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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３四半期
連結累計期間

第47期
第３四半期
連結累計期間

第46期
第３四半期
連結会計期間

第47期
第３四半期
連結会計期間

第46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21年
４月１日
至平成21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21年
10月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（千円） 19,102,62019,581,6486,113,2776,121,99825,864,818

経常利益（千円） 750,023 854,876 151,630 321,356 240,149

四半期（当期）純利益（千円） 245,965 722,152 53,578 391,674 176,996

純資産額（千円） － － 10,968,45911,436,54710,860,017

総資産額（千円） － － 30,579,98627,668,13832,435,189

１株当たり純資産額（円） － － 1,424.001,489.601,414.51

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
31.90 94.06 6.95 51.02 22.97

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（％） － － 35.9 41.3 33.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
371,8331,738,650 － － △81,159

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,257,1392,915,684 － － △1,373,772

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
284,150△4,774,145 － － 1,631,721

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 3,549,4134,207,5484,327,359

従業員数（人） － － 2,119 2,088 2,075

（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．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21年12月31日現在

従業員数（人） 2,088(2,759)

（注）　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第３四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21年12月31日現在

従業員数（人） 1,852(2,654)

（注）　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第３四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982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３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

　前年同四半期比（％）

サービス売上高及び賃貸収入   

ビルメンテナンス事業（千円） 3,758,993 100.9

食品製造設備衛生管理事業（千円） 669,095 93.7

実験動物飼育事業（千円） 101,570 102.0

不動産管理事業（千円） 350,467 110.6

介護事業（千円） 315,879 107.5

施設営繕リフォーム事業等（千円） 231,554 84.5

小計（千円） 5,427,561 100.1

フランチャイズ売上高   

フランチャイズ（ＦＣ）事業（千円） 690,334 100.4

商品売上高   

環境衛生事業（千円） 4,102 165.7

不動産売上高   

不動産分譲事業（千円） － －

合計（千円） 6,121,998 100.1

（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【事業等のリスク】

当第３四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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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３四半期連結会計期間におけるビルメンテナンス業界は、顧客の更なる経費削減や価格競争の激化により、

非常に厳しい状態となっています。また、清掃・設備・警備他の品質に対する顧客の要請は多様化してきており、従

来以上の幅広い対応が求められております。

こうした状況の下、当社グループにおいても、顧客からの発注が減少し非常に厳しい状態となっております。しか

し、当社グループでは、作業工程の見直しや協力業者への委託業務の変更などを行い、原価の削減を進めておりま

す。

また、第３四半期連結会計期間に大阪市に所在する賃貸用ビルを売却し、固定資産売却益を計上しております。

その結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は61億21百万円（前年同期比0.1％増）経常利益は3億21百万円

（前年同期比111.9％増）、四半期純利益は3億91百万円（前年同期比631.0％増）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では、顧客からの値下げ要請や業務の減少など、非常に厳しい状態となっておりますが、

作業工程の見直しや協力業者への委託業務の変更などを行い、原価の削減を進め、収益体質の強化を図っており

ます。また、収益の改善が見込めない現場等につきましては、撤退も視野に入れた交渉も行っております。

その結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は37億58百万円（前年同期比0.9％増）、営業利益は4億4百万円

（前年同期比28.4％増）となりました。

②　食品製造設備衛生管理事業

経済環境の悪化を受けた消費者心理の冷え込みや新型インフルエンザの流行により、外食が減り、内食が増加

する傾向となっております。当社の顧客である食品製造業界では生産商品の種類により稼働率が大きく変動して

います。また、航空旅客数の減少により、機内食サービス部門は減収となっております。

その結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は6億69百万円（前年同期比6.3％減）、営業利益は1億円（前年

同期比39.4％増）となりました。

③　実験動物飼育事業

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、研究機関での実験動物飼育業務に対するニーズ

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、実験設備更新時の消毒作業や、

実験の補助、胚操作など専門性の高いサービスを提供しており、安定的な収益を計上しております。

その結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は1億1百万円（前年同期比2.0％増）、営業利益は12百万円（前

