
第４【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）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、第２四半期連結会計期間（2019年

６月１日から2019年８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（2019年３月１日から2019年８月

31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビュー

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：百万円) 

 
前連結会計年度 

(2019年２月28日) 
当第２四半期連結会計期間 

(2019年８月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 44,233 41,681 

受取手形及び売掛金 ※２ 37,544 ※２ 41,263 

電子記録債権 ※２ 2,545 ※２ 3,437 

たな卸資産 ※１ 2,211 ※１ 1,870 

関係会社寄託金 16,000 17,000 

その他 4,927 5,465 

貸倒引当金 △167 △182 

流動資産合計 107,295 110,535 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 1,479 1,480 

工具、器具及び備品（純額） 5,064 5,141 

土地 2,032 2,032 

その他（純額） 1,585 1,200 

有形固定資産合計 10,161 9,854 

無形固定資産    

のれん 6,765 6,357 

その他 1,338 1,307 

無形固定資産合計 8,103 7,664 

投資その他の資産    

投資有価証券 4,256 4,010 

その他 4,610 3,834 

貸倒引当金 △355 △360 

投資その他の資産合計 8,511 7,484 

固定資産合計 26,776 25,003 

資産合計 134,071 135,538 
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    (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(2019年２月28日) 
当第２四半期連結会計期間 

(2019年８月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 ※２ 25,967 ※２ 24,528 

電子記録債務 ※２ 4,910 ※２ 4,776 

短期借入金 392 390 

1年内返済予定の長期借入金 2 3 

未払法人税等 3,661 3,014 

賞与引当金 1,132 1,965 

役員業績報酬引当金 124 47 

売上値引引当金 846 632 

その他 ※２ 14,369 ※２ 14,695 

流動負債合計 51,408 50,053 

固定負債    

長期借入金 15 13 

役員退職慰労引当金 199 167 

退職給付に係る負債 1,764 1,657 

資産除去債務 53 60 

売上値引引当金 1,903 1,849 

その他 3,188 2,765 

固定負債合計 7,124 6,512 

負債合計 58,532 56,565 

純資産の部    

株主資本    

資本金 3,238 3,238 

資本剰余金 13,888 13,890 

利益剰余金 65,910 69,494 

自己株式 △10,327 △10,295 

株主資本合計 72,710 76,326 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 876 718 

為替換算調整勘定 84 △13 

退職給付に係る調整累計額 △493 △453 

その他の包括利益累計額合計 466 251 

新株予約権 299 265 

非支配株主持分 2,062 2,129 

純資産合計 75,539 78,972 

負債純資産合計 134,071 135,538 
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

    (単位：百万円) 

 
前第２四半期連結累計期間 

(自 2018年３月１日 
 至 2018年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2019年３月１日 

 至 2019年８月31日) 

売上高 152,611 157,482 

売上原価 135,149 137,719 

売上総利益 17,462 19,763 

販売費及び一般管理費 ※ 11,186 ※ 11,168 

営業利益 6,275 8,594 

営業外収益    

受取利息 17 21 

受取配当金 46 55 

持分法による投資利益 41 40 

その他 54 57 

営業外収益合計 159 175 

営業外費用    

支払利息 8 16 

その他 77 98 

営業外費用合計 85 114 

経常利益 6,349 8,655 

特別利益    

投資有価証券売却益 - 10 

その他 - 17 

特別利益合計 - 28 

特別損失    

投資有価証券売却損 - 7 

その他 13 265 

特別損失合計 13 272 

税金等調整前四半期純利益 6,336 8,411 

法人税、住民税及び事業税 2,956 2,867 

法人税等調整額 188 201 

法人税等合計 3,145 3,068 

四半期純利益 3,190 5,342 

非支配株主に帰属する四半期純利益 351 161 

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,838 5,181 
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

    (単位：百万円) 

 
前第２四半期連結累計期間 

(自 2018年３月１日 
 至 2018年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2019年３月１日 

 至 2019年８月31日) 

四半期純利益 3,190 5,342 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △374 △158 

為替換算調整勘定 △129 △98 

退職給付に係る調整額 42 41 

その他の包括利益合計 △461 △215 

四半期包括利益 2,728 5,127 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 2,414 4,966 

