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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 13,459 3.6 617 12.9 533 △10.8 330 71.8
21年3月期第2四半期 12,989 ― 546 ― 598 ― 192 ―

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2四半期 43.04 ―

21年3月期第2四半期 24.94 ―

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2四半期 33,428 11,138 33.3 1,450.80
21年3月期 32,435 10,860 33.5 1,414.51

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  11,138百万円 21年3月期  10,860百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00

22年3月期 ― 10.00

22年3月期 
（予想）

― 10.00 20.00

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 29,200 12.9 1,000 103.3 920 283.1 580 227.7 75.54
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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） 

（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。 

(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 

上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであります。実際の業績は、今後の様々な要因によって異なる場合
があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 7,718,722株 21年3月期  7,718,722株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  41,136株 21年3月期  41,136株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 7,677,586株 21年3月期第2四半期 7,712,586株

2



当第２四半期連結累計期間におけるビルメンテナンス業界は、顧客の更なる経費削減や価格競争の激化により、非

常に厳しい状態となっています。また、清掃・設備・警備の品質に対する顧客の要請は多様化してきており、従来以

上の幅広い対応を求められております。  

こうした状況の下、当社グループにおいても、顧客からの発注が減少し非常に厳しい状態となっております。しか

し、当社グループでは、作業工程の見直しや協力業者への委託業務の変更などを行い、原価の削減を進めておりま

す。また、原価率の改善が見込めない現場等につきましては、撤退も視野に入れた交渉を行っております。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比3.6％増）、経常利益は 百万円

（前年同期比10.8％減）、四半期純利益は 百万円（前年同期比71.8％増）、となりました。 

事業の種類別セグメントの概況は、次のとおりであります。 

① ビルメンテナンス事業 

ビルメンテナンス事業では、顧客からの値下げ要請や業務の減少など、非常に厳しい状態となっておりますが、

作業工程の見直しや協力業者への委託業務の変更などを行い、原価の削減を進め、収益体質強化を目指しておりま

す。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は76億73百万円（前年同期比2.9％減）、営業利益は7億43百万円

（前年同期比1.9％増）となりました。  

② 食品製造設備衛生管理事業 

経済環境の悪化を受けた消費者心理の冷え込みや新型インフルエンザの流行により、外食が減り、内食が増加す

る傾向となっております。当社の顧客である食品製造業界では生産商品の種類により稼働率が大きく変動していま

す。当社では、経費削減の取り組みを進め、増益となりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は13億74百万円（前年同期比7.6％減）、営業利益は2億8百万円

（前年同期比16.0％増）となりました。  

③ 実験動物飼育事業  

遺伝子技術を応用した疾患モデル動物の開発がなされるなど、研究機関での実験動物飼育業務に対するニーズは

ますます高まっております。当社グループでは、単なる飼育業務だけではなく、実験設備更新時の消毒作業や、実

験の補助、胚操作など専門性の高いサービスを提供しており、安定的な収益を計上しております。  

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1億97百万円（前年同期比0.1％減）、営業利益は23百万円（前

年同期比15.8％減）となりました。  

④ 不動産管理事業  

前期12月にＭ＆Ａを行った㈱マイムコミュニティーの法人社宅管理業務の売上が計上されていることや、販売不

動産に関する賃貸収入の計上を行っております。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は8億19百万円（前年同期比26.6％増）、営業利益は1億28百万円

（前年同期比9.4％増）となりました。  

⑤ 介護事業 

当社グループが運営している介護付有料老人ホームでは、入居者の皆様に喜んでいただけるようホスピタリティ

を旨とした展開を強化しております。  

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は6億26百万円（前年同期比3.3％増）、営業利益は19百万円（前

年同期比29.8％増）となりました。  

⑥ 施設営繕リフォーム事業等 

グループ内の連携を強化し、顧客に対し省エネにつながる設備更新工事や大規模改修工事など、総合的な提案を

行っております。当第２四半期連結累計期間では顧客の設備投資意欲の低迷を受け、減収となりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は3億23百万円（前年同期比37.3％減）、営業利益は8百万円（前

