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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 10,147 0.7 333 187.6 366 0.6 100 △8.4
22年3月期第3四半期 10,079 △16.2 116 △70.6 364 △17.2 109 △35.1

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

23年3月期第3四半期 10.97 ―
22年3月期第3四半期 11.98 ―

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

23年3月期第3四半期 8,826 6,439 72.0 696.84
22年3月期 8,745 6,474 73.2 702.32

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  6,354百万円 22年3月期  6,404百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
23年3月期 ― 5.00 ―
23年3月期 

（予想）
10.00 15.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 14,000 4.0 450 145.2 500 2.7 250 154.8 27.42

01000716
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(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(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いません。 

※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、四半期決算短信（添付資料）Ｐ.2「（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 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 9,125,000株 22年3月期  9,125,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  6,199株 22年3月期  6,199株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 9,118,801株 22年3月期3Q 9,118,801株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国市場の需要拡大や政府の経済対策効果などから、景気

は緩やかな回復基調にあるものの、長引く円高やデフレの進行、雇用情勢の悪化など、先行き不透明感の拭えない

状況が続いております。 

 このような状況の下、当社グループを取り巻く事業環境は、引き続き厳しい状況にありますが、当社グループの

ビジネスの主軸である、「人・技術・環境」をテーマに、時代の変化に応じた新しいビジネスモデルの展開を図り

ました。 

 メカトロ関連事業におきましては、装置の設計から製造、据付、メンテナンスまでの「ワンストップエンジニア

リングサービス」を展開し、ファシリティ関連事業におきましては、建物のプロパティマネジメントからビルメン

テナンス、警備、清掃に至るまでの「ワンストップサービス」を提供し、新規参入した太陽光発電・環境関連事業

におきましては、事業の確立・発展に注力いたしました。また、業務の効率化とコスト管理の徹底を図り、収益構

造の改善を推進いたしました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は10,147百万円（前年同期比0.7％増）、営業利益は333百万

円（前年同期比187.6％増）、経常利益は366百万円（前年同期比0.6％増）、四半期純利益は100百万円（前年同期

比8.4％減）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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8,826百万円となり、前連結会計年度末に比べ 81百万円増加いた

しました。流動資産は5,140百万円となり、前連結会計年度末に比べ100百万円減少いたしました。主な要因は、

現金及び預金の252百万円の減少、受取手形及び売掛金の 40百万円の増加及び未成工事支出金の71百万円の増加

等であります。固定資産は 3,685百万円となり、前連結会計年度に比べ 182百万円増加いたしました。主な要因

は、投資有価証券の27百万円の減少、破産更生債権等の217百万円の減少、長期性預金の300百万円の増加及び貸

倒引当金の118百万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2,387百万円となり、前連結会計年度末に比べ116百万円増加いたし

ました。主な要因は、未払費用の132百万円の増加、賞与引当金の133百万円の減少及び資産除去債務の39百万円

の増加等であります。 

  当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は6,439百万円となり、前連結会計年度末に比べ 34百万円減少いた

しました。主な要因は、利益剰余金の36百万円の減少及びその他有価証券評価差額金の13百万円の減少等であり

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）は、前連結会計年度末に比

べて468百万円減少し、2,465百万円となりました。 

  当第３四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。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動の結果得られた資金は 311百万円（前年同期比29.6％減）となりました。これは主に税金等調整前

四半期純利益237百万円、減価償却費101百万円、貸倒引当金の減少額119百万円、賞与引当金の減少額133百万

円、たな卸資産の増加額80百万円及び法人税等の支払額199百万円等によるものであります。 

 （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 607百万円（前年同期は79百万円の獲得）となりました。これは主に定期預

金の預入による支出850百万円、定期預金の払戻による収入334百万円、関係会社株式の取得による支出15百万

円及び有形固定資産の取得による支出70百万円等によるものであります。 

 （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 173百万円（前年同期比31.1％増）となりました。これはリース債務の返済

による支出36百万円及び配当金の支払額136百万円によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 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は、

平成22年５月12日に公表いたしました業績予想を修正せずに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。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（簡便な会計処理） 

 ① 固定資産の減価償却費の算定方法 

   固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく

年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

 ② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

   繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。 

  

（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会計

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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。これにより営業利益、経常利益はそれぞれ 3,068千円減少しており、税金等調整前四半期純利益は

17,678千円減少しております。  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,915,543 3,168,409

