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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53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53期
第２四半期
連結会計期間

第52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21年
４月１日
至平成21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21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（千円） 16,942,91916,727,835　 8,467,4738,702,464　 34,643,033

経常利益（千円） 296,890269,377　 203,677144,573　 722,813

四半期（当期）純利益（千円） 135,127145,732　 94,197 88,656　 831,269

純資産額（千円） － － 16,330,61716,680,427　 16,507,412

総資産額（千円） － － 22,313,17522,217,156　 23,454,475

１株当たり純資産額（円） － － 1,053.381,076.851,065.25

１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
8.85 9.54 6.17 5.81 54.43

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 74.01 69.36

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
380,048 474,619 － － 977,868

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△421,625△1,346,031 － － 279,085

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△173,833△170,332 － － △334,355

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 5,754,3905,850,6566,892,400

従業員数（人） － － 3,110 2,877 3,113

　（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21年９月30日現在

従業員数（人） 2,877(2,960)

　（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当第２四半期連結会計期間平均雇用人員(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21年９月30日現在

従業員数（人） 1,577(1,235)

　（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当第２四半期会計期間平均雇用人員(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21年７月１日
至　平成21年９月30日）

前年同四半期比(％)　

ビルメンテナンス事業 　 　

　ビルメンテナンス業務（千円） 5,899,131 △0.9

　その他業務（千円） 418,865 △42.4

　商品販売（千円） 269,381 24.9

　ビルメンテナンス事業　計（千円） 6,587,378 △4.5

アウトソーシング事業（千円） 673,299 △25.5

建築エンジニアリング事業（千円） 1,076,780 334.7

その他の事業 　 　

　その他業務（千円） 252,645 △12.6

　商品販売（千円） 112,360 △13.4

　その他の事業　計（千円） 365,005 △12.9

合計（千円） 8,702,464 2.8

　(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21年７月１日
　至　平成21年９月30日）

前年同四半期比(％)

民間（千円） 8,041,240 3.4

官公庁（千円） 661,223 △4.0

合計（千円） 8,702,464 2.8

　(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

３【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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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　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、一部の景気動向調査で景気の持ち直しが伝えられたものの、企

業の設備投資の減少や雇用情勢の悪化、個人消費の低迷など、景気は依然として厳しい状況で推移しました。　

当社グループの属するビルメンテナンス業界におきましても、顧客企業の経費削減意識の高まりや設備投資の抑

制、契約物件の解約や仕様変更などにより、引き続き厳しい経営環境が続いております。

　こうした中、当社グループでは、顧客ニーズに迅速に対応し信頼関係を構築することが急務と考え、営業体制を強

化し、多様化・高度化する顧客ニーズを捉えて事業の拡大を図る一方、各種経費の見直し、業務効率化の推進等によ

る企業体質の強化を推し進めてまいりました。　

　この結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は8,702,464千円(前年同期比2.8％増)となりました。利益面におき

ましては、売上原価の上昇により売上総利益が減少する中、経費の削減に努めましたが吸収することができず、営業

利益は87,166千円(前年同期比12.1％減)、経常利益は144,573千円(前年同期比29.0％減)、四半期純利益は88,656千

円(前年同期比5.9％減)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、設備業務や警備業務が大型の商業施設及び各種用途ビル等の新規受注並びに前年度受注した業務の通

年稼動等により増加し、商品販売も関連商品販売が順調に推移したことから増加しました。しかし、主たる業務で

ある清掃業務は、首都圏を中心に新規物件の受注が堅調に推移しましたものの、全社的には解約や仕様変更の要因

により減少しました。また、その他業務も臨時業務や各種施設における日常的サービス業務等が減少し、全体とし

て6,587,378千円(前年同期比4.5％減)となりました。

　営業利益は、売上高の減少にともない443,026千円(前年同期比9.0％減)となりました。

　② アウトソーシング事業

　売上高は、プロパティマネジメント業務が商業施設を中心に運営管理、リーシング、販売促進等の諸業務の受注は

順調に推移しましたが、大型受注業務の解約及び減少が大きく影響し、673,299千円(前年同期比25.5％減)となり

ました。

営業損益は、売上高の減少により19,629千円の損失(前年同期は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、マンション工事の竣工に加え各種工事の受注が増加したこともあり1,076,780千円(前年同期比