年同期比0.2％減）となりました。

④　不動産管理事業

前期12月にＭ＆Ａを行った㈱マイムコミュニティーの法人社宅管理業務の売上が計上されていることや、販売

用不動産に関する賃貸収入の計上を行っております。

その結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は3億50百万円（前年同期比10.6％増）、営業利益は15百万円

（前年同期比68.0％減）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では、入居者の皆様に喜んでいただけるようホスピタリ

ティを旨とした展開を強化しております。

その結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は3億15百万円（前年同期比7.5％増）、営業利益は20百万円

（前年同期比19百万円増）となりました。

⑥　施設営繕リフォーム事業等

グループ内の連携を強化し、顧客に対し省エネにつながる設備更新工事や、大規模改修工事など、総合的な提案

を行っております。

その結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は2億31百万円（前年同期比15.5％減）、営業利益は23百万円

（前年同期比18.2％増）となりました。

⑦　フランチャイズ（ＦＣ）事業

消費者意識の冷え込みを受け苦戦しておりますが、店舗の改装や新規店舗の開店を行い、お客様に喜んでいた

だける店舗作りを行っております。第２四半期にプロント梅田楽天地ビル店をオープンしましたが、前期８月に

閉店したプロント東梅田店の売上が減少しております。

その結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は6億90百万円（前年同期比0.4％増）、営業利益は27百万円

（前年同期比26百万円増）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。また、新型インフルエンザ対策に効果があると言われ
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ているプロトクリンウォーターの販売を行っております。

その結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は4百万円（前年同期比65.7％増）、営業損失は3百万円（前年

同期は0百万円の営業損失）となりました。

⑨　不動産分譲事業

不動産市況の冷え込みにより、不動産業界では引き続き資金調達が厳しい状況が続いております。このような

状況の下、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等に売

却を行っておりますが、昨今の不動産市況を鑑み、抑制的な対応で臨んでおります。

その結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は－百万円（前年同期－百万円）、営業損失は5百万円（前年同

期は1億59百万円の営業損失）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6億22百万円減少し、42億7百万円となりました。

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。　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、獲得した資金は5億67百万円（前年同期は1億58百万円の資金の獲得）となりました。これは主

に、税金等調整前四半期純利益によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、獲得した資金は2億33百万円（前年同期は91百万円の資金の使用）となりました。これは主に、

有形固定資産の売却による収入3億9百万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、使用した資金は14億23百万円（前年同期は2億76百万円の資金の使用）となりました。これは

主に、借入金の純返済額13億8百万円によるものです。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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、前四半期連結会計期間末において計画中であった賃貸用ビルの売却につき

ましては、平成21年10月に完了いたしました。なお、新たに確定した重要な設備の新設、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 15,000,000

計 15,000,000

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21年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年２月12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

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式であ

り、単元株式数は100

株であります。

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21年10月１日～

　

平成21年12月31日

－ 7,718,722 － 1,808,800 － 1,852,220

(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。
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(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21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21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）

普通株式　　 39,000　　　
－

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式であり、単

元株式数は100株であ

ります。

（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　7,672,300 76,723 同上

単元未満株式 普通株式　 　　 922 － －

発行済株式総数  7,718,722 － －

総株主の議決権 － 76,723 －

（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。

②【自己株式等】

 平成21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）

株式会社ビケンテクノ

大阪府吹田市南金

田２－12－１
39,000 － 39,000 0.5

（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 － 45,500 － 45,500 0.6
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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 10月 11月 12月

最高（円） 352 390 425 435 448 449 443 429 435

最低（円） 317 320 360 399 418 414 390 386 398

（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 総務・人事担当 専務取締役 社長室長 和田弘久 平成21年７月１日

