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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52期

第２四半期連結
累計期間

第52期
第２四半期連結
会計期間

第51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） 16,942,919 8,467,473 35,167,431

経常利益（千円） 296,890 203,677 883,621

四半期（当期）純利益（千円） 135,127 94,197 445,275

純資産額（千円） － 16,330,617 16,644,864

総資産額（千円） － 22,313,175 23,101,227

１株当たり純資産額（円） － 1,053.38 1,073.33

１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
8.85 6.17 29.15

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） － 72.10 70.97

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
380,048 － 60,133

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△421,625 － △608,936

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△173,833 － △328,730

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ 5,754,390 5,969,801

従業員数（人） － 3,110 3,111

　（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、消費税等は含まれておりません。

　３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）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、重要な関係会社の異動はありません。

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） 3,110 (2,989)

　（注）１　従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向

者を含む就業人員であります。

２　従業員数の(　　)内は、パートタイマー及び臨時従業員で年間平均雇用人員(常用換算)を外書で記載しておりま

す。

（２）提出会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 1,783 (1,201)

　（注）１　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。

２　従業員数の(　　)内は、パートタイマー及び臨時従業員で年間平均雇用人員(常用換算)を外書で記載しておりま

す。
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第２【事業の状況】

１【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、官公庁及び民間別に示すと、次のとおりであります。

　(１)　事業の種類別セグメントの売上実績

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）

構成比(％)　

ビルメンテナンス事業   

　ビルメンテナンス業務（千円） 5,953,902 70.3

　その他業務（千円） 727,573 8.6

　商品販売（千円） 215,612 2.6

　ビルメンテナンス事業　計（千円） 6,897,089 81.5

アウトソーシング事業（千円） 903,671 10.7

建築エンジニアリング事業（千円） 247,686 2.9

その他の事業   

　その他業務（千円） 289,210 3.4

　商品販売（千円） 129,814 1.5

　その他の事業　計（千円） 419,025 4.9

合計（千円） 8,467,473 100.0

　(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　(２)　官公庁及び民間別売上実績

区分
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）

構成比(％)　

民間（千円） 7,778,657 91.9

官公庁（千円） 688,815 8.1

合計（千円） 8,467,473 100.0

　(注)　上記の金額には、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わが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界金融不安や原

油価格の高騰、原材料価格の上昇等により景気の下振れリスクが高まる一方、企業業績の低下や個人消費の頭打ち

感が顕在化し、日本経済の先行きへの不透明感がいっそう高まりました。

当ビルメンテナンス業界におきましては、首都圏を中心に商業施設や各種複合ビルなどの供給は堅調に推移いた

しましたが、業者間におけるこれら新規物件の受注競争は厳しく、また、既存契約先においても受託業務の見直しに

よる顧客先のコスト削減が目立つなど、受託価格の伸び悩みにより引続き厳しい経営環境が続いております。

こうした中、当社グループは市況に合わせて営業体制を整え、積極的に新規物件の受注に努めました。その結果、

大規模な商業施設や各種用途ビルなどの新規物件の受注が好調に推移いたしました。さらには、既存顧客先のニー

ズを探り、間口を広げた営業展開により業容拡大を図りました。

　この結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は8,467,473千円となりました。利益面におきましては、営業利益は

99,120千円、経常利益は203,677千円、四半期純利益は94,197千円となりました。

　事業別の売上高は、次のとおりであります。

　① ビルメンテナンス事業

　売上高は、商業施設や各種用途ビルなどの新規受注により設備業務とその他業務が増加し、清掃業務も解約や仕

様減などの影響もありましたが堅調に増加いたしました。一方、警備業務と商品販売は解約などにより減少しまし

たが全体では6,897,089千円となりました。

　営業利益は、契約業務の見直しによる売上の減額や解約にともなう減少、また、新規受注物件の売上原価上昇など

により486,947千円となりました。

　② アウトソーシング事業

　売上高は、ファシリティマネジメント業務、プロパティマネジメント業務、製造補助業務共に解約や仕様減の影響

で減少したことにより903,671千円となりました。

営業損益は、売上高が減少したことにより3,398千円の損失となりました。

　③ 建築エンジニアリング事業

　売上高は、リニューアル工事を中心とした各種工事の受注が堅調であったことにより247,686千円となりました。

　営業損益は、売上高が増加しましたが199千円の損失となりました。

　④ その他の事業

　売上高は、放射線防護資機材等の商品販売が堅調に推移したことにより419,025千円となりました。

　営業利益は、売上高の増加により8,312千円となりました。

　(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現金及び現金同等物は(以下「資金」という。)は、第１四半期連結会計期間

末に比べて128,337千円増加し、5,754,390千円となりました。

　当第２四半期連結会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。

　① 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561,620千円となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が183,088千

