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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３四半期連結
累計期間

第52期
第３四半期連結
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12月31日

自平成20年10月１日
至平成20年12月31日

自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

売上高（千円） 25,493,201　　　　　　　8,550,282 35,167,431

経常利益（千円） 433,544 136,369 883,621

四半期（当期）純利益（千円） 193,618  58,491 445,275

純資産額（千円） － 15,899,783 16,644,864

総資産額（千円） － 21,889,330 23,101,227

１株当たり純資産額（円） － 1,025.50 1,073.33

１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
12.68 3.83 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（％） －   71.55 70.97

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
         258,672 － 60,133

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
 △313,243 － △608,936

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
  △326,573 － △328,730

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－  5,588,657 5,969,801

従業員数（人） －     3,133 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３四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３四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12月31日現在

従業員数（人）   3,133    (2,814)

　（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12月31日現在

従業員数（人）     1,807    (1,175)

　（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３四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３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31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）     5,780,523  67.6   

　その他業務（千円）     795,372  9.3   

　商品販売（千円）     269,123 3.2   

　ビルメンテナンス事業　計（千円）     6,845,019 80.1   

アウトソーシング事業（千円）     948,727 11.1   

建築エンジニアリング事業（千円）     308,547 3.6   

その他の事業         

　その他業務（千円）     295,005 3.4   

　商品販売（千円）     152,982 1.8   

　その他の事業　計（千円）     447,988 5.2   

合計（千円）     8,550,282 100.0   

　(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３四半期連結会計期間
　（自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日）

構成比(％)　

民間（千円）     7,879,813 92.2    

官公庁（千円）     670,468 　　　　　　　　7.8

合計（千円）     8,550,282 100.0    

　(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３四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３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、金融危機に端を発した世界同時不況の影響により一段と厳し

さが増し、輸出の落ち込みや個人消費の冷え込みを背景に、企業の収益環境は大幅に悪化して、景気の先行きに対す

る不安感は急速に高まりました。

　当ビルメンテナンス業界におきましても、深刻化する国内経済の低迷により、顧客企業のコスト削減意識は更に深

まり、同業者間による新規物件の受注競争は沈静化することなく推移しております。

　こうした中、当社グループは営業体制の強化を図るとともに、顧客ニーズに対するサービスの向上に努め、事業の

競争力を高めて業容の拡大に取り組んでまいりました。

　この結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は8,550,282千円となりました。利益面におきましては、営業利益は

86,892千円、経常利益は136,369千円、四半期純利益は58,491千円となりました。

　事業別の業績は、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、設備業務、その他業務は新規受注などにより増加しましたが、清掃業務、警備業務の解約や商品販売の

減少により、6,845,019千円となりました。

　営業利益は、受託業務の解約や仕様減による売上高減の影響、新規受注物件の売上原価比率の上昇などにより

405,046千円となりました。

　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の新規受注などが増加したことにより、948,727千円となりました。

　営業利益は、売上高増により52,605千円となりました。

　③ 建築エンジニアリング事業

　売上高は、建設業界不況による競争激化や改修工事の減少から受注が減少し308,547千円となりました。

　営業損失は、売上高減の影響で7,408千円となりました。

　④ その他の事業

　売上高は、放射線防護資機材等の販売が増加したことにより447,988千円となりました。

　営業損失は、営業費用の増加により5,788千円となりました。

　(２) キャッシュ・フローの状況

　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、第２四半期連結会計期間末

に比べて165,732千円減少し、5,588,657千円となりました。

　当第３四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

　営業活動の結果使用された資金は122,203千円となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が129,553

千円、減価償却費が60,616千円、賞与引当金の減少額が473,284千円、仕入債務の増加額が139,774千円、法人税等の

支払額が104,076千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

　投資活動の結果得られた資金は108,382千円となりました。主な内訳は、有価証券の償還による収入が100,000千

円、定期預金の預入による支出が158,306千円、定期預金の払戻による収入が191,129千円、投資有価証券の取得に

よる支出が92,381千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

　財務活動の結果使用された資金は152,739千円となりました。主な内訳は、配当金の支払額が148,180千円、長期借

入金の返済による支出が3,750千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３四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３四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３四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３四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成20年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年２月13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）
　単元株式数1,000株

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10月１日～　

　平成20年12月31日
－ 15,475,610 － 4,499,678 － 4,233,466
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（５）【大株主の状況】

 大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。 

（６）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日(平成20年９月30日)に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

 平成20年12月31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)

－　 単元株式数1,000株　
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 　同上

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12月31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 10月 11月 12月

最高（円） 670 689 730 780 730 669   541   541  649

最低（円） 642 641 670 703 680 547   435  505   505

　（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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から