334.7％増)と大きく伸長いたしました。　

　営業利益は、売上高の増加により27,299千円(前年同期は199千円の損失)を計上することとなりました。

　④ その他の事業

　売上高は、子会社における放射線防護資機材等の商品販売や原子力関連業務の減少により365,005千円(前年同期

比12.9％減)となりました。

　営業損益は、受注業務の売上原価率の上昇により5,960千円の損失(前年同期は8,312千円の利益)となりました。
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　(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621,201千円減少し、5,850,656千円となりました。

　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

　営業活動によるキャッシュ・フローは311,942千円の増加(前第２四半期連結会計期間は561,620千円の増加)と

なりました。

　主な増加要因は、賞与引当金の増加額422,642千円、税金等調整前四半期純利益153,658千円、減価償却費54,376千

円によるものであります。

　主な減少要因は、売上債権の増加額309,940千円、仕入債務の減少額101,625千円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

　投資活動によるキャッシュ・フローは889,014千円の減少(前第２四半期連結会計期間は404,164千円の減少)と

なりました。

　主な増加要因は、有形固定資産の売却による収入48,314千円、定期預金の払戻による収入25,460千円によるもの

であります。

　主な減少要因は、投資有価証券の取得による支出501,363千円、有価証券の取得による支出499,194千円によるも

のであります。　

　③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　財務活動によるキャッシュ・フローは44,129千円の減少(前第２四半期連結会計期間は29,118千円の減少)とな

りました。

　主な減少要因は、配当金の支払額39,663千円によるものであります。

　(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、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21年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年11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21年７月１日～　

　平成21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21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 　北海道札幌市北区 291 1.9

　株式会社リンレイ 　東京都中央区銀座４丁目10－13 288 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

　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15－５ 226 1.5

　新菱冷熱工業株式会社 東京都新宿区四谷２丁目４　 210 1.4

　北野建設株式会社 　東京都中央区銀座１丁目９－２ 210 1.4

計 － 10,740 69.4

　（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21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      205,000
－　 －　

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　

　　
84,610 － 　－

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8,000株（議決権8個）含ま

れております。

②【自己株式等】

 平成21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
205,000 － 205,000 1.3

計 － 205,000 － 205,000 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21年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 640 594 677 696 680 690

最低（円） 600 579 574 651 630 649

　（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において、役員の異動はありません。
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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、前第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）及び前第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）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期

連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１

日から平成21年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則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、前第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）及び前第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並びに当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第

２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21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 6,240,372 7,325,515

受取手形及び売掛金 3,841,426 3,751,003

有価証券 1,441,609 542,781

商品 67,729 53,815

仕掛品 11,391 3,015

貯蔵品 3,990 6,474

繰延税金資産 345,094 386,382

未収入金 72,393 1,478,080

その他 299,612 393,898

貸倒引当金 △11,186 △12,247

流動資産合計 12,312,433 13,928,720

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 815,921

※1
 862,904

土地 1,548,059 1,623,247

その他（純額） ※1
 140,188

※1
 154,600

有形固定資産合計 2,504,169 2,640,752

無形固定資産 188,419 228,038

投資その他の資産

投資有価証券 4,648,194 3,621,235

繰延税金資産 529,908 654,872

その他 2,198,507 2,546,703

貸倒引当金 △164,476 △165,848

投資その他の資産合計 7,212,134 6,656,964

固定資産合計 9,904,723 9,525,755

資産合計 22,217,156 23,454,475

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,368,779 1,622,637

短期借入金 30,000 30,000

1年内返済予定の長期借入金 10,000 15,000

未払法人税等 110,849 684,143

未払消費税等 134,817 244,509

賞与引当金 624,208 651,177

その他 1,095,099 1,369,362

流動負債合計 3,373,754 4,616,830
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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

長期借入金 － 2,500

退職給付引当金 1,673,053 1,620,170

役員退職慰労引当金 126,940 143,468

その他 ※2
 362,980

※2
 564,092

固定負債合計 2,162,975 2,330,232

負債合計 5,536,729 6,947,063

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 7,416,037 7,423,014

自己株式 △128,218 △127,400

株主資本合計 16,020,962 16,028,757

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 422,241 238,554

評価・換算差額等合計 422,241 238,554

少数株主持分 237,223 240,099

純資産合計 16,680,427 16,507,412

負債純資産合計 22,217,156 23,454,475
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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 16,942,919 16,727,835