円、賞与引当金の増加額が469,461千円、売上債権の減少額が216,704千円、仕入債務の減少額が105,907千円となった

ことによるものであります。

　② 投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資活動に使用された資金は404,164千円となりました。主な内訳は、有価証券の取得による支出が498,719千円、

投資有価証券の取得による支出が63,723千円、定期預金の払戻による収入が73,108千円となったことによるもので

あります。

　③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　財務活動に使用された資金は29,118千円となりました。主な内訳は、長期借入金の返済による支出が6,257千円、配

当金の支払額が22,615千円となったことによるものであります。
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　(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、当連結会社の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

　当社グループの研究開発活動については、特に記載すべき事項はありません。
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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、主要な設備に重要な異動はありません。

（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、重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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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 61,900,000

計 61,900,000

　

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 15,475,610 15,475,610
東京証券取引所

（市場第二部）
　－

計 15,475,610 15,475,610 － －

　

（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
－ 15,475,610 － 4,499,678 － 4,233,466
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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（％）

　セコム株式会社 　東京都渋谷区神宮前１丁目５－１ 5,585 36.1

　八　木　秀　記 　東京都大田区 3,108 20.1

　株式会社テーオーシー 　東京都品川区西五反田７丁目22－17 305 2.0

　田　中　幹　夫 　東京都中野区 291 1.9

　株式会社リンレイ 　東京都中央区銀座４丁目10－13 285 1.9

　株式会社穴吹工務店 　香川県高松市藤塚町１丁目11－22 285 1.8

　半　田　貞　治　郎 　沖縄県那覇市 271 1.8

　三井不動産株式会社 　東京都中央区日本橋室町２丁目１－１ 231 1.5

　興和不動産株式会社 　東京都港区南青山１丁目15－５ 225 1.4

　新菱冷熱工業株式会社 東京都新宿区四谷２丁目４　 210 1.3

　北野建設株式会社 　東京都中央区銀座１丁目９－２ 210 1.3

計 － 11,007 71.1

　（注）　セコム株式会社の所有株式数5,585千株には、同社が委託している日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（信託口）の所有株数1,160千株を含め記載しております。
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（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       202,000
－　 －　

完全議決権株式（その他） 普通株式　 15,186,000 15,186 　－

単元未満株式
普通株式　

　　
　87,610 － 　－

発行済株式総数 15,475,610　 －　 　－　

総株主の議決権 　－ 15,186　 　－　

　（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、㈱証券保管振替機構名義の株式が82,000株（議決権82個）含ま

れております。

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)

東京美装興業株式会社

東京都新宿区西新宿

６丁目５番１号
202,000 － 202,000 1.3

計 － 202,000 － 202,000 1.3

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） 670 689 730 780 730 669

最低（円） 642 641 670 703 680 547

　（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。
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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。

　役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏　　　名 変更年月日

常務取締役

営業本部長

兼FM事業部長

常 務 取 締 役

営 業 本 部 長
古　　橋　　秀　　夫　 平成20年10月１日

　執行役員の新任

役名及び職名 氏　　　名 就任年月日

執行役員

事業本部副本部長

兼東京統括支店長

佐　藤　和　彦　 平成20年７月１日

　執行役員の退任

役名及び職名 氏　　　名 退任年月日

執行役員

事業本部副本部長

兼技術管理部長

原　　　　　力　 平成20年９月30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。

　なお、四半期連結財務諸表は、第１四半期連結会計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）から、

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令

第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しています。

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 6,167,098 6,747,167

受取手形及び売掛金 3,566,541 4,147,203

有価証券 1,241,646 342,136

商品 53,527 50,260

仕掛品 20,134 22,459

貯蔵品 6,786 5,554

繰延税金資産 357,704 321,964

その他 399,997 454,938

貸倒引当金 △11,406 △13,049

流動資産合計 11,802,031 12,078,634

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※１
 980,522

※１
 1,015,406

土地 1,838,354 1,838,354

その他（純額） ※１
 163,250

※１
 172,179

有形固定資産合計 2,982,126 3,025,939

無形固定資産 265,754 306,735

投資その他の資産

投資有価証券 4,190,333 4,627,535

繰延税金資産 380,730 243,885

その他 2,861,098 3,022,385

貸倒引当金 △168,898 △203,887

投資その他の資産合計 7,263,263 7,689,918

固定資産合計 10,511,144 11,022,593

資産合計 22,313,175 23,101,227

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,256,957 1,716,137

短期借入金 30,000 30,000

1年内返済予定の長期借入金 15,000 5,006

未払法人税等 144,651 200,807

未払消費税等 184,146 165,573

賞与引当金 689,112 642,286

その他 1,150,606 1,176,957

流動負債合計 3,470,474 3,936,767

固定負債

長期借入金 10,000 －

退職給付引当金 1,687,578 1,683,599
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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)

