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親会社等の名称 株式会社 大 丸（コード番号：8234） 親会社等における当社の議決権所有比率 23.3％ 

米国会計基準採用の有無   無 
 
１．平成１８年９月中間期の連結業績（平成１８年４月１日～平成１８年９月３０日） 

(1) 連結経営成績                    （百万円未満は切捨てて表示しております。） 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 
 
１８年９月中間期 
１７年９月中間期 

百万円   ％
5,390   （ △0.4）
5,414   （ △0.8）

百万円   ％
197   （△ 0.4）
197   （△24.0）

百万円   ％
211  （   1.6）
208  （△24.0）

１８年３月期 10,880                     509  532   
 

 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 
１８年９月中間期 
１７年９月中間期 

百万円   ％
119  （   4.3）
114  （△20.9）

円   銭
13     52 
12     96 

円   銭
―      
―      

１８年３月期 302   34     18 ―      

(注)①持分法投資損益 18年9月中間期 ―百万円  17年9月中間期 ―百万円  18年3月期 ―百万円 

②期中平均株式数(連結) 18年9月中間期8,834,492株 17年9月中間期8,835,522株 18年3月期8,835,235株 

③会計処理の方法の変更   無 

④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

(2) 連結財政状態 

 総 資 産  純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 
１８年９月中間期 
１７年９月中間期 

百万円
7,453 
7,198 

百万円
5,531 
4,985 

％ 
70.6 
69.3 

円   銭
595    74 
564   30 

１８年３月期 7,632 5,320 69.7 602    23 

(注)期末発行済株式数(連結) 18年9月中間期8,833,535株 17年9月中間期8,834,925株 18年3月期8,834,875株 

(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高

 
１８年９月中間期 
１７年９月中間期 

百万円
△153 

12 

百万円
△36 
△10 

百万円 
△72 
△72 

百万円
2,328 
2,434 

１８年３月期 321 △163 △72 2,590 
 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数   ３社   持分法適用非連結子会社数 ―社   持分法適用関連会社数 ―社 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)  ―社  (除外)  ―社   持分法 (新規)  ―社  (除外)  ―社 

２．１９年３月期の連結業績予想（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日） 

 売  上  高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 
 

通  期 
百万円

10,900 
百万円

540 
百万円

310 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 35円   09銭 

 
※ 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、 

実際の業績は、今後の様々な要因によって予想値と異なる結果となる可能性があります。 
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１．企 業 集 団 の 状 況 

 

当社グループは、当社、子会社４社で構成され、ビルメンテナンス事業、警備事業、総合アウトソーシング事

業及びその他の事業を主な内容とし、各事業活動を展開しております。なお、㈱大丸が当社のその他の関係会

社であります。 

当社グループの事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。 

なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。 

 

ビルメンテナンス事業･････ 当社は、主として百貨店、病院及び一般オフィスビルにおいて、清掃請負、

不動産の管理保全を行っており、連結子会社の中央管財㈱は主として東京

都及び関東近県における官公庁において、また連結子会社の㈱関西白青舎

は主として京都市における官公庁において、それぞれ同事業を行っており

ます。 
警 備 事 業･････ 当社及び連結子会社の中央管財㈱は警備事業を兼業しており、連結子会社

の白青警備保障㈱は警備事業を専業としております。 
総合アウトソーシング事業･････ 当社は、百貨店における後方部門コスト削減の需要に応えるため、出納業

務、営業支援業務等のアウトソーシングの受注事業を行っております。 
そ の 他 の 事 業･････ 当社は、関東近県において運送及び保管事業を行うとともに、ビルメンテ

ナンス関連商品の販売を行っております。 
  

事業の系統図は次のとおりであります。 

 

（注）上記の事業の※印は、連結子会社であります。
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２． 経  営  方  針 

 

(1)  経営の基本方針 

当社グループは、お客様第一を企業理念とし、明るく、美しく、健康的で、安全な環境と高質で

付加価値の高い業務サービスを提供することにより、お得意先の企業価値向上に貢献できるエクセ

レント・カンパニーを目指しております。 

 

(2)  利益配分に関する基本方針 

当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を経営の 重要課題と認識し、収益に応じた配当

を行なうと共に、長期的に安定した配当を維持することを基本方針としています。 

内部留保につきましては、グループ企業体質強化のために活用し、事業の拡大強化に努めてまい

る所存であります。更に、資本効率の向上と長期的な視点からの株主還元策として自己株式の取得

も弾力的に行なうところであります。 

 

(3)  投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

当社グループは、株式の投資単位の引き下げが個人投資家の拡大と株式流通の活性化を図るため

の有効な方法の 1つであると認識しております。 

しかし、当社株式の現状の株価水準、出来高、株主数と引き下げに伴う費用の増加を勘案した場

合、現時点での投資単位の引き下げにつきましては、特段の措置を講じる必要はないものと判断し

ております。 

当社の株価が長期的、継続的に現在の水準を上回って推移する状態になった場合に、改めて検討

したいと考えております。 

 

