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

26年3月期第3四半期 12,569 6.8 467 14.3 463 4.1 232 25.4
25年3月期第3四半期 11,772 13.8 408 69.7 445 61.4 185 123.5

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 277百万円 （36.4％） 25年3月期第3四半期 203百万円 （188.8％）

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3四半期 26.84 ―
25年3月期第3四半期 20.34 ―

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3四半期 9,635 6,651 67.7 750.57
25年3月期 10,130 6,495 63.0 736.12
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 6,524百万円 25年3月期 6,381百万円

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 ― 5.00 ― 10.00 15.00
26年3月期 ― 5.00 ―
26年3月期（予想） 10.00 10.00

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、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 18,000 10.4 720 30.1 750 24.6 320 20.7 36.90

01000716
スタンプ



(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）

（注）期末自己株式数については、当第３四半期連結会計期間末に従業員持株会支援信託ＥＳＯＰが所有する当社株式325,400株を含めて記載しておりま
す。

※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に対するレビュー手続は終了しておりません。

※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
料のＰ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（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
②①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3Q 9,125,000 株 25年3月期 9,125,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 431,693 株 25年3月期 456,293 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 8,671,018 株 25年3月期3Q 9,118,707 株
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（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原材料価格の上昇や来年度からの消費税増税による消費マイ

ンド減退への懸念等、先行き不透明な状況は続くものの、政府の経済対策などの効果により円安・株高が進み、企

業収益や雇用情勢の改善、個人消費の回復が見られなど、景気は緩やかな回復傾向にあります。

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、メカトロ関連事

業におきましては、多種多様な業界のお客様が保有する産業インフラで抱える様々な問題に対して、スピーディか

つタイムリーに最適な提案と実践を提供しました。ファシリティ関連事業におきましては、基幹業務のビルマネジ

メント業務に、省エネルギー、創エネルギー、蓄エネルギーなどのエネルギーマネジメント業務を融合し、都市イ

ンフラに必要な技術サービスをワンストップで提供しました。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は12,569百万円（前年同期比6.8％増）、営業利益は467百万

円（前年同期比14.3％増）、経常利益は463百万円（前年同期比4.1％増）、四半期純利益は232百万円（前年同期

比25.4％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の総資産合計は9,635百万円となり、前連結会計年度末に比べ494百万円減少いたし

ました。流動資産は5,203百万円となり、前連結会計年度末に比べ526百万円減少いたしました。主な要因は、受取

手形及び売掛金の404百万円の減少及び未成工事支出金の230百万円の減少等であります。固定資産は4,431百万円

となり、前連結会計年度末に比べ31百万円増加いたしました。主な要因は、建物及び構築物の16百万円の増加、投

資有価証券の56百万円の増加及び差入保証金の20百万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2,984百万円となり、前連結会計年度末に比べ650百万円減少いたしま

した。主な要因は、買掛金の344百万円の減少、未払法人税等の189百万円の減少、賞与引当金の169百万円の減少

及び長期借入金の173百万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6,651百万円となり、前連結会計年度末に比べ155百万円増加いたし

ました。主な要因は、利益剰余金の100百万円の増加及びその他有価証券評価差額金の30百万円の増加等でありま

す。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因に

よって予想数値と異なる可能性があります。なお、現時点での通期の業績予想につきましては、平成25年５月10日

に公表いたしました数値に変更はございません。

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

（４）追加情報

（従業員持株会支援信託ＥＳＯＰに関する会計処理）

当社は、平成25年８月30日開催の取締役会において、従業員の福利厚生の充実及び当社の企業価値向上に係るイ

ンセンティブの付与を目的として、「従業員持株会支援信託ＥＳＯＰ」の導入を決議いたしました。

この導入に伴い、平成25年９月25日付で日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）（以下「信託