非支配株主に係る四半期包括利益 314 161 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 

(自 2018年３月１日 
 至 2018年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2019年３月１日 

 至 2019年８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 6,336 8,411 

減価償却費 1,241 1,135 

減損損失 13 - 

のれん償却額 367 408 

売上値引引当金の増減額（△は減少） 787 △268 

その他の引当金の増減額（△は減少） 452 733 

受取利息及び受取配当金 △63 △76 

支払利息 8 16 

持分法による投資損益（△は益） △41 △40 

売上債権の増減額（△は増加） △2,837 △4,641 

たな卸資産の増減額（△は増加） △126 338 

仕入債務の増減額（△は減少） 751 △1,561 

未払金の増減額（△は減少） △1,734 40 

未払消費税等の増減額（△は減少） △210 411 

未収入金の増減額（△は増加） △200 △198 

前受金の増減額（△は減少） 110 △642 

前受収益の増減額（△は減少） 152 △280 

その他 △572 519 

小計 4,432 4,305 

利息及び配当金の受取額 81 106 

利息の支払額 △8 △17 

法人税等の支払額 △2,701 △3,457 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,804 937 

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 △240 △180 

定期預金の払戻による収入 340 180 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,028 △1,214 

投資有価証券の取得による支出 △13 △13 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による

収入 
100 140 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
△100 - 

関係会社消費寄託による支出 △131,000 △122,500 

関係会社消費寄託金返還による収入 131,000 121,500 

その他 △98 374 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,040 △1,714 

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） 259 7 

長期借入金の返済による支出 △0 △1 

配当金の支払額 △1,629 △1,595 

その他 △193 △94 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,563 △1,683 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △85 △9 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △885 △2,469 

現金及び現金同等物の期首残高 38,722 43,437 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 37,836 ※ 40,967 

 

- 18 -



【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

該当事項ありません。 

 

 

（会計上の見積りの変更）

(耐用年数の変更） 

 当社は、第１四半期連結会計期間より一部の有形固定資産の耐用年数を変更しております。

この変更は、自動販売機設備について、入替期間実績及び物理的寿命等を総合的に勘案し、よ

り実態に即した耐用年数に変更するものであります。 

 この結果、従来の方法と比較し、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金

等調整前四半期純利益はそれぞれ154百万円増加しております。 

 

 

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用） 

 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）

等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の

「その他」に含めて表示し、繰延税金負債は固定負債の「その他」に含めて表示しておりま

す。 

 

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※１  たな卸資産の内訳は次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

（2019年２月28日） 
当第２四半期連結会計期間 

（2019年８月31日） 

商品 1,866百万円 1,589百万円 

仕掛品 109 66 

原材料及び貯蔵品 234 213 

 

※２  四半期連結会計期間末日満期手形等 

  四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日等をもって決済処

理しております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四

半期連結会計期間末日満期手形等が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。 

 
前連結会計年度

（2019年２月28日）
当第２四半期連結会計期間

（2019年８月31日）

受取手形 －百万円 51百万円

電子記録債権 － 11

支払手形 － 99

電子記録債務 － 487

設備関係支払手形 － 4
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（四半期連結損益計算書関係）

※  販売費及び一般管理費の主要な費用及び金額は次のとおりであります。 

 
 前第２四半期連結累計期間 

（自  2018年３月１日 
  至  2018年８月31日） 

 当第２四半期連結累計期間 
（自  2019年３月１日 

  至  2019年８月31日） 

貸倒引当金繰入額 △69百万円 18百万円 

給与手当 4,326 4,290 

賞与引当金繰入額 443 480 

役員業績報酬引当金繰入額 54 53 

退職給付費用 154 152 

役員退職慰労引当金繰入額 25 20 

 

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※  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 

 
前第２四半期連結累計期間
（自  2018年３月１日
至  2018年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自  2019年３月１日
至  2019年８月31日）

現金及び預金 38,550百万円 41,681百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △713 △713

現金及び現金同等物 37,836 40,967

 

 

（株主資本等関係）

前第２四半期連結累計期間（自  2018年３月１日  至  2018年８月31日） 

１．配当金支払額 

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年４月11日

取締役会
普通株式 1,629 31.00 2018年２月28日 2018年５月７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
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年10月10日

