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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第46期
第２四半期
連結累計期間

第46期
第２四半期
連結会計期間

第45期

会計期間
自平成20年４月１日
至平成20年９月30日

自平成20年７月１日
至平成20年９月30日

自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

売上高（千円） 12,989,342 6,575,431 29,172,993

経常利益（千円） 598,393 292,718 1,473,918

四半期（当期）純利益（千円） 192,386 180,978 378,635

純資産額（千円） － 11,012,557 10,967,767

総資産額（千円） － 31,190,365 30,566,879

１株当たり純資産額（円） － 1,427.87 1,422.06

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
24.94 23.47 50.05

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － 47.58

自己資本比率（％） － 35.3 35.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
212,963 － △1,381,812

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,165,820 － 547,827

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
560,731 － 591,555

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ 3,758,443 4,150,569

従業員数（人） － 2,042 1,981

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には消費税等（消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。）は含まれておりません。

３．第46期第２四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の

内容

議決権の所有
(又は被所有)
割合(％)

関係内容

（持分法適用関連会社）

小倉興産㈱
北九州市小倉北区 200,000 ビルメンテ

ナンス事業
49.0
(－) 役員の兼任等…有

　（注）　主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 2,042 (2,856)

（注）　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第２四半期連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載してお

ります。

(2）提出会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 1,852 (2,765)

（注）　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第２四半期会計期間の平均人員を（　）外数で記載しておりま

す。また、これ以外に競馬場等の開催日ごとに雇用する臨時雇用者として991名登録しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績及び受注状況

当社グループは生産活動は行っておりませんので、該当事項はありません。

(2）販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

役務提供等売上高  

ビルメンテナンス事業（千円） 3,886,231

食品製造設備衛生管理事業（千円） 764,363

実験動物飼育事業（千円） 98,362

不動産管理事業（千円） 326,853

介護事業（千円） 300,026

施設営繕リフォーム事業等（千円） 270,016

小計（千円） 5,645,854

フランチャイズ売上高  

フランチャイズ（ＦＣ）事業（千円） 722,649

商品売上高  

環境衛生事業（千円） 6,812

販売用不動産売上高  

不動産分譲事業（千円） 200,114

合計（千円） 6,575,431

（注）１．セグメント間の取引はありません。

２．上表の金額には消費税等は含まれておりません。

２【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。　
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３【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

(1）業績の状況

当第２四半期連結会計期間におけるビルメンテナンス業界は、顧客のコスト削減ニーズが引き続き強く、価格競

争が激化しております。また、品質や管理に関する要求水準が高まり、清掃・設備・警備だけではなく、マネジメン

トを求められることが増加するなど、業界を取り巻く環境は激しく変化しています。

こうした状況の下、当第２四半期連結会計期間の業績につきましては、顧客からの値下げ要請は強かったものの、

関連業務の受注活動を強化し、売上は堅調に推移いたしました。また、原価の見直し及び経費の削減に取り組み、そ

の成果があらわれつつあることから、営業利益も堅調に推移いたしました。

その結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は65億75百万円、経常利益は2億92百万円、当期純利益は1億80百万

円となりました。

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は、引き続き取引先からの値下げ要求は強かったものの、原価削減の取り組みや経費削

減をすすめており、不採算現場において、昨年から取り組んできた原価及び経費の見直しの成果が徐々にあらわ

れております。

その結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は38億86百万円、営業利益は3億83百万円となりました。

②　食品製造設備衛生管理事業

消費者の食品への安全意識が高まる中、食品製造工場では安全管理に関するニーズがますます高まっていま

す。当社グループでは、長年培ってきたノウハウを元に、顧客に対し総合的な衛生管理サービスを積極的に提案

し、売上拡大を図りました。当第２四半期連結会計期間においては、食品工場の稼働率が向上し当社の売上も順調

に推移いたしました。

その結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は7億64百万円、営業利益は95百万円となりました。

③　実験動物飼育事業

ｉＰＳ細胞（人工多能性幹細胞）や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、研究機関に

おいて、実験動物の精度の高い飼育業務への期待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、実験の補助や胚操作など専門性の高いサービスを提供しております。

その結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は98百万円、営業利益は13百万円となりました。

④　不動産管理事業

連結子会社の㈱ベスト・プロパティにおいて、顧客である不動産管理会社等から新規物件の受注が増加してお

り、プロパティマネジメント業務などが増加いたしました。当第２四半期連結会計期間においても、新規案件を順

調に獲得し、プロパティマネジメント業務が拡大しております。

その結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は3億26百万円、営業利益は54百万円となりました。

