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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47期
第２四半期
連結累計期間

第48期
第２四半期
連結累計期間

第47期
第２四半期
連結会計期間

第48期
第２四半期
連結会計期間

第47期

会計期間

自平成21年
４月１日
至平成21年
９月30日

自平成22年
４月１日
至平成22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22年
７月１日
至平成22年
９月30日

自平成21年
４月１日
至平成22年
３月31日

売上高（千円） 13,459,64911,806,5887,373,8896,004,45226,237,298

経常利益（千円） 533,520 474,417 286,198 254,633 793,226

四半期（当期）純利益（千円） 330,478 294,371 216,171 165,366 449,106

純資産額（千円） － － 11,138,65011,394,80411,184,113

総資産額（千円） － － 33,428,34227,322,84128,318,589

１株当たり純資産額（円） － － 1,450.801,484.181,456.72

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
43.04 38.34 28.16 21.54 58.50

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（％） － － 33.3 41.7 39.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,171,262297,169 － － 1,583,517

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
2,682,008142,652 － － 2,664,605

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△3,350,717△1,081,358 － － △4,055,849

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 4,829,9123,878,0954,519,632

従業員数（人） － － 2,079 1,987 2,062

　（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22年９月30日現在

従業員数（人） 1,987(2,683)

　（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22年９月30日現在

従業員数（人） 1,749(2,774)

　（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799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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

前年同四半期比（％）　

ビルメンテナンス事業（千円） 4,921,785 －

不動産事業（千円） 97,156 －

介護事業（千円） 312,853 －

フランチャイズ事業（千円） 667,105 －

報告セグメント計（千円） 5,998,900 －

その他（千円） 5,552 －

合計（千円） 6,004,452 －

　（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ビルメンテナンス業界は、顧客の経費削減や設備更新意欲の減少などによ

り、当社グループにとって非常に厳しい状況となりました。

こうした状況の下、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内容の変更を行うとともに、自社で

の作業消化に切り換えることにより、経費の削減を進めております。

その結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は60億4百万円（前年同期比18.6％減）、経常利益は2億54百万円

（前年同期比11.0％減）、四半期純利益は1億65百万円（前年同期比23.5％減）となりました。

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、清掃・設備保守・警備などの建物維持管理業務や、オーナー代行としての建物の

運営（入退去管理、資金管理、損益管理）、食品工場でのサニテーション業務、設備の更新工事や修繕工事など、建

物の総合マネジメントを行っております。

当第２四半期連結会計期間では、顧客からの値下げ要請や業務の縮小など、非常に厳しい状況で推移いたしま

したが、作業工程の見直しや協力業者への委託業務の変更のほか、自社での作業消化に切り換えることにより原

価の削減を進め収益体制の強化を図っております。

その結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は49億21百万円、営業利益は5億4百万円となりました。

②　不動産事業

不動産事業では、不動産の売買、仲介並びに保有している不動産の賃貸など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２四半期連結会計期間の売上高は97百万円、営業利益は19百万円となりました。

③　介護事業

介護事業では、介護施設の運営や介護サービスの提供を行っております。

入居者の皆様に喜んでいただけるような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２四半期連結会計期間の売上高は3億12百万円、営業利益は9百万円となりました。

④　フランチャイズ事業

フランチャイズ事業では、ツタヤ・ミスタードーナツ・プロント・ローソンの店舗を運営しております。

消費者意識の冷え込みを受け苦戦しておりますが、経費の削減を行いつつ、お客様に喜んでいただける店舗づ

くりを行っております。

その結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は6億67百万円、営業利益は40百万円となりました。

(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、第１四半期

連結会計期間末に比べ1億33百万円増加し38億78百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、獲得した資金は1億19百万円（前年同期は10億79百万円の資金の獲得）となりました。これは

主に、税金等調整前四半期純利益2億71百万円によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、使用した資金は36百万円（前年同期は32億59百万円の資金の獲得）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51百万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、獲得した資金は50百万円（前年同期は38億13百万円の資金の使用）となりました。これは主

に、借入金の純借入額1億19百万円（前年同期は32億19百万円の純返済額）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、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、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２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成22年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年11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

大阪証券取引所

各市場第二部

単元株式数

100株

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)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5)【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22年７月１日～

　

平成22年９月30日

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

 平成22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 385 5.00

株式会社サンリツメンテ 東京都品川区東五反田２－２－16 342 4.43

梶山孝清 大阪府箕面市 271 3.52

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　 226 2.93

ビケンテクノ取引先持株会 大阪府吹田市南金田２－12－１ 202 2.62

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 大阪市中央区備後町２－２－１　 80 1.04

和田真一 東京都練馬区 72 0.93

計 － 3,850 49.89

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成22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　　　39,000
－