売上原価 15,061,973 14,971,639

売上総利益 1,880,945 1,756,196

販売費及び一般管理費

役員報酬 161,943 169,205

給料及び手当 643,103 601,356

賞与引当金繰入額 117,125 105,815

退職給付費用 31,477 27,708

役員退職慰労引当金繰入額 12,735 11,025

福利厚生費 157,207 158,075

貸倒引当金繰入額 283 606

賃借料 193,075 171,654

減価償却費 79,125 70,709

その他 369,400 344,967

販売費及び一般管理費合計 1,765,477 1,661,123

営業利益 115,468 95,073

営業外収益

受取利息 16,994 8,608

受取配当金 83,453 79,146

生命保険配当金 23,662 35,193

持分法による投資利益 18,296 14,610

その他 43,953 41,318

営業外収益合計 186,360 178,877

営業外費用

支払利息 658 369

コミットメントフィー 2,998 2,504

為替差損 － 1,018

その他 1,280 680

営業外費用合計 4,937 4,572

経常利益 296,890 269,377

特別利益

有形固定資産売却益 － 13,970

特別利益合計 － 13,970

特別損失

有形固定資産売却損 － 6,179

有形固定資産除却損 828 713

減損損失 － 5,350

投資有価証券売却損 16,953 －

投資有価証券評価損 1,764 99

その他 2,630 1,411

特別損失合計 22,177 13,754
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（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)

税金等調整前四半期純利益 274,713 269,594

法人税、住民税及び事業税 151,995 81,044

法人税等調整額 △18,162 38,395

法人税等合計 133,833 119,439

少数株主利益 5,752 4,423

四半期純利益 135,127 145,732
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 8,467,473 8,702,464

売上原価 7,482,958 7,795,472

売上総利益 984,514 906,991

販売費及び一般管理費

役員報酬 82,857 83,583

給料及び手当 296,743 284,280

賞与引当金繰入額 80,782 72,168

退職給付費用 17,392 13,753

役員退職慰労引当金繰入額 7,079 5,295

福利厚生費 81,287 77,213

貸倒引当金繰入額 － 606

賃借料 95,594 83,460

減価償却費 39,650 34,520

その他 184,005 164,943

販売費及び一般管理費合計 885,393 819,825

営業利益 99,120 87,166

営業外収益

受取利息 11,646 5,982

受取配当金 41,895 26,603

生命保険配当金 22,399 305

持分法による投資利益 9,683 8,049

その他 21,656 19,134

営業外収益合計 107,281 60,076

営業外費用

支払利息 383 176

コミットメントフィー 1,502 1,257

為替差損 － 736

その他 837 498

営業外費用合計 2,724 2,669

経常利益 203,677 144,573

特別利益

有形固定資産売却益 － 10,364

貸倒引当金戻入額 606 －

特別利益合計 606 10,364

特別損失

有形固定資産除却損 146 402

投資有価証券評価損 1,764 99

投資有価証券売却損 16,953 －

その他 2,330 776

特別損失合計 21,195 1,278

税金等調整前四半期純利益 183,088 153,658

法人税、住民税及び事業税 133,300 51,601

法人税等調整額 △47,174 11,129
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（単位：千円）

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

法人税等合計 86,125 62,731

少数株主利益 2,764 2,270

四半期純利益 94,197 88,656
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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 274,713 269,594

減価償却費 116,215 109,790

減損損失 － 5,350

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,080 △2,432

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,979 52,882

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 22 △16,528

賞与引当金の増減額（△は減少） 46,826 △26,969

受取利息及び受取配当金 △100,448 △87,754

支払利息 658 369

為替差損益（△は益） △429 1,018

持分法による投資損益（△は益） △18,296 △14,610

有形固定資産除却損 828 713

有形固定資産売却損益（△は益） － △7,791

投資有価証券評価損益（△は益） 1,764 99

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 △80,205

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,173 △19,806

仕入債務の増減額（△は減少） △459,179 △253,858

その他 △128,711 △241,955

小計 342,522 △312,092

利息及び配当金の受取額 100,690 89,980

受取補償金の受取額 － 1,363,000

利息の支払額 △660 △356

法人税等の支払額 △62,504 △665,911

営業活動によるキャッシュ・フロー 380,048 474,619

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 △157,663

定期預金の払戻による収入 238,208 299,874

有価証券の取得による支出 △498,719 △998,270

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 △30,593 △37,217

有形固定資産の売却による収入 － 103,251

無形固定資産の取得による支出 △3,232 △4,920

投資有価証券の取得による支出 △129,894 △705,898

投資有価証券の売却による収入 23,405 4,857

貸付金の回収による収入 37,000 892

その他 113,739 49,061

投資活動によるキャッシュ・フロー △421,625 △1,346,031
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（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)