平成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,966,771 6,747,167

受取手形及び売掛金 ※3
 3,596,215 4,147,203

有価証券 1,142,543 342,136

商品 56,970 50,260

仕掛品 12,946 22,459

貯蔵品 6,914 5,554

繰延税金資産 216,482 321,964

その他 717,764 454,938

貸倒引当金 △10,862 △13,049

流動資産合計 11,705,745 12,078,634

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 954,406

※1
 1,015,406

土地 1,824,498 1,838,354

その他（純額） ※1
 159,286

※1
 172,179

有形固定資産合計 2,938,192 3,025,939

無形固定資産 246,851 306,735

投資その他の資産

投資有価証券 3,711,633 4,627,535

繰延税金資産 633,584 243,885

その他 2,822,343 3,022,385

貸倒引当金 △169,019 △203,887

投資その他の資産合計 6,998,542 7,689,918

固定資産合計 10,183,585 11,022,593

資産合計 21,889,330 23,101,227

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※3
 1,396,731 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 22,103 200,807

未払消費税等 186,324 165,573

賞与引当金 215,827 642,286

その他 1,570,065 1,176,957

流動負債合計 3,436,053 3,936,767

固定負債

長期借入金 6,250 －

退職給付引当金 1,731,916 1,683,599
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日)

役員退職慰労引当金 137,745 131,999

その他 ※2
 677,582

※2
 703,997

固定負債合計 2,553,493 2,519,596

負債合計 5,989,547 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 6,785,364 6,927,784

自己株式 △126,622 △124,702

株主資本合計 15,391,886 15,536,225

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 269,739 859,070

評価・換算差額等合計 269,739 859,070

少数株主持分 238,158 249,568

純資産合計 15,899,783 16,644,864

負債純資産合計 21,889,330 23,101,227
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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）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 25,493,201

売上原価 22,663,806

売上総利益 2,829,394

販売費及び一般管理費

役員報酬 249,589

給料及び手当 1,080,305

賞与引当金繰入額 44,323

退職給付費用 46,351

役員退職慰労引当金繰入額 18,458

福利厚生費 229,537

賃借料 289,362

減価償却費 119,185

その他 549,635

販売費及び一般管理費合計 2,626,750

営業利益 202,644

営業外収益

受取利息 21,242

受取配当金 118,052

生命保険配当金 24,175

持分法による投資利益 27,271

その他 62,885

営業外収益合計 253,627

営業外費用

支払利息 922

コミットメントフィー 4,250

保険解約損 14,640

その他 2,913

営業外費用合計 22,727

経常利益 433,544

特別利益

有形固定資産売却益 2,575

貸倒引当金戻入額 216

その他 1,755

特別利益合計 4,547

特別損失

有形固定資産売却損 3,505

有形固定資産除却損 980

投資有価証券評価損 9,755

投資有価証券売却損 16,953

その他 2,630

特別損失合計 33,825
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

税金等調整前四半期純利益 404,266

法人税、住民税及び事業税 100,971

法人税等調整額 102,446

法人税等合計 203,417

少数株主利益 7,230

四半期純利益 193,618
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 8,550,282

売上原価 7,601,833

売上総利益 948,448

販売費及び一般管理費

役員報酬 87,646

給料及び手当 320,076

賞与引当金繰入額 44,323

退職給付費用 14,873

役員退職慰労引当金繰入額 5,723

福利厚生費 72,330

賃借料 96,287

減価償却費 40,059

その他 180,235

販売費及び一般管理費合計 861,556

営業利益 86,892

営業外収益

受取利息 4,247

受取配当金 34,599

生命保険配当金 513

持分法による投資利益 8,975

その他 18,931

営業外収益合計 67,267

営業外費用

支払利息 264

コミットメントフィー 1,252

保険解約損 14,640

その他 1,633

営業外費用合計 17,789

経常利益 136,369

特別利益

有形固定資産売却益 2,575

貸倒引当金戻入額 499

その他 1,755

特別利益合計 4,831

特別損失

有形固定資産売却損 3,505

有形固定資産除却損 151

投資有価証券評価損 7,990

特別損失合計 11,648

税金等調整前四半期純利益 129,553

法人税、住民税及び事業税 △51,024

法人税等調整額 120,609

法人税等合計 69,584

少数株主利益 1,477

四半期純利益 58,491

EDINET提出書類

東京美装興業株式会社(E04909)

四半期報告書

16/27



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20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 404,266