単元株式数

100株

（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　 7,671,300 76,713 同上

単元未満株式 普通株式　　   1,922 － －

発行済株式総数 7,718,722 － －

総株主の議決権 － 76,713 －

（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22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
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

　

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22年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 414 420 417 419 416 413

最低（円） 397 395 397 403 400 401

　（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

代表取締役会長 － 代表取締役社長 － 梶山 高志 平成22年６月30日

代表取締役社長 － 代表取締役副社長 東京本部長 梶山 龍誠 平成22年６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、前第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）及び前第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22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から

平成22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21年７月１日から平

成21年９月30日まで）及び前第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

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,948,295 4,627,432

受取手形及び売掛金 2,292,812 2,501,056

商品及び製品 162,770 172,668

販売用不動産 8,825,571 8,110,914

仕掛品 17,630 3,695

原材料及び貯蔵品 31,743 32,752

短期貸付金 1,214,753 1,175,877

その他 841,083 1,441,494

貸倒引当金 △691,536 △661,387

流動資産合計 16,643,124 17,404,505

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※
 3,265,598

※
 3,347,713

土地 5,052,918 5,144,668

その他（純額） ※
 263,653

※
 277,993

有形固定資産合計 8,582,170 8,770,375

無形固定資産 290,399 295,059

投資その他の資産

その他 2,015,517 2,170,536

貸倒引当金 △208,370 △321,887

投資その他の資産合計 1,807,147 1,848,649

固定資産合計 10,679,717 10,914,084

資産合計 27,322,841 28,318,589
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,206,506 1,390,478

短期借入金 3,560,000 3,770,000

1年内償還予定の社債 220,000 172,500

1年内返済予定の長期借入金 2,791,134 3,480,334

未払法人税等 87,600 76,441

前受金 216,598 262,848

賞与引当金 240,435 245,014

その他 1,529,462 1,545,047

流動負債合計 9,851,736 10,942,665

固定負債

社債 620,000 460,000

長期借入金 4,276,836 4,569,564

負ののれん 2,423 4,847

退職給付引当金 403,640 383,194

役員退職慰労引当金 224,124 220,989

その他 549,276 553,216

固定負債合計 6,076,301 6,191,810

負債合計 15,928,037 17,134,476

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 7,721,816 7,504,242

自己株式 △15,929 △15,903

株主資本合計 11,366,908 11,149,360

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 27,895 34,753

評価・換算差額等合計 27,895 34,753

純資産合計 11,394,804 11,184,113

負債純資産合計 27,322,841 28,318,589
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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21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 13,459,649 11,806,588

売上原価 10,816,395 9,334,210

売上総利益 2,643,254 2,472,377

販売費及び一般管理費 ※
 2,026,170

※
 1,981,079

営業利益 617,084 491,297

営業外収益

受取利息 16,365 20,399

受取配当金 3,886 4,104

受取賃貸料 9,008 8,357

負ののれん償却額 2,423 2,423

持分法による投資利益 11,690 10,054

その他 45,247 29,826

営業外収益合計 88,622 75,167

営業外費用

支払利息 112,456 70,178

支払手数料 46,260 10,851

その他 13,469 11,017

営業外費用合計 172,186 92,047

経常利益 533,520 474,417

特別利益

固定資産売却益 119 5,514

貸倒引当金戻入額 16,114 52,337

その他 － 1,201

特別利益合計 16,234 59,053

特別損失

固定資産売却損 － 7,302

固定資産除却損 5,212 4,969

貸倒引当金繰入額 17,794 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 39,664

その他 4,600 8,045

特別損失合計 27,606 59,982

税金等調整前四半期純利益 522,147 473,489

法人税、住民税及び事業税 49,276 67,136

法人税等調整額 142,392 111,981

法人税等合計 191,669 179,118

少数株主損益調整前四半期純利益 － 294,371

四半期純利益 330,478 294,371
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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21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 7,373,889 6,004,452