役員退職慰労引当金 132,021 131,999

その他 ※２
 682,484

※２
 703,997

固定負債合計 2,512,084 2,519,596

負債合計 5,982,558 6,456,363

純資産の部

株主資本

資本金 4,499,678 4,499,678

資本剰余金 4,233,466 4,233,466

利益剰余金 6,879,609 6,927,784

自己株式 △125,812 △124,702

株主資本合計 15,486,940 15,536,225

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 601,890 859,070

評価・換算差額等合計 601,890 859,070

少数株主持分 241,786 249,568

純資産合計 16,330,617 16,644,864

負債純資産合計 22,313,175 23,101,227
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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 16,942,919

売上原価 15,061,973

売上総利益 1,880,945

販売費及び一般管理費

役員報酬 161,943

給料及び手当 643,103

賞与引当金繰入額 117,125

退職給付費用 31,477

役員退職慰労引当金繰入額 12,735

福利厚生費 157,207

貸倒引当金繰入額 283

賃借料 193,075

減価償却費 79,125

その他 369,400

販売費及び一般管理費合計 1,765,477

営業利益 115,468

営業外収益

受取利息 16,994

受取配当金 83,453

生命保険配当金 23,662

持分法による投資利益 18,296

その他 43,953

営業外収益合計 186,360

営業外費用

支払利息 658

コミットメントフィー 2,998

その他 1,280

営業外費用合計 4,937

経常利益 296,890

特別損失

有形固定資産除却損 828

投資有価証券評価損 1,764

投資有価証券売却損 16,953

その他 2,630

特別損失合計 22,177

税金等調整前四半期純利益 274,713

法人税、住民税及び事業税 151,995

法人税等調整額 △18,162

法人税等合計 133,833

少数株主利益 5,752

四半期純利益 135,127
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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 8,467,473

売上原価 7,482,958

売上総利益 984,514

販売費及び一般管理費

役員報酬 82,857

給料及び手当 296,743

賞与引当金繰入額 80,782

退職給付費用 17,392

役員退職慰労引当金繰入額 7,079

福利厚生費 81,287

賃借料 95,594

減価償却費 39,650

その他 184,005

販売費及び一般管理費合計 885,393

営業利益 99,120

営業外収益

受取利息 11,646

受取配当金 41,895

生命保険配当金 22,399

持分法による投資利益 9,683

その他 21,656

営業外収益合計 107,281

営業外費用

支払利息 383

コミットメントフィー 1,502

その他 837

営業外費用合計 2,724

経常利益 203,677

特別利益

貸倒引当金戻入額 606

特別利益合計 606

特別損失

有形固定資産除却損 146

投資有価証券評価損 1,764

投資有価証券売却損 16,953

その他 2,330

特別損失合計 21,195

税金等調整前四半期純利益 183,088

法人税、住民税及び事業税 133,300

法人税等調整額 △47,174

法人税等合計 86,125

少数株主利益 2,764

四半期純利益 94,197
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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 274,713

減価償却費 116,215

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,080

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,979

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 22

賞与引当金の増減額（△は減少） 46,826

受取利息及び受取配当金 △100,448

支払利息 658

為替差損益（△は益） △429

持分法による投資損益（△は益） △18,296

有形固定資産除却損 828

投資有価証券評価損益（△は益） 1,764

投資有価証券売却損益（△は益） 16,953

売上債権の増減額（△は増加） 590,878

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,173

仕入債務の増減額（△は減少） △459,179

その他 △128,711

小計 342,522

利息及び配当金の受取額 100,690

利息の支払額 △660

法人税等の支払額 △62,504

営業活動によるキャッシュ・フロー 380,048

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 △171,538

定期預金の払戻による収入 238,208

有価証券の取得による支出 △498,719

有形固定資産の取得による支出 △30,593

無形固定資産の取得による支出 △3,232

投資有価証券の取得による支出 △129,894

投資有価証券の売却による収入 23,405

貸付金の回収による収入 37,000

その他 113,739

投資活動によるキャッシュ・フロー △421,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 30,000

長期借入金の返済による支出 △10,006

自己株式の取得による支出 △1,110

配当金の支払額 △183,117

少数株主への配当金の支払額 △9,600

財務活動によるキャッシュ・フロー △173,833

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △215,411

現金及び現金同等物の期首残高 5,969,801

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 5,754,390
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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）

会計処理基準に関する事項の

変更

重要な資産の評価基準及び評価方法の変

更 

「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）を第１四半期連結会計期間から適用

し、評価基準については原価法から原価

法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）に変更しております。

　なお、この変更による影響は軽微であり

ます。

【簡便な会計処理】

　
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）

固定資産の減価償却費の算定

方法

　減価償却の方法として定率法を採用して

いる資産の減価償却費につきましては、連

結会計年度に係る減価償却の額を期間按分

して算定しております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

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）

該当事項はありません。
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【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、2,049,704千円であ

