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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

※平成19年７月１日付で１株を２株とする株式分割を実施しております。  

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 4,286 ― 238 ― 240 ― 83 ―

20年3月期第1四半期 4,121 24.3 273 △21.2 328 △6.4 189 △30.5

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 6.20 6.20
20年3月期第1四半期 28.30 28.30

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 8,956 6,833 76.3 509.17
20年3月期 8,826 6,743 76.4 502.47

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  6,833百万円 20年3月期  6,743百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 15.00 15.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 15.00 15.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 8,687 6.9 558 7.7 532 11.3 316 17.8 23.61
通期 17,551 4.8 1,100 19.8 1,049 39.0 623 108.7 46.49

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※平成19年７月１日付で１株を２株とする株式分割を実施しております。  

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１.本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
２. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基
準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結
財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  13,439,142株 20年3月期  13,439,142株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  18,986株 20年3月期  18,986株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  13,420,156株 20年3月期第1四半期  6,705,580株
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（参考）株式分割に伴う１株当たり数値の遡及修正

当社は、平成19年７月１日付で、１株を２株とする株式分割を実施しております。

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前第１四半期並びに前連結会計年度における１株当たりの

情報は、以下の通りです。

 
平成21年３月期

第１四半期

平成20年３月期

第１四半期
平成20年３月期

　１株当たり純資産額 509円17銭　 541円36銭　 502円47銭　

　１株当たり四半期（当期）

純利益
6円20銭　 14円15銭　 22円27銭　

　潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益
6円20銭　 14円15銭　 22円26銭　
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期において当社グループは、国内部門においては平成19年11月１日付で事業統合した株式会社マルキン

オフィスオールの既存顧客の売上が寄与したことに加えて、国内事業の牽引役であるピュアウォーターの売上が引き

続き順調に推移したことにより、売上高は2,281百万円（前年同四半期比21.8％増）となりました。

　米国部門では、当第１四半期においては４月にコロラド州デンバーに支店を出店しました。顧客数は堅調に推移し

たものの、サブプライムローン問題の影響による景気後退により、顧客単価が減少しました。また、前年同四半期と

比較して円高に推移したことが大きく影響したことにより、売上高は2,005百万円（同10.8％減、ドルベースでは同

4.1％増）となりました。

　これらの結果、当第１四半期における連結業績につきましては、売上高は4,286百万円（同4.0％増）、売上総利益

は2,511百万円（同6.8％増）となりました。

　利益面においては、買収等によるのれん償却費用の増加、また、ルート業務引継ぎ等による一時的な人件費や車両

費の増加等により、販売費及び一般管理費は、2,272百万円（同9.4％増）となりました。

　この結果、営業利益は238百万円（同12.6％減）、経常利益は240百万円（同26.8％減）、四半期純利益は、83百万

円（同56.1％減）となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べて130百万円増加の8,956百万円となりました。これ

は主にピュアウォーターの新工場設立に伴う機械装置並びに工具器具備品の購入により有形固定資産が150百万円増

加したことよるものです。

負債は、前連結会計年度末に比べて40百万円増加の2,123百万円となりました。これは主に賞与引当金が123百万

円減少する一方で、短期借入金が63百万円、預り金が41百万円、未払消費税が32百万円、未払法人税等が19百万円

それぞれ増加したことによるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べて89百万円増加の6,833百万円となりました。これは主に四半期純利益83百万

円、配当金支払201百万円により利益剰余金が117百万円減少する一方で、為替換算調整勘定が205百万円増加したこ

とによるものです。

 

（２）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて140百万

円減少の958百万円となりました。

当第１四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通りであります。

営業活動の結果得られた資金は、339百万円となりました。これは主に賞与引当金の減少123百万円、法人税等の

支払額86百万円と減少する一方で、税金等調整前四半期純利益242百万円、有形固定資産及びのれん等の非資金支出

費用である償却費246百万円と増加したことによるものです。

投資活動の結果使用した資金は、370百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出149百万円、

事業譲受による支出139百万円、レンタル資産の取得による支出83百万円によるものです。

財務活動の結果使用した資金は、121百万円となりました。これは短期借入れによる収入135百万円と増加する一

方で、短期借入金の返済による支出78百万円、配当金の支払額179百万円と減少したことによるものです。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年５月15日公表いたしました連結業績予想に変更はありま

せん。

 

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

四半期の連結貸借対照表及び連結損益計算書の作成基礎としている会計処理の原則及び手続は、正規の決算にお

いて採用している基準と同一のものを適用しております。
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（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連

結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　２．たな卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、当第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）が適用されたことに

伴い、個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により

算出しております。この変更に伴う損益に与える影響はありません。

　３．「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の扱い」の摘要

当第1四半期連結会計年度期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の

扱い」(実務対応報告第18号 平成18年5月17日)を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。これ

による売上総利益、営業損失、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６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 958,663 1,098,862