年同期比47.1％減）となりました。  

⑦ フランチャイズ事業 

消費者意識の冷え込みを受け、苦戦しておりますが、店舗の改装や新規店舗の開店を行い、お客様に喜んでいた

だける店舗作りを行っております。当第２四半期連結累計期間においては、大阪梅田の繁華街にプロント梅田楽天

地ビル店をオープンしておりますが、前期８月に閉店したプロント東梅田店の売上が減少しております。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は13億36百万円（前年同期比6.1％減）、営業利益は70百万円

（前年同期比57.0％増）となりました。  

⑧ 環境衛生事業  

主として、卓上型浄水器の販売活動に注力しました。  

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は8百万円（前年同期比10.0％増）、営業損失は5百万円（前年同

期は0百万円の営業利益）となりました。  

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

134億59 5億33

3億30
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⑨ 不動産分譲事業  

不動産市況の冷え込みにより、不動産業界では引き続き資金調達が難しい状況が続いております。このような状

況の下、当社グループでは、優良な物件に開発許可・建築確認等を取得し付加価値を高めデベロッパー等に売却を

行っておりますが、昨今の不動産市況を鑑み、抑制的な対応で臨んでおります。  

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は11億円（前年同期比449.8％増）、営業利益は8百万円（前年同

期比119.1％増）となりました。  

当第２四半期連結累計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ9億93百万円増加し、 百万円とな

りました。これは主に、建設仮勘定が増加したことによるものです。 

当第２四半期連結累計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ7億14百万円増加し、 百万円となり

ました。これは主に、第３四半期に売却予定の固定資産に関する前受金が増加したことによるものです。 

当第２四半期連結累計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ2億78百万円増加し、 百万円とな

りました。これは主に、利益剰余金の増加によるものです。 

（キャッシュ・フローの状況）  

当第２四半期連結累計期間末における連結ベースの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5億2百万円増加し、 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動の結果、獲得した資金は 百万円（前年同期は 百万円の資金の獲得）となりました。これ

は主に、税金等調整前四半期純利益5億22百万円（前年同期は4億55百万円）によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、獲得した資金は 百万円（前年同期は 百万円の資金の使用）となりました。これ

は主に、有形固定資産の取得による支出17億49百万円（前年同期は9億14百万円）があったものの、有形固定

資産の売却による収入44億61百万円（前年同期は0百万円）によるものです。 

（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 百万円（前年同期は 百万円の資金の獲得）となりました。これ

は主に、借入金の純返済額29億65百万円（前年同期は1億96百万円の純借入額）及び社債の償還による支出5億

87百万円（前年同期は37百万円）によるものです。  

  

平成21年５月15日に公表しました通期の業績予想を修正しております。 

なお、当該業績予想の修正の詳細につきましては、平成21年10月23日発表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。  

該当事項はありません。 

①簡便な会計処理  

影響額が僅少なものについて、一部簡便な方法を採用しております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

該当事項はありません。 

会計処理基準に関する事項の変更  

従来、販売用不動産に係る賃貸収入について営業外損益に計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間よ

り販売用不動産に係る賃貸収入を売上高に計上し、それに対応する原価を売上原価に計上することとしました。

この変更は、経営方針を見直した結果、販売用不動産に係る賃貸収入の重要性が増したことに鑑み、経営成績

をより適正に表示するために行ったものであります。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は151,333千円、売上総利益及び営業利益は92,444千円増加し

ております。 

なお、セグメント情報に与える影響額は、当該箇所に記載しております。  

２．連結財政状態に関する定性的情報

334億28

222億89

111億38

48億29

11億71 2億12

26億82 11億65

33億50 5億60

３．連結業績予想に関する定性的情報

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30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 4,927,312 4,404,559