ります。

※２　負ののれんは、金額が27,585千円と少額なため、固定負

債の「その他」に含めて表示しております。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、1,986,271千円であ

ります。

※２　負ののれんは、金額が36,791千円と少額なため、固定負

債の「その他」に含めて表示しております。

（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）

－

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）

※１ 　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）

　 （千円）

　現金及び預金勘定 6,167,098

有価証券勘定 1,241,646

　計 7,408,745

　預入期間が３か月を超える定期預金 △555,157

　ＭＭＦ及びＣＰ以外の有価証券 △1,099,198

　現金及び現金同等物 5,754,390
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（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  15,475,610株

２　自己株式の種類及び株式数

　普通株式  202,008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 183,302 12.0 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
（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11月７日

取締役会
普通株式 152,736 10.0 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）

アウトソー
シング事業
（千円）

建築エンジ
ニアリング
事業
（千円）

その他
の事業

　（千円）

 
計

（千円）

消去又は
全社
（千円）

 
連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に

対する売上高
6,897,089 903,671 247,686 419,025 8,467,473 － 8,467,473

(2）セグメント間の

　　内部売上高

　　又は振替高

－ － － － － － －

計 6,897,089 903,671 247,686 419,025 8,467,473 － 8,467,473

　　営業利益又は

営業損失(△)
486,947 △3,398 △199 8,312 491,662 (392,541) 99,120

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）

アウトソー
シング事業
（千円）

建築エンジ
ニアリング
事業
（千円）

その他
の事業

　（千円）

 
計

（千円）

消去又は
全社
（千円）

 
連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に

対する売上高
13,768,578 1,835,458 526,807 812,074 16,942,919 － 16,942,919

(2）セグメント間の

　　内部売上高

　　又は振替高

－ － － － － － －

計 13,768,578 1,835,458 526,807 812,074 16,942,919 － 16,942,919

　　営業利益又は

営業損失(△)
902,541 △1,364 △21,590 499 880,085 (764,616) 115,468

　（注）１　事業区分の方法

事業の種類として役務提供及び商品の種類、性質、販売市場等の類似性から判断して、「ビルメンテナンス事

業」「アウトソーシング事業」「建築エンジニアリング事業」「その他の事業」に区分しております。

２　各事業区分の主要業務

区　　　　　　分 主　要　業　務

　ビルメンテナンス事業

　建築物等の清掃管理業務、設備保守管理業務、警備業務、環

境測定分析業務、その他建築物等の日常的な運営に係る各

種サービス業務、関連用品の販売及びそれらの付帯業務

　アウトソーシング事業
　ファシリティマネジメント(ＦＭ)業務、プロパティマネジ

メント(ＰＭ)業務、製造補助業務

　建築エンジニアリング事業 　建築工事、リニューアル工事、建物診断業務

　その他の事業 　放射線管理測定分析業務、業務用関連機器等の販売等
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【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）

在外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。

（有価証券関係）

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

区分

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

四半期連結
貸借対照表
計上額(千円)

時価（千円） 差額(千円)

(1）国債・地方債等 899,723 899,572 △151

(2）社債 399,473 397,618 △1,855

(3）その他 － － －

合計 1,299,197 1,297,190 △2,006

２　その他有価証券で時価のあるもの

区分

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

取得原価
（千円）

四半期連結
貸借対照表
計上額（千円）

差額
（千円）

(1）株式 1,580,579 2,616,123 1,035,544

(2）債券 － － －

(3）その他 161,569 136,349 △25,220

合計 1,742,149 2,752,472 1,010,323
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（デリバティブ取引関係）

　該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

（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 1,053.38円 １株当たり純資産額 1,073.33円

　（注） １株当たり純資産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)　

純資産の部の合計額(千円) 16,330,617 16,644,864

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 241,786 249,568

(うち少数株主持分) (241,786) (249,568)

普通株式に係る四半期末(期末)の純資産額（千円） 16,088,831 16,395,296

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期末

(期末)の普通株式の数(千株)
15,273 15,275

　２　１株当たり四半期純利益金額

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 8.85円

　なお、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。

１株当たり四半期純利益金額 6.17円

　なお、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。

　（注） 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（千円） 135,127 94,197

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（千円） 135,127 94,197

期中平均株式数（千株） 15,274 15,273

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（リース取引関係）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っております

が、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないため、

記載しておりません。
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２【その他】

　平成20年11月７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…………………………152,736千円

　（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日現在の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に対し、支払いを

おこないます。
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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。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成20年11月11日

東 京 美 装 興 業 株 式 会 社

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 福　原　正　三　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 福　本　千　人　　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」に掲げられている東

京美装興業株式会社の平成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、東京美装興業株式会社及び連結子会

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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