売上原価 6,005,614 4,745,215

売上総利益 1,368,274 1,259,237

販売費及び一般管理費 ※
 1,024,686

※
 1,005,414

営業利益 343,588 253,822

営業外収益

受取利息 8,461 10,052

受取配当金 1,909 2,299

受取賃貸料 4,525 4,208

負ののれん償却額 1,211 1,211

持分法による投資利益 8,029 8,321

その他 19,643 14,322

営業外収益合計 43,781 40,418

営業外費用

支払利息 60,467 34,041

支払手数料 38,648 5,425

その他 2,056 140

営業外費用合計 101,172 39,608

経常利益 286,198 254,633

特別利益

貸倒引当金戻入額 27,631 27,526

特別利益合計 27,631 27,526

特別損失

固定資産除却損 3,200 2,732

会員権評価損 － 8,000

投資有価証券評価損 4,600 －

特別損失合計 7,800 10,732

税金等調整前四半期純利益 306,029 271,426

法人税、住民税及び事業税 28,348 44,675

法人税等調整額 61,509 61,384

法人税等合計 89,858 106,060

少数株主損益調整前四半期純利益 － 165,366

四半期純利益 216,171 165,366
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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21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22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 522,147 473,489

減価償却費 167,323 161,080

負ののれん償却額 △2,423 △2,423

貸倒引当金の増減額（△は減少） 494 △67,660

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,664 △4,579

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,186 20,446

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,462 3,135

有形固定資産売却損益（△は益） △119 1,788

有形固定資産除却損 5,212 4,969

受取利息及び受取配当金 △20,252 △24,503

支払利息 112,456 70,178

売上債権の増減額（△は増加） 125,357 226,976

たな卸資産の増減額（△は増加） 98,842 △717,683

仕入債務の増減額（△は減少） △36,555 △183,972

その他 256,396 287,789

小計 1,230,938 249,030

利息及び配当金の受取額 23,502 25,469

利息の支払額 △114,839 △69,747

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 31,660 92,418

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,171,262 297,169

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 △66,400 △44,900

定期預金の払戻による収入 46,200 82,500

有形固定資産の取得による支出 △1,749,315 △85,724

有形固定資産の売却による収入 4,461,782 161,031

投資有価証券の取得による支出 △15,332 △18,477

投資有価証券の売却による収入 800 7,183

貸付けによる支出 △1,045,964 △1,233,017

貸付金の回収による収入 913,610 1,255,384

その他 136,628 18,672

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,682,008 142,652

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） 448,000 △210,000

長期借入れによる収入 1,100,000 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △4,513,561 △1,981,928

社債の発行による収入 293,225 295,025

社債の償還による支出 △587,500 △92,500

配当金の支払額 △76,819 △76,844

その他 △14,061 △15,111

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,350,717 △1,081,358

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 502,553 △641,537

現金及び現金同等物の期首残高 4,327,359 4,519,632

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 4,829,912

※
 3,878,095
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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22年４月１日
至　平成22年９月30日）

会計処理基準に関する事項の変更

資産除去債務に関する会計基準の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用し

ております。　

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ2,508千円減少し、税金等調整前四半

期純利益は42,173千円減少しております。

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

（四半期連結損益計算書）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当

第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

　

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

（四半期連結損益計算書）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当

第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

【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22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額は、3,010,616千円であ

ります。

※　有形固定資産の減価償却累計額は、2,972,494千円であ

ります。

　

（四半期連結損益計算書関係）

前第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）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22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。

※　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 744,541千円

退職給付費用 17,165

賞与引当金繰入額 99,085

給料手当及び賞与 744,088千円

退職給付費用 19,650

賞与引当金繰入額 90,483

　

前第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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22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。

※　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 374,028千円

退職給付費用 8,603

賞与引当金繰入額 62,790

給料手当及び賞与 367,615千円

退職給付費用 9,824

賞与引当金繰入額 54,945
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（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21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22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

※　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９月30日現在） （平成22年９月30日現在）

現金及び預金勘定 4,927,312千円

預入期間が３カ月を超える定

期預金
97,400

現金及び現金同等物 4,829,912

現金及び預金勘定 3,948,295千円

預入期間が３カ月を超える定

期預金
70,200

現金及び現金同等物 3,878,095

　

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　

平成22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 41,200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22年６月29日

定時株主総会
普通株式 76,796 10 平成22年３月31日 平成22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22年11月10日

取締役会
普通株式 76,796 10 平成22年９月30日 平成22年12月10日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【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）

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（Ｆ
Ｃ）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 3,868,641692,05899,206448,816319,384146,435694,4344,7481,100,1637,373,889 － 7,373,889

営業損益 384,698101,28010,55287,00010,071 101 28,008△4,359 19,006636,361(△292,772)343,588

前第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）

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（Ｆ
Ｃ）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 7,673,8271,374,059197,532819,313626,518323,2031,336,2108,8191,100,16313,459,649－ 13,459,649