取締役
介護事業部長・
不動産開発部長

取締役　　 不動産開発部長 重森　保 平成21年７月１日

取締役 社長室長 取締役 総務部長 梶山孝清 平成21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。

　なお、前第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）及び前第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）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から

平成21年12月31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）及び前第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

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半

期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21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21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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,308,748 4,404,559

受取手形及び売掛金 2,160,595 2,513,967

商品及び製品 195,670 187,589

販売用不動産 8,409,324 8,505,453

仕掛品 30,770 8,023

原材料及び貯蔵品 33,765 31,676

短期貸付金 1,036,404 837,693

その他 972,041 1,876,797

貸倒引当金 △497,886 △442,315

流動資産合計 16,649,433 17,923,445

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※１
 3,380,944

※１
 3,455,161

土地 ※２
 5,135,416

※２
 7,137,987

その他（純額） ※１
 285,311

※１
 1,260,303

有形固定資産合計 8,801,672 11,853,453

無形固定資産 297,513 666,750

投資その他の資産

その他 2,249,401 2,338,003

貸倒引当金 △329,883 △346,462

投資その他の資産合計 1,919,518 1,991,540

固定資産合計 11,018,704 14,511,744

資産合計 27,668,138 32,435,189

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,340,919 1,437,307

短期借入金 4,430,000 4,830,000

1年内償還予定の社債 210,000 208,200

1年内返済予定の長期借入金 3,520,482 4,249,342

未払法人税等 35,727 54,144

賞与引当金 96,771 267,065

その他 1,923,110 2,416,495

流動負債合計 11,557,011 13,462,555

固定負債

社債 510,000 829,300

長期借入金 3,028,530 6,170,778

負ののれん 6,059 9,695

退職給付引当金 379,743 366,346

役員退職慰労引当金 220,795 223,065

その他 529,450 513,430

固定負債合計 4,674,579 8,112,616

負債合計 16,231,590 21,575,172
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日)

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 7,777,289 7,208,730

自己株式 △15,903 △15,903

株主資本合計 11,422,406 10,853,847

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 14,140 6,169

評価・換算差額等合計 14,140 6,169

純資産合計 11,436,547 10,860,017

負債純資産合計 27,668,138 32,435,189
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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）

前第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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 19,102,620 19,581,648

売上原価 15,858,307 15,639,677

売上総利益 3,244,312 3,941,970

販売費及び一般管理費 ※
 2,676,304

※
 3,020,431

営業利益 568,007 921,539

営業外収益

受取利息 21,850 25,051

受取配当金 10,714 4,772

受取賃貸料 70,933 13,154

負ののれん償却額 8,179 3,635

持分法による投資利益 7,889 16,998

違約金収入 205,000 20,000

その他 59,325 67,865

営業外収益合計 383,893 151,478

営業外費用

支払利息 165,292 151,396

支払手数料 － 52,894

その他 36,585 13,850

営業外費用合計 201,877 218,141

経常利益 750,023 854,876

特別利益

固定資産売却益 57 389,949

貸倒引当金戻入額 12,044 19,164

移転補償金 50,000 －

特別利益合計 62,101 409,114

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 28,573 8,572

投資有価証券評価損 64,586 4,600

貸倒引当金繰入額 39,292 58,794

その他 9,800 －

特別損失合計 248,445 71,966

税金等調整前四半期純利益 563,680 1,192,023

法人税、住民税及び事業税 266,497 63,918

法人税等調整額 51,216 405,952

法人税等合計 317,714 469,870

四半期純利益 245,965 722,152
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第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)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 6,113,277 6,121,998