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において、積極的な営業展開を図っており、入居者が増加

しております。

その結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は3億円、営業損失は0百万円となりました。

⑥　施設営繕リフォーム事業等

グループ内での連携を強化し、顧客に対し省エネにつながる空調更新工事や、大規模改修工事など、総合的な提

案を行っており、受注につなげております。

その結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は2億70百万円、営業利益は6百万円となりました。

⑦　フランチャイズ（ＦＣ）事業

前連結会計年度において、ドミナント戦略に基づいたツタヤ２店舗とプロント１店舗を開店いたしました。ま

た、当第２四半期連結会計期間には入居ビルの立替工事のためプロント１店舗を閉店いたしました。なお、近隣他

店と競合するなど苦戦をしている店舗があり、収益改善に向け店舗改装など各種対策を行っております。

その結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は7億22百万円、営業利益は21百万円となりました。

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いたしました。

その結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は6百万円、営業利益は1百万円となりました。
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⑨　不動産分譲事業

サブプライムローン問題を発端として、不動産業界では資金調達が難しくなってきております。このような状

況の中、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や不動産

投資ファンドに売却を行っております。

その結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は2億円、営業利益は13百万円となりました。

(2）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会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、当第１四

半期連結会計期間末に比べ1億36百万円増加し、37億58百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、使用した資金は1億63百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加1億73百万円による

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6億19百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4億53

百万円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、獲得した資金は9億20百万円となりました。これは主に、社債の発行による収入4億93百万円に

よるものです。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題は

ありません。

(4）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、販売用不動産に計上しておりました南船場ビル(仮称)の計画変更を行い、不

動産管理事業における賃貸用ビルに変更しました。その設備の状況は以下のとおりであります。

提出会社

事業所名
(所在地)

事業の種類
別セグメン
トの名称

設備の内容

帳簿価額(千円)

従業員数
(人)建物及び

構築物

機械装置
及び運搬
具

土地
(面積㎡) その他 合計

南船場ビル(仮称)

（大阪市中央区）

不動産管

理事業
賃貸用ビル － －

1,965,037

（1,032.40）
362,940 2,327,977 －

(2）設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設の計画は、以下のとおりであります。

提出会社

事業所名
(所在地)

事業の種類
別セグメン
トの名称

設備の内容

投資予定金額

資金調達方法

着手及び完了
予定年月

総額
(千円)

既支払額
(千円) 着手 完了

南船場ビル(仮称)

（大阪市中央区）

不動産管

理事業
賃貸用ビル 4,441,799 2,327,977 自己資金 平成20年5月 平成21年9月
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 15,000,000

計 15,000,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成20年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年11月14日）

上場金融商品取引
所名又は登録認可
金融商品取引業協
会名

内容

普通株式 7,718,722 7,718,722

㈱東京証券取引所

市場第二部

㈱大阪証券取引所

市場第二部

完全議決権株式であ

り、権利内容に何ら限

定のない当社におけ

る標準となる株式

計 7,718,722 7,718,722 － －

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
 （千円）

資本準備金
残高

 （千円）

平成20年７月１日～

　

平成20年９月30日

－ 7,718,722 － 1,808,800 － 1,852,220
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(5)【大株主の状況】

　 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社東洋商事 大阪府豊中市東豊中町１－29－30 1,941 25.15

梶山龍誠 東京都世田谷区 392 5.09

株式会社サンリツメンテ 東京都渋谷区恵比寿４－20－３ 342 4.43

梶山孝清 大阪府箕面市 271 3.51

株式会社環境科学 大阪府箕面市船場西２－19－８－102 230 2.99

ビケンテクノ社員持株会 大阪府吹田市南金田２－12－１　 178 2.31

ビケンテクノ取引先持株会 大阪府吹田市南金田２－12－１ 154 2.00

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１－８－11 142 1.84

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 97 1.27

株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町２－２－１　 80 1.04

計 － 3,830 49.63

（注）　上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、142千株であ

ります。

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

普通株式　　　4,000
－

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式

（相互保有株式）

普通株式　　　6,500
－ 同上

完全議決権株式（その他） 普通株式　7,707,500 77,075 同上

単元未満株式 普通株式　　　　722 － 同上

発行済株式総数 7,718,722 － －

総株主の議決権 － 77,075 －

（注）　「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,300株含まれております。また、「議決

権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数13個が含まれております。
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②【自己株式等】

