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

22年3月期第3四半期 10,079 △16.2 116 △70.6 364 △17.2 109 △35.1

21年3月期第3四半期 12,025 ― 394 ― 440 ― 168 ―

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3四半期 11.98 ―

21年3月期第3四半期 18.46 ―

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3四半期 8,616 6,476 74.4 702.76
21年3月期 8,844 6,455 72.1 699.29

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  6,408百万円 21年3月期  6,376百万円

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 ― 5.00 ― 10.00 15.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 10.00

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 14,500 △8.3 85 △83.0 350 △37.4 155 △10.7 17.00
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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） 

(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 

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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
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覧ください。 
 

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3四半期 9,125,000株 21年3月期  9,125,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  6,199株 21年3月期  6,199株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 9,118,801株 21年3月期第3四半期 9,118,801株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界同時不況による急激な景気悪化に底打ちの兆しが見える

ものの、企業収益や雇用情勢の低迷による個人消費や設備投資の不振により、依然として厳しい状況が続いており

ます。  

  こうした中、メカトロ関連事業においては、主要顧客である半導体・液晶・自動車関連業界の低迷により、顧客

の生産調整・労働時間短縮の影響を継続して受けており、売上高は3,079百万円（前年同期比35.0％減）となりま 

した。ファシリティ関連事業においては、施設管理及び関連工事の案件確保とプロパティマネージメント業務など

新規分野の案件獲得に注力しましたが、不動産業界の低迷さらには受注競争の激化の影響を受け、売上高は5,341 

百万円（前年同期比3.4％減）となりました。また、コンテンツサービス事業においては、ホール・スタジオの運 

営管理業務は好調に推移したものの、イベントの企画運営業務が大型イベントの減少等の影響を受け、売上高は 

1,657百万円（前年同期比5.6％減）となりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は10,079百万円（前年同期比16.2％減）、営業利益は116百万 

円（前年同期比70.6％減）、経常利益は364百万円（前年同期比17.2％減）、四半期純利益は109百万円（前年同期

比35.1％減）となりました。  

  

（１） 財政状態  

   当第３四半期連結会計期間末の総資産合計は8,616百万円となり、前連結会計年度末に比べ227百万円減少いたし

 ました。流動資産は5,059百万円となり、前連結会計年度末に比べ51百万円増加いたしました。主な要因は、現金 

 及び預金の350百万円の増加及び受取手形及び売掛金の289百万円の減少等であります。固定資産は3,556百万円と 

 なり、前連結会計年度末に比べ279百万円減少いたしました。主な要因は、貸倒引当金の129百万円の増加及び差入

 保証金の91百万円の減少等であります。  

  当第３四半期連結会計期間末の負債合計は2,139百万円となり、前連結会計年度末に比べ249百万円減少いたしま

 した。主な要因は、買掛金の84百万円の減少、未払法人税等の92百万円の減少及び賞与引当金の175百万円の減少 

 等であります。 

  当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は6,476百万円となり、前連結会計年度末に比べ21百万円増加いたし 

 ました。主な要因は、配当金の支払い91百万円及び四半期純利益109百万円の計上等であります。 

  

（２） キャッシュ・フロー 

  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」という）の残高は、前連結会計年度末

 に比べ390百万円増加し、2,946百万円となりました。 

  営業活動の結果得られた資金は442百万円となり、これは主に税金等調整前四半期純利益209百万円、賞与引当金

 の減少額175百万円、売上債権の減少額289百万円及び法人税等の支払額217百万円等によるものであります。 

  投資活動の結果得られた資金は79百万円となり、これは主に差入保証金の差入による支出46百万円及び差入保証

 金の回収による収入129百万円等によるものであります。 

  財務活動の結果使用した資金は131百万円となり、これはリース債務の返済による支出40百万円及び配当金の支 

 払額91百万円によるものであります。 

  

  

  景気動向が業績に与える影響については、現在調査中であり、現時点では通期の連結業績予想につきまして、平 

 成21年５月７日に発表いたしました業績予想を修正せず据え置いております。なお、業績予想を見直す必要が生じ 

 た場合には、速やかに開示する予定でおります。  

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。  

  

  

①簡便な会計処理  

   固定資産の減価償却費の算定方法は、年度予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法としております。

  ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

   税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果適用

  後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法

  人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

  

 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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,180,896 2,830,602

受取手形及び売掛金 1,587,978 1,877,476

未成工事支出金 33,611 47,024

仕掛品 33,234 14,048

原材料及び貯蔵品 18,097 23,332

その他 288,747 304,492

貸倒引当金 △82,929 △88,573

流動資産合計 5,059,635 5,008,403

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,054,728 1,088,293

土地 1,087,070 1,087,070

その他（純額） 107,623 136,565

有形固定資産合計 2,249,422 2,311,929

無形固定資産   

のれん 112,834 145,592

その他 84,578 102,064

無形固定資産合計 197,412 247,657

投資その他の資産   

投資有価証券 453,025 417,752

差入保証金 362,049 453,639

その他 454,525 435,032

貸倒引当金 △159,567 △30,004

投資その他の資産合計 1,110,033 1,276,419

固定資産合計 3,556,868 3,836,006

資産合計 8,616,504 8,844,409
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 424,095 508,168