口」という。）が当社株式350,000株を取得しております。

当該従業員持株会支援信託ＥＳＯＰに関する会計処理については、経済的実態を重視し、当社と信託口は一体で

あるとする会計処理を行っております。したがって、信託口の資産及び負債ならびに費用及び収益については、四

半期連結貸借対照表及び四半期連結損益計算書に含めて計上しております。また、信託口が所有する当社株式は、

自己株式に含めて記載しております。

なお、当第３四半期連結会計期間末現在において、信託口が所有する当社株式数は325,400株であります。

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,390,406 2,540,710

受取手形及び売掛金 2,655,460 2,250,706

未成工事支出金 383,559 153,132

仕掛品 29,985 28,661

原材料及び貯蔵品 11,423 13,547

その他 264,256 221,369

貸倒引当金 △5,056 △4,216

流動資産合計 5,730,037 5,203,912

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,092,891 1,109,774

土地 1,115,239 1,100,101

その他（純額） 73,860 85,210

有形固定資産合計 2,281,992 2,295,087

無形固定資産

のれん 117,696 102,344

その他 39,950 38,146

無形固定資産合計 157,646 140,491

投資その他の資産

投資有価証券 601,065 657,702

差入保証金 217,120 196,790

破産更生債権等 77,456 73,749

その他 1,142,348 1,141,318

貸倒引当金 △77,456 △73,749

投資その他の資産合計 1,960,533 1,995,810

固定資産合計 4,400,172 4,431,389

資産合計 10,130,210 9,635,302
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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３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 910,373 565,650

未払法人税等 209,786 20,712

賞与引当金 330,459 161,339

役員賞与引当金 16,000 －

その他 1,205,824 1,053,622

流動負債合計 2,672,443 1,801,325

固定負債

長期借入金 － 173,600

退職給付引当金 692,861 734,411

役員退職慰労引当金 83,742 89,567

資産除去債務 47,437 52,059

長期預り保証金 110,745 107,150

その他 27,815 26,139

固定負債合計 962,603 1,182,928

負債合計 3,635,046 2,984,254

純資産の部

株主資本

資本金 981,662 981,662

資本剰余金 956,962 958,331

利益剰余金 4,651,067 4,751,987

自己株式 △224,536 △213,703

株主資本合計 6,365,155 6,478,277

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 16,062 46,686

その他の包括利益累計額合計 16,062 46,686

少数株主持分 113,945 126,083

純資産合計 6,495,163 6,651,047

負債純資産合計 10,130,210 9,635,302
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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24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

売上高 11,772,587 12,569,988

売上原価 9,919,366 10,599,167

売上総利益 1,853,220 1,970,821

販売費及び一般管理費 1,444,594 1,503,738

営業利益 408,626 467,082

営業外収益

受取利息 4,723 3,517

受取配当金 2,065 3,038

匿名組合投資利益 14,878 1,239

助成金収入 1,084 －

貸倒引当金戻入額 12,913 5,322

その他 8,052 6,967

営業外収益合計 43,717 20,084

営業外費用

支払利息 4,042 3,483

持分法による投資損失 532 －

匿名組合投資損失 354 6,738

支払補償費 197 698

支払手数料 － 12,035

その他 1,847 575

営業外費用合計 6,974 23,532

経常利益 445,369 463,635

特別利益

固定資産売却益 － 2,632

負ののれん発生益 8,348 －

特別利益合計 8,348 2,632

特別損失

投資有価証券評価損 61,693 －

固定資産除却損 － 594

事務所移転費用 － 10,292

特別損失合計 61,693 10,886

税金等調整前四半期純利益 392,024 455,381

法人税、住民税及び事業税 131,775 144,716

法人税等調整額 58,688 64,265

法人税等合計 190,464 208,982

少数株主損益調整前四半期純利益 201,560 246,399

少数株主利益 16,055 13,698

四半期純利益 185,504 232,700
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（四半期連結包括利益計算書）
（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24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 201,560 246,399

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,501 30,623

その他の包括利益合計 1,501 30,623

四半期包括利益 203,061 277,022

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 187,005 263,324

少数株主に係る四半期包括利益 16,055 13,698
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該当事項はありません。

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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