受取手形及び売掛金 2,380,827 2,513,967

商品及び製品 185,091 187,589

販売用不動産 8,387,074 8,505,453

仕掛品 30,131 8,023

原材料及び貯蔵品 31,601 31,676

短期貸付金 985,458 837,693

その他 1,461,735 1,876,797

貸倒引当金 △451,977 △442,315

流動資産合計 17,937,256 17,923,445

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,436,354 3,455,161

土地 7,137,987 7,137,987

その他（純額） 2,326,110 1,260,303

有形固定資産合計 12,900,453 11,853,453

無形固定資産 661,710 666,750

投資その他の資産   

その他 2,266,217 2,338,003

貸倒引当金 △337,295 △346,462

投資その他の資産合計 1,928,922 1,991,540

固定資産合計 15,491,086 14,511,744

資産合計 33,428,342 32,435,189

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,400,751 1,437,307

短期借入金 5,278,000 4,830,000

1年内償還予定の社債 210,000 208,200

1年内返済予定の長期借入金 3,666,712 4,249,342

未払法人税等 60,865 54,144

前受金 4,763,889 295,553

賞与引当金 262,401 267,065

その他 1,662,655 2,120,942

流動負債合計 17,305,274 13,462,555
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30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) 

固定負債   

社債 540,000 829,300

長期借入金 3,342,682 6,170,778

負ののれん 7,271 9,695

退職給付引当金 375,532 366,346

役員退職慰労引当金 220,602 223,065

その他 498,327 513,430

固定負債合計 4,984,417 8,112,616

負債合計 22,289,691 21,575,172

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,808,800 1,808,800

資本剰余金 1,852,220 1,852,220

利益剰余金 7,462,411 7,208,730

自己株式 △15,903 △15,903

株主資本合計 11,107,528 10,853,847

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 31,122 6,169

評価・換算差額等合計 31,122 6,169

純資産合計 11,138,650 10,860,017

負債純資産合計 33,428,342 32,435,189
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(2)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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 12,989,342 13,459,649

売上原価 10,658,822 10,816,395

売上総利益 2,330,520 2,643,254

販売費及び一般管理費 1,783,729 2,026,170

営業利益 546,790 617,084

営業外収益   

受取利息 13,790 16,365

受取配当金 6,962 3,886

受取賃貸料 49,544 9,008

負ののれん償却額 2,423 2,423

持分法による投資利益 1,185 11,690

違約金収入 80,000 －

その他 33,230 45,247

営業外収益合計 187,138 88,622

営業外費用   

支払利息 108,881 112,456

支払手数料 － 46,260

その他 26,654 13,469

営業外費用合計 135,535 172,186

経常利益 598,393 533,520

特別利益   

固定資産売却益 57 119

貸倒引当金戻入額 9,354 16,114

移転補償金 50,000 －

特別利益合計 59,411 16,234

特別損失   

たな卸資産評価損 106,054 －

固定資産売却損 138 －

固定資産除却損 24,488 5,212

貸倒引当金繰入額 23,853 17,794

その他 47,698 4,600

特別損失合計 202,231 27,606

税金等調整前四半期純利益 455,573 522,147

法人税、住民税及び事業税 248,881 49,276

法人税等調整額 14,305 142,392

法人税等合計 263,186 191,669

四半期純利益 192,386 330,478
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 455,573 522,147

減価償却費 198,667 167,323

負ののれん償却額 △2,423 △2,423

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,508 494

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,682 △4,664

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,665 9,186

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,458 △2,462

有形固定資産売却損益（△は益） 80 △119

有形固定資産除却損 24,488 5,212

受取利息及び受取配当金 △20,753 △20,252

支払利息 108,881 112,456

売上債権の増減額（△は増加） 128,112 125,357

たな卸資産の増減額（△は増加） △220,320 98,842

仕入債務の増減額（△は減少） △12,761 △36,555

その他 28,791 256,396

小計 712,287 1,230,938

利息及び配当金の受取額 21,938 23,502

利息の支払額 △106,075 △114,839

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △415,186 31,660

営業活動によるキャッシュ・フロー 212,963 1,171,262

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 △48,000 △66,400

定期預金の払戻による収入 42,200 46,200

有形固定資産の取得による支出 △914,714 △1,749,315

有形固定資産の売却による収入 75 4,461,782

投資有価証券の取得による支出 △99,110 △15,332

投資有価証券の売却による収入 － 800

貸付けによる支出 △543,612 △1,045,964

貸付金の回収による収入 333,544 913,610

その他 63,797 136,628

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,165,820 2,682,008

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） 800,000 448,000

長期借入れによる収入 1,600,000 1,100,000

長期借入金の返済による支出 △2,203,764 △4,513,561

社債の発行による収入 493,000 293,225

社債の償還による支出 △37,500 △587,500

配当金の支払額 △76,989 △76,819

その他 △14,015 △14,061

財務活動によるキャッシュ・フロー 560,731 △3,350,717

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △392,126 502,553

現金及び現金同等物の期首残高 4,150,569 4,327,359

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,758,443 4,829,912
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 該当事項はありません。 