売上原価 5,199,484 4,823,282

売上総利益 913,792 1,298,716

販売費及び一般管理費 ※
 892,575

※
 994,261

営業利益 21,217 304,454

営業外収益

受取利息 8,059 8,685

受取配当金 3,752 886

受取賃貸料 21,389 4,146

負ののれん償却額 5,755 1,211

持分法による投資利益 6,703 5,308

違約金収入 125,000 20,000

その他 26,094 22,710

営業外収益合計 196,755 62,947

営業外費用

支払利息 56,410 38,940

その他 9,931 7,105

営業外費用合計 66,341 46,046

経常利益 151,630 321,356

特別利益

固定資産売却益 － 389,829

貸倒引当金戻入額 2,689 3,050

特別利益合計 2,689 392,879

特別損失

固定資産除却損 4,085 3,359

投資有価証券評価損 26,688 －

貸倒引当金繰入額 15,439 41,000

特別損失合計 46,213 44,359

税金等調整前四半期純利益 108,106 669,876

法人税、住民税及び事業税 17,616 14,641

法人税等調整額 36,911 263,559

法人税等合計 54,527 278,201

四半期純利益 53,578 391,674
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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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21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 563,680 1,192,023

減価償却費 316,682 264,764

負ののれん償却額 △8,179 △3,635

貸倒引当金の増減額（△は減少） 27,258 38,992

賞与引当金の増減額（△は減少） △161,598 △170,294

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,953 13,397

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,341 △2,269

有形固定資産売却損益（△は益） 80 △389,949

有形固定資産除却損 28,573 8,572

受取利息及び受取配当金 △32,565 △29,823

支払利息 165,292 151,396

売上債権の増減額（△は増加） 578,993 346,002

たな卸資産の増減額（△は増加） △81,320 63,211

仕入債務の増減額（△は減少） △84,086 △96,387

その他 △152,006 609,864

小計 1,174,098 1,995,864

利息及び配当金の受取額 33,814 32,883

利息の支払額 △143,030 △141,275

法人税等の支払額 △693,049 △148,821

営業活動によるキャッシュ・フロー 371,833 1,738,650

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 △71,000 △98,800

定期預金の払戻による収入 68,200 74,800

有形固定資産の取得による支出 △981,369 △1,803,320

有形固定資産の売却による収入 75 4,771,136

投資有価証券の取得による支出 △99,286 △15,512

投資有価証券の売却による収入 130 2,499

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

8,580 －

貸付けによる支出 △730,812 △1,101,673

貸付金の回収による収入 460,021 925,482

その他 88,321 161,072

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,257,139 2,915,684

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） 940,000 △400,000

長期借入れによる収入 1,900,000 1,300,000

長期借入金の返済による支出 △2,829,096 △5,174,426

社債の発行による収入 493,000 293,225

社債の償還による支出 △37,500 △617,500

自己株式の取得による支出 △3,715 －

配当金の支払額 △154,183 △153,621

その他 △24,355 △21,823

財務活動によるキャッシュ・フロー 284,150 △4,774,145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △601,155 △119,811

現金及び現金同等物の期首残高 4,150,569 4,327,359

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 3,549,413

※
 4,207,548
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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21年４月１日
至　平成21年12月31日）

会計処理基準に関する事項の変更

従来、販売用不動産に係る賃貸収入について営業外損益に計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間より販売不

動産に係る賃貸収入を売上高に計上し、それに対応する原価を売上原価に計上することとしました。この変更は、経営

方針を見直した結果、販売用不動産に係る賃貸収入の重要性が増したことに鑑み、経営成績をより適正に表示するため

に行ったものであります。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は182,197千円、売上総利益及び営業利益は111,406千円増加しておりま

す。　

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。　

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

（四半期連結損益計算書）

　前第３四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「支払手数料」は、営業

外費用総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記することとしました。なお、前第３四半

期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「支払手数料」は23,161千円であります。
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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21年12月31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、2,927,665千円で

あります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、2,859,680千円で

あります。

※２．担保に供されている資産で、企業集団の事業の運営

において重要なものであり、かつ、前連結会計年度の

末日に比べて著しい変動が認められるものは、次の

とおりであります。

土地 3,880,540千円

※２．担保資産

　

