
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（2021年６

月１日から2021年８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年３月１日から2021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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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 59,773 59,048

受取手形及び売掛金 39,176 45,735

電子記録債権 3,182 4,924

たな卸資産 ※ 2,006 ※ 1,943

その他 6,082 6,398

貸倒引当金 △212 △157

流動資産合計 110,008 117,891

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,671 1,283

工具、器具及び備品（純額） 4,264 4,034

土地 2,000 1,432

その他（純額） 1,545 1,689

有形固定資産合計 9,481 8,440

無形固定資産

のれん 3,938 3,611

その他 1,579 1,858

無形固定資産合計 5,518 5,470

投資その他の資産

投資有価証券 3,960 3,724

その他 7,607 6,411

貸倒引当金 △11 △17

投資その他の資産合計 11,557 10,118

固定資産合計 26,556 24,028

資産合計 136,565 141,920

１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 22,170 23,810

電子記録債務 4,188 4,918

短期借入金 299 373

未払法人税等 1,147 1,959

賞与引当金 1,325 1,897

役員業績報酬引当金 81 35

資産除去債務 127 28

売上値引引当金 130 119

その他 14,652 13,187

流動負債合計 44,123 46,331

固定負債

役員退職慰労引当金 114 70

退職給付に係る負債 1,594 1,537

資産除去債務 234 229

売上値引引当金 192 134

その他 2,024 1,697

固定負債合計 4,160 3,669

負債合計 48,283 50,000

純資産の部

株主資本

資本金 3,238 3,238

資本剰余金 13,226 13,231

利益剰余金 80,344 83,552

自己株式 △10,123 △10,106

株主資本合計 86,685 89,914

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,042 881

為替換算調整勘定 △30 515

退職給付に係る調整累計額 △349 △311

その他の包括利益累計額合計 662 1,086

新株予約権 119 124

非支配株主持分 814 794

純資産合計 88,281 91,919

負債純資産合計 136,565 141,920
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年３月１日
　至　2020年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年３月１日

　至　2021年８月31日)

売上高 149,734 163,907

売上原価 131,494 143,444

売上総利益 18,239 20,462

販売費及び一般管理費 ※１ 10,738 ※１ 12,035

営業利益 7,500 8,427

営業外収益

受取利息 11 8

受取配当金 43 43

持分法による投資利益 48 44

その他 59 45

営業外収益合計 162 142

営業外費用

支払利息 19 17

その他 146 63

営業外費用合計 166 80

経常利益 7,496 8,489

特別利益

固定資産売却益 － 170

投資有価証券売却益 32 －

雇用調整助成金 ※２ 216 ※２ 126

特別利益合計 248 296

特別損失

投資有価証券評価損 443 －

投資有価証券売却損 1 0

減損損失 ※３ 13 ※３ 87

新型感染症対応による損失 ※４ 352 ※４ 98

事業譲渡損 ※５ 1,262 －

その他 191 150

特別損失合計 2,266 336

税金等調整前四半期純利益 5,479 8,448

法人税、住民税及び事業税 ※６ 1,563 1,790

法人税等調整額 49 1,127

法人税等合計 1,613 2,918

四半期純利益 3,865 5,530

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △77 △27

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,943 5,557

(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】
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年３月１日
　至　2020年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年３月１日

　至　2021年８月31日)

四半期純利益 3,865 5,530

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 101 △160

為替換算調整勘定 △203 549

退職給付に係る調整額 51 38

その他の包括利益合計 △50 426

四半期包括利益 3,815 5,957

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,893 5,981

非支配株主に係る四半期包括利益 △78 △24

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年３月１日
　至　2020年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年３月１日