取締役会
普通株式 1,630 31.00 2018年８月31日 2018年11月９日 利益剰余金

 

３．株主資本の著しい変動 

  該当事項はありません。 
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当第２四半期連結累計期間（自  2019年３月１日  至  2019年８月31日） 

１．配当金支払額 

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年５月30日

定時株主総会
普通株式 1,597 32.00 2019年２月28日 2019年５月31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
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年10月９日

取締役会
普通株式 1,597 32.00 2019年８月31日 2019年11月11日 利益剰余金

 

３．株主資本の著しい変動 

  該当事項はありません。 
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】 

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間（自  2018年３月１日  至  2018年８月31日） 

１．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 

              （単位：百万円） 

  報告セグメント（ＩＦＭ事業） 

  
設備管理 

事業 警備事業 清掃事業 
建設施工 

事業 
資材関連 

事業 
自動販売機 
事業（注） 

サポート 
事業 合計 

売上高                

外部顧客への売上高 28,116 22,065 28,637 21,681 26,012 16,392 9,705 152,611 

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
21 86 84 77 48 － 971 1,289 

計 28,138 22,151 28,722 21,759 26,060 16,392 10,676 153,901 

セグメント利益又は損失（△） 2,812 1,403 3,305 2,016 1,495 533 △1,557 10,010 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差

額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円）
 

利益 金額

報告セグメント計 10,010

セグメント間取引消去 △378

のれんの償却額 △367

全社費用（注） △2,990

四半期連結損益計算書の営業利益 6,275

（注）  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

３．報告セグメントごとののれん等に関する情報 

  のれんについて、当社グループは、ＩＦＭ事業推進に伴う戦略的費用と認識してお

り、各報告セグメントの算定には含めておりません。 
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Ⅱ  当第２四半期連結累計期間（自  2019年３月１日  至  2019年８月31日） 

１．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 

              （単位：百万円） 

  報告セグメント（ＩＦＭ事業） 

  
設備管理 

事業 警備事業 清掃事業 
建設施工 

事業 
資材関連 

事業 
自動販売機 
事業（注） 

サポート 
事業 合計 

売上高                

外部顧客への売上高 29,628 22,183 30,928 23,103 25,913 16,075 9,647 157,482 

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
14 74 127 113 54 － 944 1,329 

計 29,643 22,258 31,056 23,217 25,968 16,075 10,592 158,811 

セグメント利益又は損失（△） 2,789 1,412 3,510 2,174 1,355 705 254 12,201 

（注） （会計上の見積りの変更）に記載のとおり、当社は、第１四半期連結会計期間より一部の有形固

定資産の耐用年数を変更しております。この変更は、自動販売機設備について、入替期間実績及び

物理的寿命等を総合的に勘案し、より実態に即した耐用年数に変更するものであります。 

 この変更に伴い、従来の方法と比較し、第２四半期連結累計期間のセグメント利益（営業利益）

は154百万円増加しております。 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差

額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円）
 

利益 金額

報告セグメント計 12,201

セグメント間取引消去 △320

のれんの償却額 △408

全社費用（注） △2,877

四半期連結損益計算書の営業利益 8,594

（注）  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

３．報告セグメントごとののれん等に関する情報 

  のれんについて、当社グループは、ＩＦＭ事業推進に伴う戦略的費用と認識してお

り、各報告セグメントの算定には含めておりません。 
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（１株当たり情報）

  １株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目
前第２四半期連結累計期間
（自  2018年３月１日
至  2018年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自  2019年３月１日
至  2019年８月31日）

(1）１株当たり四半期純利益 53円97銭 103円78銭

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益

（百万円）
2,838 5,181

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益（百万円）
2,838 5,181

普通株式の期中平均株式数（千株） 52,596 49,923

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 53円85銭 103円57銭

（算定上の基礎）    

普通株式増加数（千株） 126 102

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

－ －

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 

 

２【その他】

  2019年10月９日開催の取締役会において、第47期（2019年３月１日から2020年２月29日）の中間

配当について次のとおり決議いたしました。 

(1）配当金の総額 1,597百万円 

(2）１株当たり配当金 32円00銭 

(3）支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2019年11月11日 
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