　

　

土地 5,883,577千円
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（四半期連結損益計算書関係）

前第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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31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 1,006,809千円

退職給付費用 18,047

賞与引当金繰入額 35,234

※　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 1,211,371千円

退職給付費用 25,758

賞与引当金繰入額 35,673

前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31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 392,727千円

退職給付費用 6,369

賞与引当金繰入額 35,234

※　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 466,830千円

退職給付費用 8,593

賞与引当金繰入額 35,673

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31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12月31日現在）

現金及び預金勘定 3,621,813千円

預入期間が３カ月を超える定期

預金
72,400

現金及び現金同等物 3,549,413

※　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21年12月31日現在）

現金及び預金勘定  4,308,748千円

預入期間が３カ月を超える定期

預金
101,200

現金及び現金同等物 4,207,548

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21年12月31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 41,136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

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 76,796 10 平成21年３月31日 平成21年６月29日利益剰余金

平成21年11月11日

取締役会
普通株式 76,796 10 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）

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 3,724,903713,76399,578316,980293,822274,159687,5942,475 － 6,113,277－ 6,113,277

営業損益(△は損失) 315,53472,01612,12647,340 939 19,4961,300 △252△159,847308,654(287,437)21,217

当第３四半期連結会計
期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31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 3,758,993669,095101,570350,467315,879231,554690,3344,102 － 6,121,998－ 6,121,998

営業損益(△は損失) 404,991100,39612,09615,12920,13723,05027,617△3,747△5,503594,168(289,713)304,454

前第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）

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 11,629,0602,200,235297,276964,190900,305789,7042,111,23910,492200,11419,102,620－ 19,102,620

営業損益(△は損失) 1,045,582251,67540,192164,60015,89235,90346,496 435△156,0151,444,764(876,756)568,007

当第３四半期連結累計
期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31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 11,432,8212,043,155299,1031,169,780942,398554,7582,026,54412,9221,100,16319,581,648－ 19,581,648

営業損益(△は損失) 1,148,563308,78535,740143,36339,54831,72398,574△9,243 2,8891,799,944(878,405)921,539

（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

３．会計処理基準に関する事項の変更

前第３四半期連結累計期間

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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当第３四半期連結累計期間

の営業利益は、不動産分譲事業で150,162千円減少しております。　

当第３四半期連結累計期間

「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」に記載のとおり、従来、販売用不動産

に係る賃貸収入について営業外損益に計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間より販売用不動産に

係る賃貸収入を売上高に計上し、それに対応する原価を売上原価に計上することとしました。

この変更は、経営方針を見直した結果、販売用不動産に係る賃貸収入の重要性が増したことに鑑み、経営成績

をより適正に表示するために行ったものであります。　

この結果、当第３四半期連結累計期間の不動産管理事業部門の売上高182,197千円及び営業利益は111,406千

円増加しております。
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【所在地別セグメント情報】

前第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３四半期連結会計期間（自

　平成21年10月１日　至平成21年12月31日）並びに前第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）及び当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31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】

前第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３四半期連結会計期間（自

　平成21年10月１日　至平成21年12月31日）並びに前第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）及び当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21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。
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（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21年12月31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 1,489.60円 １株当たり純資産額 1,414.51円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 31.90円 １株当たり四半期純利益金額 94.06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。

 
前第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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

四半期純利益金額（千円） 245,965 722,152

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） 245,965 722,152

期中平均株式数（株） 7,710,586 7,677,586

前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 6.95円 １株当たり四半期純利益金額 51.02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。

 
前第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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

四半期純利益金額（千円） 53,578 391,674

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） 53,578 391,674

期中平均株式数（株） 7,707,586 7,677,586

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

平成21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　　　　　　　　　76,796千円

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。
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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12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、株式会社ビケンテクノ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。

　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22年２月12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３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成

21年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21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、株式会社ビケンテクノ及び連結子会社の平成21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。

　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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