　至　2021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 5,479 8,448

減価償却費 1,171 1,308

減損損失 13 87

のれん償却額 406 356

売上値引引当金の増減額（△は減少） △254 △67

その他の引当金の増減額（△は減少） 386 494

受取利息及び受取配当金 △54 △52

支払利息 19 17

持分法による投資損益（△は益） △48 △44

投資有価証券評価損益（△は益） 443 －

事業譲渡損益（△は益） 1,262 －

投資有価証券売却損益（△は益） △30 0

売上債権の増減額（△は増加） △574 △8,002

たな卸資産の増減額（△は増加） △446 67

仕入債務の増減額（△は減少） △2,026 2,262

未払金の増減額（△は減少） △1,321 △555

未払消費税等の増減額（△は減少） △619 △879

未収入金の増減額（△は増加） △269 93

前受金の増減額（△は減少） △243 140

前受収益の増減額（△は減少） △417 △303

その他 △307 △817

小計 2,569 2,555

利息及び配当金の受取額 128 100

利息の支払額 △17 △16

法人税等の支払額 △1,724 △880

営業活動によるキャッシュ・フロー 956 1,758

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 △255 △179

定期預金の払戻による収入 680 269

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,320 △1,545

有形及び無形固定資産の売却による収入 4 885

投資有価証券の取得による支出 △11 △12

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による

収入
62 9

関係会社消費寄託による支出 △31,000 －

関係会社消費寄託金返還による収入 31,000 －

事業譲渡による支出 △4,359 －

その他 30 163

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,169 △409

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） 189 60

長期借入金の返済による支出 △2 －

配当金の支払額 △1,648 △2,349

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に

よる支出
△1,853 －

その他 △85 △188

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,400 △2,477

現金及び現金同等物に係る換算差額 △144 491

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,757 △636

現金及び現金同等物の期首残高 61,151 58,937

現金及び現金同等物の四半期末残高 53,394 58,300

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（１）連結の範囲の重要な変更

　第１四半期連結会計期間において、㈱ドゥサービスはエイ・ジー・サービス㈱との合併に

より、連結の範囲から除外しております。なお、エイ・ジー・サービス㈱はイオンディライ

トコネクト㈱へ社名変更しております。また、㈱ユーコムは当社との合併により、㈱ジェネ

ラル・サービシーズは清算結了により連結の範囲から除外しております。

　また、当第２四半期連結会計期間において、永楽中村（蘇州）物業服務有限公司は取得に

より、永旺永楽（珠海）物業服務有限公司は新規設立により連結の範囲に含めております。

（２）持分法適用の範囲の重要な変更

　該当事項はありません。

（会計方針の変更）

（たな卸資産の評価方法の変更）

　従来、商品は移動平均法による原価法を採用しておりましたが、第１四半期連結会計期間よ

り、総平均法による原価法に変更しております。この評価方法の変更は、基幹システムの更改

を契機に、より迅速かつ適正な期間損益計算を行うことを目的としたものであります。

　なお、この変更による影響は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　当社グループでは、固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積り

について、連結財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。新型コ

ロナウイルス感染症による当社グループ事業への影響は、前連結会計年度内に概ね収束した

ものとして会計上の見積りを行っております。

　しかしながら、当社グループの一部事業への影響は、当連結会計年度も残る想定から会計

上の見積りを行っております。

　なお、前事業年度の有価証券報告書に記載した内容から、重要な変更はありません。

前連結会計年度
（2021年２月28日）

当第２四半期連結会計期間
（2021年８月31日）

商品 1,687百万円 1,622百万円

仕掛品 86 129

原材料及び貯蔵品 232 191

（四半期連結貸借対照表関係）

※  たな卸資産の内訳は次のとおりであります。

　前第２四半期連結累計期間
（自  2020年３月１日

　　至  2020年８月31日）

　当第２四半期連結累計期間
（自  2021年３月１日

　　至  2021年８月31日）

貸倒引当金繰入額 39百万円 31百万円

給与手当 4,249 4,752

賞与引当金繰入額 437 648

役員業績報酬引当金繰入額 28 25

退職給付費用 168 175

役員退職慰労引当金繰入額 9 △12

（四半期連結損益計算書関係）

※１  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。
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用途 場所 種類 減損損失（百万円）

事業用資産

名古屋市緑区

建物及び構築物（純額） 0

その他（有形固定資産） 1

その他（無形固定資産） 8

三重県鈴鹿市

建物及び構築物（純額） 1

工具、器具及び備品（純額） 0

その他（有形固定資産） 0

愛知県岡崎市

建物及び構築物（純額） 0

工具、器具及び備品（純額） 0

その他（有形固定資産） 1

合計 13

用途 場所 種類 減損損失（百万円）

事業用資産 東京都足立区
建物及び構築物（純額） 42

土地 45

合計 87

※２　雇用調整助成金

前第２四半期連結累計期間（自　2020年３月１日　至　2020年８月31日）

　新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金等を特別利益に計上しております。

当第２四半期連結累計期間（自　2021年３月１日　至　2021年８月31日）

　新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金を特別利益に計上しております。

※３　減損損失

前第２四半期連結累計期間（自　2020年３月１日　至　2020年８月31日）

　当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を特別損失に計上しております。

当第２四半期連結累計期間（自　2021年３月１日　至　2021年８月31日）

　当社グループは、以下の資産グループについて減損損失に計上しております。
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※４　新型感染症対応による損失