  

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、サービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な事業内容 

① ビルメンテナンス事業   ……… 清掃、保安警備、設備管理 

② 食品製造設備衛生管理事業 ……… 食品製造設備の洗浄、殺菌 

③ 実験動物飼育事業     ……… 実験動物飼育 

④ 不動産管理事業      ……… 賃貸マンション等管理、賃貸事業 

⑤ 介護事業         ……… 介護・看護事業、老人ホーム経営 

⑥ 施設営繕リフォーム事業等 ……… 営繕、リフォーム工事、病院経営コンサルティング等 

⑦ フランチャイズ（ＦＣ）事業……… フランチャイズ事業 

⑧ 環境衛生事業       ……… 浄水装置等の販売 

⑨ 不動産分譲事業      ……… 住宅用地等の建築販売 

３．会計処理基準に関する事項の変更 

当第２四半期連結累計期間 

「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」に記載のとおり、従来、販売

用不動産に係る賃貸収入について営業外損益に計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間より販売用

不動産に係る賃貸収入を売上高に計上し、それに対応する原価を売上原価に計上することとしました。 

この変更は、経営方針を見直した結果、販売用不動産に係る賃貸収入の重要性が増したことに鑑み、経営成

績をより適正に表示するために行ったものであります。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の不動産管理事業部門の売上高151,333千円及び営業利益は92,444千

円増加しております。  

（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〕

前第２四半期連結累計
期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

ビルメン
テナンス
事業 
（千円） 

食品製造
設備衛生
管理事業 
（千円） 

実験動物
飼育事業 
（千円） 

不動産管
理事業 
（千円） 

介護事業
（千円） 

施設営繕
リフォー
ム事業等 
（千円） 

フランチ
ャイズ
（ＦＣ）
事業 
（千円） 

環境衛生
事業 
（千円） 

不動産分
譲事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は
全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高  7,904,157  1,486,472  197,698 647,209 606,483 515,545 1,423,645 8,017  200,114  12,989,342 － 12,989,342

営業損益  730,048  179,659  28,066 117,259 14,953 16,407 45,195 687  3,831  1,136,109 (△589,319) 546,790

当第２四半期連結累計
期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

ビルメン
テナンス
事業 
（千円） 

食品製造
設備衛生
管理事業 
（千円） 

実験動物
飼育事業 
（千円） 

不動産管
理事業 
（千円） 

介護事業
（千円） 

施設営繕
リフォー
ム事業等 
（千円） 

フランチ
ャイズ
（ＦＣ）
事業 
（千円） 

環境衛生
事業 
（千円） 

不動産分
譲事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は
全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高  7,673,827  1,374,059  197,532 819,313 626,518 323,203 1,336,210 8,819  1,100,163  13,459,649 － 13,459,649

営業損益  743,571  208,389  23,643 128,233 19,411 8,673 70,956 △5,496  8,393  1,205,776 (△588,691) 617,084
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前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期間において、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２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期間において、海外売上高がないため該当事項はあり

ません。   

 該当事項はありません。 

固定資産の譲渡 

当社は平成21年９月28日開催の取締役会において、固定資産の譲渡を決議いたしました。  

(1）譲渡の理由 

経営資源の有効活用や資産効率の向上を図るため。 

(2）譲渡資産の内容 

(3）損益に与える影響額 

当該固定資産にかかる影響については、第３四半期において約389百万円の固定資産売却益を計上す

る見込みです。  

該当事項はありません。 

〔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

（７）重要な後発事象

名称 堺筋ベストビル 

所在地 大阪市中央区南船場１丁目43番地 

帳簿価額   4,265百万円 

譲渡価額    4,750百万円 

敷地面積 1,048.44㎡  

建物概要 12階建、延床面積8,515.30㎡  

用途 オフィスビル  

６．その他の情報
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