短期借入金 42,000 42,000

未払法人税等 12,905 105,592

賞与引当金 126,197 301,658

その他 669,219 561,895

流動負債合計 1,274,417 1,519,313

固定負債   

退職給付引当金 605,230 585,664

役員退職慰労引当金 56,671 50,628

長期預り保証金 144,710 151,021

その他 58,824 82,396

固定負債合計 865,436 869,710

負債合計 2,139,854 2,389,024

純資産の部   

株主資本   

資本金 981,662 981,662

資本剰余金 956,962 956,962

利益剰余金 4,420,787 4,402,764

自己株式 △3,099 △3,099

株主資本合計 6,356,312 6,338,289

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 51,975 38,401

評価・換算差額等合計 51,975 38,401

少数株主持分 68,362 78,693

純資産合計 6,476,650 6,455,384

負債純資産合計 8,616,504 8,844,409
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 12,025,204 10,079,407

売上原価 9,836,886 8,541,353

売上総利益 2,188,318 1,538,053

販売費及び一般管理費 1,794,057 1,421,965

営業利益 394,260 116,087

営業外収益   

受取利息 2,300 1,855

受取配当金 4,097 1,825

受取補償金 5,999 4,452

助成金収入 16,202 216,565

匿名組合投資利益 14,224 13,619

その他 16,375 28,231

営業外収益合計 59,200 266,551

営業外費用   

支払利息 3,286 3,146

支払補償費 5,736 5,674

匿名組合投資損失 1,788 8,718

その他 2,631 556

営業外費用合計 13,441 18,095

経常利益 440,019 364,543

特別利益   

固定資産売却益 － 659

特別利益合計 － 659

特別損失   

投資有価証券評価損 48,511 －

固定資産売却損 14,715 －

固定資産除却損 － 699

減損損失 － 13,513

事務所移転費用 － 26,250

貸倒引当金繰入額 － 115,027

特別損失合計 63,227 155,492

税金等調整前四半期純利益 376,792 209,710

法人税等 205,034 110,831

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,421 △10,331

四半期純利益 168,336 109,210
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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利益 376,792 209,710

のれん償却額 70,763 32,758

減価償却費 84,438 100,193

減損損失 － 13,513

移転費用 － 26,250

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 123,918

賞与引当金の増減額（△は減少） △196,057 △175,461

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,466 19,565

その他の引当金の増減額（△は減少） 15,018 6,043

受取利息及び受取配当金 △6,397 △3,681

支払利息 3,286 3,146

投資有価証券評価損益（△は益） 48,511 －

固定資産売却損益（△は益） 14,715 －

売上債権の増減額（△は増加） 73,887 289,498

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,185 △537

仕入債務の増減額（△は減少） △324,748 △84,073

未払消費税等の増減額（△は減少） △25,608 △42,572

預り保証金の増減額（△は減少） 32,950 △6,311

その他の資産の増減額（△は増加） △71,023 △63,299

その他の負債の増減額（△は減少） 156,784 153,681

その他 6,383 △8,173

小計 258,977 594,170

利息及び配当金の受取額 6,402 3,681

利息の支払額 △3,286 △3,146

法人税等の還付額 － 65,231

法人税等の支払額 △429,887 △217,387

営業活動によるキャッシュ・フロー △167,793 442,549

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 △210,100 △160,031

定期預金の払戻による収入 10,000 200,157

有形固定資産の取得による支出 △67,019 △18,454

固定資産の売却による収入 5,917 1,010

投資有価証券の取得による支出 － △21,457

差入保証金の差入による支出 △9,627 △46,370

差入保証金の回収による収入 － 129,891

その他 9,687 △4,891

投資活動によるキャッシュ・フロー △261,141 79,853
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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） △8,000 －

リース債務の返済による支出 － △40,795

配当金の支払額 △136,782 △91,188

財務活動によるキャッシュ・フロー △144,782 △131,983

現金及び現金同等物に係る換算差額 167 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △573,550 390,419

現金及び現金同等物の期首残高 2,882,286 2,556,219

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,308,735 2,946,639
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 該当事項はありません。 

  

前第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）      （単位：千円） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）      （単位：千円） 

  

  

 前第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）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び

在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

 前第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）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）において、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の

記載は省略しております。  

  

  

 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

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
メカトロ
関連事業 

ファシリテ
ィ関連事業 

コンテンツ
サービス 
事業  

計
消去又は 
全社  

連結

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 4,737,934 5,531,461 1,755,808 12,025,204 － 12,025,204 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 447 14,266 14,713 (14,713) － 

計 4,737,934 5,531,908 1,770,074 12,039,918 (14,713) 12,025,204 

営業利益 361,769 127,388 130,521 619,680 (225,419) 394,260 

  
メカトロ
関連事業 

ファシリテ
ィ関連事業 

コンテンツ
サービス 
事業  

計
消去又は 
全社  

連結

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 3,079,904 5,341,594 1,657,907 10,079,407 － 10,079,407 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 614 127 741 (741) － 

計 3,079,904 5,342,208 1,658,034 10,080,148 (741) 10,079,407 

営業利益 △946 183,978 184,622 367,654 (251,567) 116,087 

〔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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