失 3,017 218

営業外費用合計 19,562 18,105

経常利益 40,345 15,340

特別利益   

投資有価証券売却益 1,514 －

特別利益合計 1,514 －

特別損失   

固定資産除却損 3 －

固定資産売却損 67 －

投資有価証券評価損 3,544 －

保険解約損 9,854 －

特別損失合計 13,468 －

税金等調整前四半期純利益 28,390 15,340

法人税、住民税及び事業税 1,972 2,905

法人税等調整額 △26,158 △3,603

法人税等合計 △24,186 △697

少数株主損益調整前四半期純利益 52,576 16,038

四半期純利益 52,576 16,038
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 四半期連結包括利益計算書 
 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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 52,576 16,038

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,034 △3,463

その他の包括利益合計 △4,034 △3,463

四半期包括利益 48,542 12,574

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 48,542 12,574

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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利益 28,390 15,340

減価償却費 29,212 26,557

のれん償却額 417 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,291 3,179

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10,168 770

賞与引当金の増減額（△は減少） 14,122 15,431

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,160 △421

受取利息及び受取配当金 △3,280 △2,970

支払利息 10,338 10,876

為替差損益（△は益） 685 －

有価証券評価損益（△は益） 6,207 7,010

投資有価証券売却損益（△は益） △1,514 －

投資有価証券評価損益（△は益） 3,544 －

有形固定資産売却損益（△は益） 67 －

有形固定資産除却損 3 －

売上債権の増減額（△は増加） 28,908 52,010

たな卸資産の増減額（△は増加） △26 810

仕入債務の増減額（△は減少） △24,599 △16,670

未払消費税等の増減額（△は減少） 32,279 △6,603

その他 41,775 △43,438

小計 166,493 61,884

利息及び配当金の受取額 3,688 2,911

利息の支払額 △10,465 △10,699

法人税等の支払額 △1,613 △4,737

法人税等の還付額 16,616 888

営業活動によるキャッシュ・フロー 174,719 50,248

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 △427,962 △477,949

定期預金の払戻による収入 395,624 445,662

有価証券の償還による収入 8,000 －

有形固定資産の取得による支出 △937 △362

有形固定資産の売却による収入 30 －

投資有価証券の売却による収入 5,672 －

貸付けによる支出 △1,826 △6,278

貸付金の回収による収入 1,526 6,378

差入保証金の回収による収入 465 223

その他 2,751 2,537

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,654 △29,789
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９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） △114,650 △105,480

長期借入れによる収入 200,000 250,000

長期借入金の返済による支出 △220,299 △249,082

社債の償還による支出 △33,700 △33,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,744 △229

自己株式の取得による支出 △13 －

配当金の支払額 － △40

財務活動によるキャッシュ・フロー △170,406 △138,332

現金及び現金同等物に係る換算差額 △685 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △13,026 △117,873

現金及び現金同等物の期首残高 638,633 845,873

現金及び現金同等物の四半期末残高 625,607 728,000
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当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24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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Ⅰ.前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)  

  

  １.報告セグメント売上高および利益又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△159,074千円は、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。 

  

  

  

（５）セグメント情報等

(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 1,989,924 530,556 59,472 2,579,953 ─ 2,579,953

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 1,989,924 530,556 59,472 2,579,953 ─ 2,579,953

セグメント利益又は損失(△) 196,153 △4,310 4,489 196,332 △159,074 37,257
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Ⅱ.当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

  

 １.報告セグメントごとの売上高およ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△160,556千円は、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.報告セグメントの変更等に関する事項 

  

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に

伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改

正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後

の法人税法に基づく方法に変更しております。 

 当該変更による、各セグメント利益に与える影響は軽微であります。 

   

  

  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

  

  該当事項はありません。 

  

  

  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 1,966,129 547,225 56,209 2,569,565 ─ 2,569,565

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 1,966,129 547,225 56,209 2,569,565 ─ 2,569,565

セグメント利益又は損失(△) 183,738 △3,564 3,503 183,678 △160,556 23,121

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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