営業損益 743,571208,38923,643128,23319,411 8,673 70,956△5,496 8,3931,205,776(△588,691)617,084

　（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２四半期連結累計期間

「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２四半期連結累計期間の不動産管理事業部門の売上高151,333千円及び営業利益は92,444千

円増加しております。　

【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21年７月１日　至平成21年９月30日）及び前第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）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な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21年７月１日　至平成21年９月30日）及び前第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。
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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要　

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているも

のであります。

当社グループは、サービスの内容別に事業本部を置き、各事業本部は包括的な戦略を立案し、事業活動を展

開しております。

したがって、当社グループは、事業本部を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、経済的

特徴が類似している事業セグメントを集約した結果、「ビルメンテナンス事業」、「不動産事業」、「介護事

業」、「フランチャイズ事業」の４つを報告セグメントとしております。

「ビルメンテナンス事業」は、清掃・設備保守・警備などの建物維持管理業務や、オーナー代行としての

建物の運営（入退去管理、資金管理、損益管理）、食品工場でのサニテーション業務、設備の更新工事や修繕

工事など、建物の総合マネジメントを行っております。「不動産事業」は、不動産の売買、仲介並びに保有し

ている不動産の賃貸などを行っております。「介護事業」は、介護施設の運営や介護サービスの提供を行っ

ております。「フランチャイズ事業」は、フランチャイズ店舗の運営を行っております。

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日　至 平成22年９月30日）　

　

報告セグメント
その他
（千円）
（注）１

合計
（千円）

調整額
（千円）
（注）２

四半期連結損益計算書計上額
（千円）
（注）３　

ビルメンテ
ナンス事業
（千円）

不動産事業
（千円）

介護事業
（千円）

フランチャ
イズ事業
（千円）

計
（千円）

売上高 9,672,958199,479635,3461,289,155　 11,796,9389,64911,806,588 － 11,806,588

セグメント利益
又は損失（△）

950,770　 44,522 39,918 87,477　 1,122,689△2,1321,120,557△629,259　　 491,297

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日　至 平成22年９月30日）　

　

報告セグメント
その他
（千円）
（注）１

合計
（千円）

調整額
（千円）
（注）２

四半期連結損益計算書計上額
（千円）
（注）３　

ビルメンテ
ナンス事業
（千円）

不動産事業
（千円）

介護事業
（千円）

フランチャ
イズ事業
（千円）

計
（千円）

売上高 4,921,78597,156 312,853667,105　 5,998,9005,5526,004,452 － 6,004,452

セグメント利益
又は損失（△）

504,238　 19,441 9,314 40,305　 573,299 △107 573,191△319,368　　 253,822

（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、病院経営コンサルティン

グ事業及び環境衛生事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額　当第２四半期連結累計期間△629,259千円、当第２四半期

連結会計期間△319,368千円は、各報告セグメントに含まれていない全社費用であります。全社費用

は、主に報告セグメントに帰属しない業務推進のための共通費用や総務・経理部門等の管理部門に

係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

該当事項はありません。　

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号　平成20年３月21日）を適用しております。　
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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22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 1,484.18円 １株当たり純資産額 1,456.72円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第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）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 43.04円 １株当たり四半期純利益金額 38.34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）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

四半期純利益（千円） 330,478 294,371

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） 330,478 294,371

期中平均株式数（株） 7,677,586 7,677,536

前第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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 28.16円 １株当たり四半期純利益金額 21.54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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

四半期純利益（千円） 216,171 165,366

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） 216,171 165,366

期中平均株式数（株） 7,677,586 7,677,522
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（重要な後発事象）

前第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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

固定資産の譲渡

当社は平成21年９月28日開催の取締役会において、固定

資産の譲渡を決議し、平成21年10月30日に売却いたしま

した。 

(1）譲渡の理由

経営資源の有効活用や資産効率の向上を図るため。

(2）譲渡資産の内容

名称 堺筋ベストビル

所在地 大阪市中央区南船場１丁目43番地

帳簿価額　　 4,265百万円　

譲渡価額　　　

　
4,750百万円

敷地面積 1,048.44㎡　

建物概要 12階建、延床面積8,515.30㎡　

用途 オフィスビル　

(3）損益に与える影響額

当該固定資産の譲渡にかかる影響については、第３

四半期において約389百万円の固定資産売却益を計

上する見込みです。

─────

　

２【その他】

平成22年11月10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22年12月10日

　（注）平成22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11月13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、株式会社ビケンテクノ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。

 

追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成21年10月30日に固定資産を売却した。　

　

　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11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22年４月１日から平成23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22年７月１日から平成

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