　 平成20年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社ビケンテクノ

大阪府吹田市南金

田２－12－１
4,000 － 4,000 0.1

（相互保有株式）

株式会社セイビ九州

福岡市博多区博多

駅前１－19－３
6,500 － 6,500 0.1

計 － 10,500 － 10,500 0.1

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 460 510 501 473 485 452

最低（円） 410 450 453 445 430 401

（注）　最高・最低株価は、㈱東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。　

(1）新任役員

該当事項はありません。

(2）退任役員

該当事項はありません。

(3）役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

専務取締役
社長室長兼
総務部担当

常務取締役 社長室長 和田弘久 平成20年７月１日
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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20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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,833,843 4,220,169

受取手形及び売掛金 2,680,742 2,808,854

商品 207,030 278,460

原材料 4,079 4,652

未成工事支出金 40,686 28,938

貯蔵品 44,377 39,360

販売用不動産 ※2
 8,842,561 10,921,518

短期貸付金 776,636 551,230

その他 711,368 690,178

貸倒引当金 △359,101 △246,882

流動資産合計 16,782,224 19,296,481

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 3,454,833

※1
 3,310,593

土地 ※2
 7,099,987 4,895,754

その他（純額） ※1,2
 698,611

※1
 341,069

有形固定資産合計 11,253,433 8,547,416

無形固定資産 ※2
 670,103 312,773

投資その他の資産

その他 2,718,278 2,741,592

貸倒引当金 △233,674 △331,384

投資その他の資産合計 2,484,604 2,410,207

固定資産合計 14,408,141 11,270,398

資産合計 31,190,365 30,566,879

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,583,337 1,627,716

短期借入金 4,800,000 4,000,000

1年内償還予定の社債 175,000 75,000

1年内返済予定の長期借入金 4,403,092 4,330,196

未払法人税等 273,341 466,350

賞与引当金 262,989 264,671

その他 1,913,519 2,004,192

流動負債合計 13,411,279 12,768,126
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日)

固定負債

社債 450,000 87,500

長期借入金 5,203,794 5,880,454

負ののれん 12,119 14,543

退職給付引当金 361,847 352,182

役員退職慰労引当金 221,300 219,842

その他 517,466 276,464

固定負債合計 6,766,528 6,830,986

負債合計 20,177,807 19,599,112

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 7,301,268 7,186,028

自己株式 △3,094 △3,094

株主資本合計 10,959,194 10,843,954

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 53,363 123,812

評価・換算差額等合計 53,363 123,812

純資産合計 11,012,557 10,967,767

負債純資産合計 31,190,365 30,566,879
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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）

当第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)

売上高 12,989,342

売上原価 10,658,822

売上総利益 2,330,520

販売費及び一般管理費 ※
 1,783,729

営業利益 546,790

営業外収益

受取利息 13,790

受取配当金 6,962

受取賃貸料 49,544

負ののれん償却額 2,423

持分法による投資利益 1,185

違約金収入 80,000

その他 33,230

営業外収益合計 187,138

営業外費用

支払利息 108,881

その他 26,654

営業外費用合計 135,535

経常利益 598,393

特別利益

固定資産売却益 57

貸倒引当金戻入額 9,354

移転補償金 50,000

特別利益合計 59,411

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

貸倒引当金繰入額 23,853

その他 47,698

特別損失合計 202,231

税金等調整前四半期純利益 455,573

法人税、住民税及び事業税 248,881

法人税等調整額 14,305

法人税等合計 263,186

四半期純利益 192,386
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 6,575,431

売上原価 5,399,683

売上総利益 1,175,747

販売費及び一般管理費 ※
 869,726

営業利益 306,020

営業外収益

受取利息 7,649

受取配当金 4,055

受取賃貸料 27,254

負ののれん償却額 1,211

その他 17,461

営業外収益合計 57,633

営業外費用

支払利息 55,552

持分法による投資損失 1,141

その他 14,242

営業外費用合計 70,936

経常利益 292,718

特別利益

固定資産売却益 57

貸倒引当金戻入額 37,468

移転補償金 50,000

特別利益合計 87,525

特別損失

固定資産売却損 138

固定資産除却損 22,104

投資有価証券評価損 29,096

その他 6,100

特別損失合計 57,438

税金等調整前四半期純利益 322,805

法人税、住民税及び事業税 224,178

法人税等調整額 △82,351

法人税等合計 141,826

四半期純利益 180,978
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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）

当第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)

