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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 1,279 0.5 11 △25.0 11 66.0 △6 ―

25年3月期第1四半期 1,272 1.8 14 23.4 7 △37.2 △8 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △6百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △10百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 △2.13 ―

25年3月期第1四半期 △2.63 ―

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

26年3月期第1四半期 3,362 1,149 34.2 391.35
25年3月期 3,515 1,163 33.1 396.37

（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  1,149百万円 25年3月期  1,163百万円

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  
 

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

25年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
26年3月期 ―

26年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期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) 2,650 3.1 22 △4.9 22 43.4 15 △6.5 5.11
通期 5,375 3.6 75 △11.3 72 △22.9 61 △26.8 20.78



(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きの対象外であり、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き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2ページ「（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※  注記事項

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） 26年3月期1Q 2,940,000 株 25年3月期 2,940,000 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q 5,014 株 25年3月期 4,942 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 2,935,042 株 25年3月期1Q 2,935,058 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府及び日銀による積極的な財政・金融政策に

より、株式市場が回復に転じるなど景気好転の兆しが見え、企業収益も好調な推移を見せる一方で、中

国をはじめとする新興国や海外景気の下振れなどの外部要因もあり、依然として先行きの不透明感は払

拭できていない状況にあります。 

こうした状況のもと、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。 

 加えて、企業間競争の加速や長引いた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いて

いる状況にあることから、更なる原価管理の徹底、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、売上高は12億7,912万円（前年同四半期比

0.5％増）となり、利益面につきましては、経常利益は1,088万円（前年同四半期比66.0％増）となりま

したが、賞与引当金等に係る一時差異の解消に伴う法人税等調整額(借方)が影響し、四半期純損失は

624万円（前年同四半期は771万円の四半期純損失）となりました。 

  

  

  
（総資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、33億6,174万円となり、前連結会計年度末に比べ1億

5,321万円減少しました。主な要因は、借入金の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、22億1,312万円となり、前連結会計年度末に比べ1億

3,846万円減少しました。主な要因は、借入金の返済による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、11億4,862万円となり、前連結会計年度末に比べ

1,475万円減少しました。主な要因は、当四半期純損失となったこと、および配当金の支払により利益

剰余金が減少したことによるものです。 

  

  

  

  
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25年５月14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）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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
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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
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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25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,516,243 1,487,775

受取手形及び売掛金 583,181 582,147

有価証券 101,192 1,071

原材料及び貯蔵品 3,492 3,247

繰延税金資産 32,574 7,633

その他 15,373 17,534

貸倒引当金 △4,098 △4,136

流動資産合計 2,247,959 2,095,273

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 370,313 370,313

減価償却累計額 △253,786 △255,905

建物及び構築物（純額） 116,526 114,407

土地 364,693 364,693

その他 73,232 73,659

減価償却累計額 △60,651 △61,180

その他（純額） 12,581 12,479

有形固定資産合計 493,801 491,579

無形固定資産

借地権 47,121 47,121

ソフトウエア 23,452 13,264

電話加入権 7,123 7,123

無形固定資産合計 77,698 67,509

投資その他の資産

投資有価証券 242,640 243,004

長期預金 50,000 50,000

差入保証金 62,611 62,585

保険積立金 116,867 119,941

繰延税金資産 219,609 228,148

破産更生債権等 52 52

その他 6,277 6,205

貸倒引当金 △2,552 △2,552

投資その他の資産合計 695,506 707,385

固定資産合計 1,267,006 1,266,475

資産合計 3,514,965 3,361,748
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 90,344 74,295

短期借入金 240,200 283,300

1年内返済予定の長期借入金 567,037 505,961

1年内償還予定の社債 32,000 15,000

未払費用 274,160 295,901

未払法人税等 11,191 2,888

未払消費税等 29,899 47,931

賞与引当金 45,834 14,914

その他 59,012 101,507

流動負債合計 1,349,680 1,341,699

固定負債

長期借入金 456,567 355,644

退職給付引当金 409,491 417,105

役員退職慰労引当金 135,850 98,679

固定負債合計 1,001,908 871,429

負債合計 2,351,589 2,213,128

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 586,407 571,357

自己株式 △1,742 △1,760

株主資本合計 1,136,902 1,121,833

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 26,474 26,786

その他の包括利益累計額合計 26,474 26,786

純資産合計 1,163,376 1,148,620

負債純資産合計 3,514,965 3,361,748
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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24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

売上高 1,272,406 1,279,127

売上原価 1,064,112 1,083,023

売上総利益 208,293 196,103

販売費及び一般管理費 194,236 185,557

営業利益 14,057 10,545

営業外収益

受取利息 727 661

受取配当金 1,486 2,566

不動産賃貸料 1,088 673

助成金収入 1,350 900

保険返戻金 15 －

雑収入 719 489

営業外収益合計 5,386 5,291

営業外費用

支払利息 6,321 4,898

有価証券評価損 6,265 －

雑損失 302 56

営業外費用合計 12,889 4,954

経常利益 6,555 10,882

税金等調整前四半期純利益 6,555 10,882

法人税、住民税及び事業税 683 631

法人税等調整額 13,590 16,495

法人税等合計 14,273 17,127

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △7,718 △6,245

四半期純損失（△） △7,718 △6,245
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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24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △7,718 △6,245

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,557 312

その他の包括利益合計 △2,557 312

四半期包括利益 △10,276 △5,932

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △10,276 △5,932

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25年４月１日 至 平成25年６月30日) 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

 当第1四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

  

該当事項はありません。 

  

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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 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△82,265千円は、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、当第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。 

（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24年４月１日 至 平成24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 964,615 279,479 28,311 1,272,406 ─ 1,272,406

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 964,615 279,479 28,311 1,272,406 ─ 1,272,406

セグメント利益 93,712 256 2,354 96,323 △82,265 14,057
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Ⅱ.当第1四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25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△84,420千円は、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。 

  

  

  

(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 996,072 259,012 24,042 1,279,127 ─ 1,279,127

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 996,072 259,012 24,042 1,279,127 ─ 1,279,127

セグメント利益又は損失(△) 98,835 △3,286 △582 94,966 △84,420 10,545
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