前第２四半期連結累計期間（自　2020年３月１日　至　2020年８月31日）

　新型コロナウイルス感染症拡大により、政府及び各自治体からの営業自粛や緊急事態宣言が発

令され、当社グループが受託管理する店舗等施設で臨時休業や営業時間の短縮が実施されまし

た。これに伴い、従業員に対し支給した休業補償手当て等を、新型感染症対応による損失として

特別損失に計上しております。

当第２四半期連結累計期間（自　2021年３月１日　至　2021年８月31日）

　新型コロナウイルス感染症拡大により、政府及び各自治体からの営業自粛や緊急事態宣言が発

令され、当社グループが受託管理する店舗等施設で臨時休業や営業時間の短縮が実施されまし

た。これに伴い、従業員に対し支給した休業補償手当て等を、新型感染症対応による損失として

特別損失に計上しております。

※５　事業譲渡損

前第２四半期連結累計期間（自　2020年３月１日　至　2020年８月31日）

　当社連結子会社で営んでいた証明写真機事業の分離に伴う臨時損失を、事業譲渡損として特別

損失に計上しております。

※６　法人税、住民税及び事業税

前第２四半期連結累計期間（自　2020年３月１日　至　2020年８月31日）

　法人税、住民税及び事業税には、国内子会社の過年度（2015年２月期～2019年２月期）法人税

等に係る更正の請求等に伴う還付税額1,070百万円が含まれております。

前第２四半期連結累計期間
（自  2020年３月１日

至  2020年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自  2021年３月１日

至  2021年８月31日）

現金及び預金 54,173百万円 59,048百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △779 △747

現金及び現金同等物 53,394 58,300

（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

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

2020年４月10日

取締役会
普通株式 1,648 33.00 2020年２月29日 2020年４月30日 利益剰余金

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

2020年10月７日

取締役会
普通株式 1,749 35.00 2020年８月31日 2020年11月９日 利益剰余金

（株主資本等関係）

前第２四半期連結累計期間（自  2020年３月１日  至  2020年８月31日）

１．配当金支払額

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
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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

2021年４月９日

取締役会
普通株式 2,350 47.00 2021年２月28日 2021年５月６日 利益剰余金

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

2021年10月６日

取締役会
普通株式 2,100 42.00 2021年８月31日 2021年11月８日 利益剰余金

３．株主資本の著しい変動

  第１四半期連結会計期間において、当社連結子会社であるエイ・ジー・サービス㈱の株式

を非支配株主から追加取得したことにより、資本剰余金が664百万円減少しました。なお、当

第２四半期連結会計期間末において資本剰余金が13,223百万円となっております。

当第２四半期連結累計期間（自  2021年３月１日  至  2021年８月31日）

１．配当金支払額

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

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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（単位：百万円）

報告セグメント（ファシリティマネジメント事業）

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
サポート

事業
合計

売上高

外部顧客への売上高 29,086 21,695 30,427 22,120 26,609 12,054 7,739 149,734

セグメント間の内部売上高又は

振替高
0 66 59 0 62 － 598 785

計 29,086 21,761 30,486 22,121 26,672 12,054 8,337 150,520

セグメント利益又は損失（△） 2,549 1,594 3,430 2,081 1,284 357 △100 11,196

（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 11,196

セグメント間取引消去 △138

のれんの償却額 △406

全社費用（注） △3,150

四半期連結損益計算書の営業利益 7,500

（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  2020年３月１日  至  2020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

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）

（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、ファシリティマネジメント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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（単位：百万円）

報告セグメント（ファシリティマネジメント事業）

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
サポート

事業
合計

売上高

外部顧客への売上高 31,006 23,645 34,106 24,776 28,779 13,535 8,055 163,907

セグメント間の内部売上高又は

振替高
0 75 － － 18 － 743 837

計 31,006 23,721 34,106 24,776 28,797 13,535 8,798 164,744

セグメント利益 2,622 1,702 4,276 2,250 1,362 353 255 12,822

（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 12,822

セグメント間取引消去 △123

のれんの償却額 △356

全社費用（注） △3,915

四半期連結損益計算書の営業利益 8,427

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間（自  2021年３月１日  至  2021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

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）

（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、ファシリティマネジメント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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項目
前第２四半期連結累計期間
（自  2020年３月１日

至  2020年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自  2021年３月１日

至  2021年８月31日）

(1）１株当たり四半期純利益 78円90銭 111円14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）
3,943 5,557

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）
3,943 5,557

普通株式の期中平均株式数（千株） 49,977 50,007

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 78円81銭 111円04銭

（算定上の基礎）

普通株式増加数（千株） 59 42

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

－ －

（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及び

算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

(1）配当金の総額 2,100百万円

(2）１株当たり配当金 42円00銭

(3）支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2021年11月８日

２【その他】

  2021年10月６日開催の取締役会において、第49期（2021年３月１日から2022年２月28日）の中間

配当について次のとおり決議いたしました。

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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