売掛金 1,573,336 1,507,353

商品及び製品 495,114 485,284

仕掛品 3,615 4,764

原材料及び貯蔵品 77,170 56,475

繰延税金資産 152,957 222,031

その他 161,824 119,985

貸倒引当金 △24,348 △21,401

流動資産合計 3,398,334 3,473,356

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 340,191 306,415

機械装置及び運搬具 309,285 246,386

工具、器具及び備品 898,154 791,629

土地 608,225 607,802

建設仮勘定 － 53,395

有形固定資産合計 2,155,857 2,005,628

無形固定資産   

のれん 1,834,918 1,809,900

その他 132,890 143,490

無形固定資産合計 1,967,808 1,953,391

投資その他の資産   

投資有価証券 209,801 214,092

レンタル資産 815,564 813,013

繰延税金資産 184,399 154,711

その他 224,834 212,105

投資その他の資産合計 1,434,600 1,393,922

固定資産合計 5,558,265 5,352,942

資産合計 8,956,600 8,826,298
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 396,104 435,483

短期借入金 688,346 625,142

未払法人税等 105,587 85,606

未払費用 294,858 284,200

賞与引当金 118,934 242,136

訴訟損失引当金 85,136 91,304

その他 410,491 296,096

流動負債合計 2,099,458 2,059,970

固定負債   

繰延税金負債 3,231 1,899

その他 20,815 21,265

固定負債合計 24,047 23,165

負債合計 2,123,505 2,083,135

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,051,135 1,051,135

資本剰余金 1,119,484 1,119,484

利益剰余金 4,716,798 4,834,667

自己株式 △7,861 △7,861

株主資本合計 6,879,556 6,997,425

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,167 5,190

為替換算調整勘定 △53,629 △259,452

評価・換算差額等合計 △46,461 △254,262

純資産合計 6,833,095 6,743,163

負債純資産合計 8,956,600 8,826,298
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 4,286,920

売上原価 1,775,447

売上総利益 2,511,473

販売費及び一般管理費 2,272,667

営業利益 238,806

営業外収益  

受取利息 170

受取配当金 349

為替差益 497

その他 15,337

営業外収益合計 16,355

営業外費用  

支払利息 2,112

持分法による投資損失 12,278

その他 398

営業外費用合計 14,789

経常利益 240,371

特別利益  

固定資産売却益 78

その他 1,863

特別利益合計 1,942

特別損失  

固定資産除却損 25

その他 25

特別損失合計 50

税金等調整前四半期純利益 242,263

法人税、住民税及び事業税 105,659

法人税等調整額 53,367

法人税等合計 159,027

四半期純利益 83,235
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６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 242,263

レンタル原価 100,373

減価償却費 246,869

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,716

賞与引当金の増減額（△は減少） △123,202

受取利息及び受取配当金 △520

支払利息 2,112

為替差損益（△は益） △5,451

持分法による投資損益（△は益） 12,278

固定資産売却損益（△は益） △78

固定資産除却損 25

売上債権の増減額（△は増加） △30,824

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,675

仕入債務の増減額（△は減少） △50,337

未払費用の増減額（△は減少） 5,674

未払消費税等の増減額（△は減少） 32,152

その他 5,878

小計 427,254

利息及び配当金の受取額 520

利息の支払額 △1,318

法人税等の支払額 △86,916

営業活動によるキャッシュ・フロー 339,540

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △149,762

有形固定資産の売却による収入 377

無形固定資産の取得による支出 △1,190

長期前払費用の取得による支出 △274

レンタル資産の取得による支出 △83,119

貸付金の回収による収入 2,615

事業譲受による支出 △139,482

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △370,836

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 135,369

短期借入金の返済による支出 △78,097

配当金の支払額 △179,061

財務活動によるキャッシュ・フロー △121,790

現金及び現金同等物に係る換算差額 12,886

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △140,198

現金及び現金同等物の期首残高 1,098,862

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  958,663
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（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　当社グループは、オフィス向けのトータルサービス業を営んでおり、事業区分としては、単一セグメントで

あるため、事業の種類別セグメント情報は作成しておりません

ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

日本
（千円）

米国
（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 2,281,872 2,005,048 4,286,920 ― 4,286,920

　(2) セグメント間の内部売上高又

は振替高
859 ― 859 △859 ―

計 2,282,732 2,005,048 4,287,780 △859 4,286,920

営業利益 166,111 74,104 240,215 △1,409 238,806

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 米国 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,005,048 2,005,048

Ⅱ　連結売上高（千円） ― 4,286,920

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 46.8 46.8

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 4,121,226

Ⅱ　売上原価 1,770,402

売上総利益 2,350,823

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,077,532

営業利益 273,291

Ⅳ　営業外収益 60,809

Ⅴ　営業外費用 5,766

経常利益 328,334

Ⅵ　特別利益　 330

Ⅶ　特別損失 9,087

税金等調整前四半期純利益 319,576

法人税等 129,786

四半期（当期）純利益 189,790
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