減価償却費 176,832

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,139

退職給付引当金の増減額（△は減少） 48,317

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,745

賞与引当金の増減額（△は減少） △426,458

受取利息及び受取配当金 △139,295

支払利息 922

為替差損益（△は益） 1,163

持分法による投資損益（△は益） △27,271

有形固定資産除却損 980

有形固定資産売却損益（△は益） 929

投資有価証券評価損益（△は益） 9,755

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） 566,314

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,443

仕入債務の増減額（△は減少） △319,405

その他 △33,139

小計 285,916

利息及び配当金の受取額 140,373

利息の支払額 △1,036

法人税等の支払額 △166,580

営業活動によるキャッシュ・フロー 258,672

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 △329,844

定期預金の払戻による収入 429,337

有価証券の取得による支出 △498,719

有価証券の償還による収入 100,000

有形固定資産の取得による支出 △43,409

無形固定資産の取得による支出 △6,578

投資有価証券の取得による支出 △222,276

投資有価証券の売却による収入 25,945

貸付金の回収による収入 64,425

その他 167,877

投資活動によるキャッシュ・フロー △313,243

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 △13,756

自己株式の取得による支出 △1,919

配当金の支払額 △331,297

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 △326,573

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △381,143

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
 5,588,657
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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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31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、2,066,415千円で

あります。

※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22,982千円と少額なため、固定

負債の「その他」に含めて表示しております。

※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。

※３　四半期連結会計期間末日満期手形

　　　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理について

は、当四半期連結会計期間の末日が金融機関の休日で

したが、満期日に決済が行われたものとして処理して

おります。当四半期連結会計期間末日満期手形の金額

は、次のとおりであります。

　　　受取手形　　　　　　　　　　　　　　11,920千円

　　　支払手形　　　　　　　　　　　　　　72,064千円

 －

 

（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

－

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

－

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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12月31日現在）

　  (千円)

　現金及び預金勘定  5,966,771

有価証券勘定 1,142,543

　計 7,109,314

　預入期間が３か月を超える定期預金  △520,741

　ＭＭＦ及びＣＰ以外の有価証券  △999,915

　現金及び現金同等物  5,588,657
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（株主資本等関係）

　当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平

成20年12月31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  203,463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

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

　(２) 基準日が当第３四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３四半期連結会計期間末後とな

るもの

該当事項はありません。
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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３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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
 6,845,019   948,727   308,547   447,988 8,550,282  －

  

8,550,282

(2）セグメント間の

　　内部売上高

　　又は振替高

－    － －    － －   －   －

計  6,845,019    948,727308,547   447,988 8,550,282   －
  

8,550,282

　　営業利益又は

営業損失(△)計
 405,046    52,605△7,408   △5,788　444,454(357,562) 　 86,892

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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
 20,613,598  2,784,186   835,3541,260,063 25,493,201   －  25,493,201

(2）セグメント間の

　　内部売上高

　　又は振替高

   － －   －   －     －     －  －

計   20,613,598  2,784,186835,3541,260,06325,493,201　 －  25,493,201

　　営業利益又は

営業損失(△)
1,307,58751,240△28,999△5,2881,324,539(1,121,895)    202,644

　（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３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31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  900,391 903,400 3,008

(2）社債   299,528 298,492 △1,036

(3）その他   －   － －

合計  1,199,920  1,201,892  1,971

２　その他有価証券で時価のあるもの

区分

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31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   1,664,937  2,150,772485,835

(2）債券    －   －   －

(3）その他    159,029  114,019 △45,009

合計     1,823,966  2,264,791440,825
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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３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31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     1,025.50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３四半期連結会計期間末

(平成20年12月31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)  15,899,783 16,644,864

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）    238,158 249,568

(うち少数株主持分) (238,158) (249,568)

普通株式に係る四半期末(期末)の純資産額（千円）    15,661,625 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)
  15,272 15,275

　２　１株当たり四半期純利益金額

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額     12.68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     3.83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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

四半期純利益（千円）  193,618  　58,491

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）   193,618  　58,491

期中平均株式数（千株） 15,273 15,272

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

（追加情報）

　平成20年12月17日付でアステラス東海株式会社と締結した「基本合意書」に基づき、アウトソーシング業務( 製

剤・梱包 等 )の移管にともなう事業補償として、平成21年３月期決算において特別利益1,363,000千円を計上する

予定です。

　なお、平成21年２月締結予定の正式契約書において、金額が変動する可能性もあります。
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（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おこなっておりま

すが、当四半期連結会計期間末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　　

　　　をおこなっております。　
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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21年２月10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３四半期連結会

計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１

日から平成20年12月31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12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累

計期間の経営成績並びに第３四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。

追記情報

　追加情報に記載されているとおり、会社はアウトソーシング業務の移管に係る基本合意書を締結して

いる。 

　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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