受取手形及び売掛金 1,747,739 1,707,103

未成工事支出金 123,683 51,684

仕掛品 22,462 15,809

原材料及び貯蔵品 18,496 16,395

その他 343,925 314,067

貸倒引当金 △30,872 △31,864

流動資産合計 5,140,978 5,241,605

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,054,070 1,029,790

土地 1,087,070 1,087,070

その他（純額） 126,335 100,766

有形固定資産合計 2,267,476 2,217,627

無形固定資産   

のれん 69,156 101,914

その他 62,070 78,628

無形固定資産合計 131,226 180,542

投資その他の資産   

投資有価証券 353,497 380,666

差入保証金 164,349 164,496

破産更生債権等 89,738 307,576

その他 769,165 460,453

貸倒引当金 △89,738 △207,807

投資その他の資産合計 1,287,012 1,105,384

固定資産合計 3,685,714 3,503,554

資産合計 8,826,693 8,745,160
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 513,081 514,648

短期借入金 42,000 42,000

未払法人税等 63,775 104,652

賞与引当金 138,353 271,962

その他 741,723 506,157

流動負債合計 1,498,933 1,439,420

固定負債   

退職給付引当金 617,130 602,934

役員退職慰労引当金 62,211 59,307

資産除去債務 39,831 －

長期預り保証金 112,326 114,650

その他 57,181 54,844

固定負債合計 888,681 831,736

負債合計 2,387,615 2,271,156

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 4,372,976 4,409,686

自己株式 △3,099 △3,099

株主資本合計 6,308,501 6,345,211

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 45,831 59,065

評価・換算差額等合計 45,831 59,065

少数株主持分 84,744 69,726

純資産合計 6,439,077 6,474,003

負債純資産合計 8,826,693 8,745,160
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 10,079,407 10,147,217

売上原価 8,541,353 8,468,790

売上総利益 1,538,053 1,678,427

販売費及び一般管理費 1,421,965 1,344,575

営業利益 116,087 333,852

営業外収益   

受取利息 1,855 1,824

受取配当金 1,825 2,448

受取補償金 4,452 －

助成金収入 216,565 37,592

匿名組合投資利益 13,619 1,352

その他 28,231 18,035

営業外収益合計 266,551 61,253

営業外費用   

支払利息 3,146 3,458

支払補償費 5,674 －

匿名組合投資損失 8,718 7,506

持分法による投資損失 － 15,000

その他 556 2,457

営業外費用合計 18,095 28,422

経常利益 364,543 366,683

特別利益   

固定資産売却益 659 －

特別利益合計 659 －

特別損失   

固定資産除却損 699 －

減損損失 13,513 4,956

投資有価証券評価損 － 1,864

事務所移転費用 26,250 －

貸倒引当金繰入額 115,027 －

貸倒損失 － 90,000

厚生年金基金脱退損失 － 17,868

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 14,610

特別損失合計 155,492 129,298

税金等調整前四半期純利益 209,710 237,384

法人税等 110,831 122,294

少数株主損益調整前四半期純利益 － 115,090

少数株主利益又は少数株主損失（△） △10,331 15,018

四半期純利益 109,210 100,072
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 209,710 237,384

のれん償却額 32,758 32,758

持分法による投資損益（△は益） － 15,000

減価償却費 100,193 101,134

減損損失 13,513 4,956

移転費用 26,250 －

厚生年金基金脱退損失 － 17,868

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 14,610

貸倒引当金の増減額（△は減少） 123,918 △119,061

賞与引当金の増減額（△は減少） △175,461 △133,609

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,565 14,195

その他の引当金の増減額（△は減少） 6,043 2,904

受取利息及び受取配当金 △3,681 △4,272

支払利息 3,146 3,458

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,864

売上債権の増減額（△は増加） 289,498 △40,635

たな卸資産の増減額（△は増加） △537 △80,753

仕入債務の増減額（△は減少） △84,073 △1,566

未払消費税等の増減額（△は減少） △42,572 1,863

預り保証金の増減額（△は減少） △6,311 △2,323

その他の資産の増減額（△は増加） △63,299 232,604

その他の負債の増減額（△は減少） 153,681 204,208

その他 △8,173 △1,984

小計 594,170 500,603

利息及び配当金の受取額 3,681 4,272

利息の支払額 △3,146 △3,458

法人税等の還付額 65,231 9,852

法人税等の支払額 △217,387 △199,827

営業活動によるキャッシュ・フロー 442,549 311,442

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 △160,031 △850,319

定期預金の払戻による収入 200,157 334,576

関係会社株式の取得による支出 － △15,000

有形固定資産の取得による支出 △18,454 △70,372

固定資産の売却による収入 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 △46,370 △25,468

差入保証金の回収による収入 129,891 37,927

その他 △4,891 △18,376

投資活動によるキャッシュ・フロー 79,853 △607,031

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △40,795 △36,238

配当金の支払額 △91,188 △136,782

財務活動によるキャッシュ・フロー △131,983 △173,020

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 390,419 △468,608

現金及び現金同等物の期首残高 2,556,219 2,934,151

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,946,639 2,465,543
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 該当事項はありません。  

  

  

 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）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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