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

減価償却費 198,667

負ののれん償却額 △2,423

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,508

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,682

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,665

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,458

有形固定資産売却損益（△は益） 80

有形固定資産除却損 24,488

受取利息及び受取配当金 △20,753

支払利息 108,881

売上債権の増減額（△は増加） 128,112

たな卸資産の増減額（△は増加） △220,320

仕入債務の増減額（△は減少） △12,761

その他 28,791

小計 712,287

利息及び配当金の受取額 21,938

利息の支払額 △106,075

法人税等の支払額 △415,186

営業活動によるキャッシュ・フロー 212,963

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

定期預金の払戻による収入 42,200

有形固定資産の取得による支出 △914,714

有形固定資産の売却による収入 75

投資有価証券の取得による支出 △99,110

貸付けによる支出 △543,612

貸付金の回収による収入 333,544

その他 63,797

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,165,820

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

長期借入れによる収入 1,600,000

長期借入金の返済による支出 △2,203,764

社債の発行による収入 493,000

社債の償還による支出 △37,500

配当金の支払額 △76,989

その他 △14,015

財務活動によるキャッシュ・フロー 560,731

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △392,126

現金及び現金同等物の期首残高 4,150,569

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 3,758,443
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【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】

当第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）

１.会計処理基準に関する事項の変更

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、第

１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適

用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）により算定しております。

これにより当第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益は106,054千円減少しております。

(2）リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号

（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以

後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１四半

期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

これによる損益に与える影響は、軽微であります。

２.持分法の適用に関する事項の変更

持分法適用関連会社

①　持分法適用関連会社の変更

当第２四半期連結会計期間より、小倉興産株式会社は新たに株式を取得したため、持分法適用の範囲に含め

ております。

②　変更後の持分法適用関連会社の数

３社

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、2,813,071千円で

あります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、2,703,612千円で

あります。

※２．販売用不動産の保有目的の変更

当第２四半期連結会計期間末において「販売用

不動産」の一部を保有目的の変更により、有形固定

資産（土地1,965,037千円　その他362,940千円）及び

無形固定資産362,309千円に振替えております。

※２．　　　　　　　─────

EDINET提出書類

株式会社ビケンテクノ(E04932)

四半期報告書

17/22



（四半期連結損益計算書関係）

当第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）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

給料手当及び賞与 614,081千円

退職給付費用 11,678

賞与引当金繰入額 89,039

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

給料手当及び賞与 282,066千円

退職給付費用 5,316

賞与引当金繰入額 52,384

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第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）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年９月30日現在）

現金及び預金勘定 3,833,843千円

預入期間が３カ月を超える定期預金 75,400

現金及び現金同等物 3,758,443

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第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）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式  7,718,722株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式  6,136株

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 77,146 10  平成20年３月31日  平成20年６月30日 利益剰余金

(2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間
末後となるもの

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年11月11日
取締役会

普通株式 77,146 10  平成20年９月30日  平成20年12月10日 利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計
期間
(自 平成20年７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 3,886,231 764,363 98,362 326,853 300,026 270,016 722,649 6,812 200,114 6,575,431 － 6,575,431

営業損益 383,836 95,971 13,740 54,786 △985 6,783 21,991 1,954 13,881 591,960 (△285,939) 306,020

当第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

（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

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び当第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）

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。

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び当第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）

海外売上高がないため該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 1,427.87円 １株当たり純資産額 1,422.06円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第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２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 24.94円 １株当たり四半期純利益金額 23.47円

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在していないため、記載しておりま

せん。

２．１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第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２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

四半期純利益金額（千円） 192,386 180,978

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 192,386 180,978

期中平均株式数（株） 7,712,586 7,712,586

（重要な後発事象）

自己株式の市場買付

当社は平成20年11月11日開催の取締役会において、会社法第165条第2項の規定に基づき、自己株式を取得す

ることを決議いたしました。 

(1）理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため。

(2）取得する株式の種類

普通株式

(3）取得する株式の数

100,000株 (上限）

(4）株式の取得価額の総額

50百万円 (上限)

(5）取得期間

平成20年11月12日から平成20年12月31日まで

２【その他】

平成20年11月11日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

①　中間配当による配当金の総額　　　　　　　　　77,146千円

②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　 　 　10円00銭

③　支払請求の効力発生日及び支払開始日　 　平成20年12月10日

　（注）　平成20年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いま

す。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社ビケンテクノ(E04932)

四半期報告書

21/22



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年11月14日

株式会社ビケンテクノ

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 佐々木健次　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 神前泰洋　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ビケンテク

ノの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成

20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期

レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ビケンテクノ及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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