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 △7,500

自己株式の取得による支出 △1,110 △818

配当金の支払額 △183,117 △152,414

少数株主への配当金の支払額 △9,600 △9,600

財務活動によるキャッシュ・フロー △173,833 △170,332

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △215,411 △1,041,744

現金及び現金同等物の期首残高 5,969,801 6,892,400

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 5,754,390

※1
 5,850,656
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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21年４月１日
至　平成21年９月30日）

会計処理基準に関する事項の変更 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用して

おりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19

年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第18号　平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、

第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期

間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事

進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。これ

による損益に与える影響はありません。

【簡便な会計処理】

 
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）

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21年４月１日
至　平成21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21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、1,865,276千円

     であります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、2,007,126千円

     であります。

※２ 負ののれんは、金額が9,173千円と少額なため、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18,379千円と少額なため、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）

該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

※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

※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） （平成21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

　 （千円）

　現金及び預金勘定 6,240,372

有価証券勘定 1,441,609

　計 7,681,982

　預入期間が３か月を超える定期預金 △532,667

　ＭＭＦ及びＣＰ以外の有価証券 △1,298,658

　現金及び現金同等物 5,850,656
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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21年９月30日）及び当第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）

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　205,938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21年６月26日

定時株主総会
普通株式 152,709 10.0平成21年３月31日平成21年６月29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21年11月９日

取締役会
普通株式 152,696 10.0平成21年９月30日平成21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】

前第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
6,897,089903,671247,686419,0258,467,473－ 8,467,473

(2）セグメント間の

　　内部売上高

　　又は振替高

－ － － － － － －

計 6,897,089903,671247,686419,0258,467,473－ 8,467,473

　　営業利益又は

営業損失(△)
486,947△3,398 △199 8,312491,662(392,541)99,120

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21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
6,587,378673,2991,076,780365,0058,702,464　－ 8,702,464　

(2）セグメント間の

　　内部売上高

　　又は振替高

－ － － － － － －

計 6,587,378673,2991,076,780365,0058,702,464　－ 8,702,464　

　　営業利益又は

営業損失(△)
443,026△19,62927,299△5,960444,735(357,569)87,166　
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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）

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
13,768,5781,835,458526,807812,07416,942,919－ 16,942,919

(2）セグメント間の

　　内部売上高

　　又は振替高

－ － － － － － －

計 13,768,5781,835,458526,807812,07416,942,919－ 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

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）

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
13,340,4931,298,5571,288,959799,825

16,727,835

　
－
16,727,835

　

(2）セグメント間の

　　内部売上高

　　又は振替高

－ － － － － － －

計 13,340,4931,298,5571,288,959799,825
16,727,835

　
－
16,727,835

　

　　営業利益又は

営業損失(△)
885,129△37,969 9,810△26,311830,659(735,586)95,073　

　（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

　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】

前第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２四半期連結会計期間

（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）並びに前第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）及び当第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）

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】

前第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２四半期連結会計期間

（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）並びに前第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）及び当第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）

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21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 1,399,0071,402,267 3,260

(2）社債 599,675 602,554 2,878

(3）その他 － － －

合計 1,998,6822,004,821 6,138

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21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 1,737,7432,468,165730,422

(2）債券 － － －

(3）その他 151,952 122,643△29,309

合計 1,889,6952,590,809701,113
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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21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 1,076.85円 １株当たり純資産額 1,065.25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21年９月30日）
前連結会計年度末　

（平成21年３月31日)　

純資産の部の合計額(千円) 16,680,427 16,507,412

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 237,223 240,099

(うち少数株主持分) (237,223)　 (240,099)

普通株式に係る四半期末(期末)の純資産額（千円） 16,443,203 16,267,312

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)
15,269 15,270

　２　１株当たり四半期純利益金額

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）

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 9.54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。

 
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）

四半期純利益（千円） 135,127 145,732

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） 135,127 145,732

期中平均株式数（千株） 15,274 15,270

　

前第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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

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。

１株当たり四半期純利益金額 5.81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。

 
前第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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

四半期純利益（千円） 94,197 88,656

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） 94,197 88,656

期中平均株式数（千株） 15,273 15,270
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（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（リース取引関係）

　リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について、引き続き通常の

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、当第２四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21年11月９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…………………………152,696千円

　（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21年12月10日

　（注）平成21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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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成21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21年４月１日から平成22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21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１

日から平成21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21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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