(4)  中長期的な会社の経営戦略と目標とする経営指標 

当社グループでは、昨年４月「白青舎グループ第二次中期計画（平成１７年度～平成１９年度）

を策定し、現在推進しております。 

この計画の要旨は、厳しい経営環境のもとで「強靱な企業基盤を構築し、総合アウトソーシング

業として発展を目指す」ものであります。 

そのため、従来の経営理念及び方針を基本に、業務運営の規範とすべき行動指針を規定すると同

時に、具体的な課題を掲げ、グループの総力を挙げて、その実現を目指しております。 

＜行動指針＞ 

 １．常に顧客の立場で考え行動し、絶えざる革新に努める。 

 ２．顧客価値を創造することで、企業価値（ブランド）を高める。 

 ３．絶え間なく変化する環境・顧客ニーズに対応し、顧客の期待を超えた満足を提供する。 

 ４．常に社会の一員としての自覚を持ち、法令・規範を遵守し、公正で透明性のある活動を行

う。 

＜課  題＞ 

 １．総合ビルメンテナンス業としての事業・営業戦略の再構築 
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 ２．新規事業の開発と拡大（アウトソーシング事業とリテールマーケット対応） 

 ３．大丸東京店移転への対応 

 ４．構造的ローコストの実現 

 ５．人材の確保と育成 

 ６．グループ組織機構の統合 

 

なお、目標とする経営指標につきましては、ＲＯＡ・ＲＯＥ等資本の効率性の基準もありますが、 

この第二次中期計画におきましては、グループ全社の従業員にとって理解が容易な売上高・利益の絶

対額を基準としております。 

終年度である平成１９年度において、連結売上高１２０億円、連結経常利益７億円の達成を目 

指しております。 

 

(5) 対処すべき課題 

   前記の「白青舎グループ第二次中期計画」並びに「行動指針」及び「課題」を踏まえて、業績の

挽回を期して第二次中期計画を基軸としたお客様満足を実現できる改革を推進いたします。 

   上期に引き続き、収支バランスの改善を 優先課題として、売上の維持拡大を図りながら原価低

減を目指します。 

   更に、業界の熾烈な競争に勝ち抜き、成長を確かなものとするため、全社を挙げてお客様の期待

に応えられ優位性をアピールできるオンリーワン技術や業務サービスの構築と新規事業の開発・拡

大を強力に推進いたします。 

 

(6) 親会社等に関する事項 

  ① 親会社等の商号等 

（平成 18 年 9 月 30 日現在） 

  

親会社等 

  

属  性 

親会社等の議決権

所有割合 （％） 

親会社等が発行する株券が 

上場されている証券取引所等

(株) 大 丸 

上場会社が他の会

社の関連会社であ

る場合における当

該他の会社 

２３．３ 

(株)東京証券取引所 

       市場第一部 

(株)大阪証券取引所 

       市場第一部 

  ② 親会社等の企業グループにおけるＪＡＳＤＡＱ上場会社の位置付けその他のＪＡＳＤＡＱ上場 

会社と親会社との関係 

 当社は、(株)大丸の関連会社であります。同社は平成１８年９月３０日現在で当社の議決権

の２３．３％を保有しております。 

 当社取締役１０名のうち、同社との兼任取締役として１名が就任しております。また、当社

取締役社長が同社元取締役であるほか、元部長級３名が取締役に就任しておりますが、それら

を合わせても過半数を超える状況にはなく、また各々の就任については当社からの要請に基づ

くものであることから、当社独自の経営判断が行える状況にあります。 

また当社は、同社とビルメンテナンス及び営業関係の後方支援業務等に関して継続的な請負
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契約を締結しており、主要得意先として業務上密接な関係があるため、同社との一定の協力関

係は維持する必要があると認識しております。 

更に、同社との請負価額等取引条件については、一般的取引と同様に、市場価額・総原価等

を勘案して当社の見積価額を提示し、交渉の上決定しております。 

人事面におきましても、営業強化のための社員を受け入れており、当社従業員３６７名（平

成１８年９月３０日現在）のうち受入出向関係にある者は７６名であります。 

 今後とも、このような資本、販売及び人事の提携につきましては、当社にメリットがある限 

り継続する所存であります。 

 なお、当社と同社との間には金銭の貸借や債務の保証・被保証の関係は全くありません。 

 以上のことから、当社の親会社等からの独立性は充分に確保されていると認識しております。 

(役員の兼務状況) 

 役   職 氏   名 親会社等での役職 

取 締 役 小 島 喜代三 
㈱大丸 取締役兼常務執行役員、グループ本社関連

事業本部長 

 

③ 親会社等との取引に関する事項 

   

   関 係 内 容 親会社等

の名称 役員の兼任等 事業上の関係 
取引の内容 

取引金額 

(千円）
科 目 

中間期末残高

（千円） 

 

㈱大丸 

 

 

兼任１名 

 

建物の管理保

全 

清掃、設備管

理及び事務作

業等の請負 

1,238,368 売掛金 

 

338,851 

 

 

(7) 内部管理体制の整備・運用状況 

   当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関

する基本的な考え方及びその整備状況」と内容が重複しておりますので、記載を省略しております。 

 

(8) その他、会社の経営上の重要事項 

   該当事項はありません。 

 

３．経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 

 

(1) 経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や金利上昇の懸念など不透明要因を抱

えるものの、企業収益の改善による民間設備投資の拡大や堅調な個人消費によって、着実な回復基調

で推移いたしました。 

 ビルメンテナンス業界におきましては、受注単価の下落と競争激化に加え、人手不足やパートタイ

マーの人件費の高騰もあり、特に新規受注物件の採算悪化現象が見られるなど、厳しい状況が続いて

おります。 
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 このような中で、当社グループでは、第二次中期計画の目標達成を目指して、中核であるビルメン

テナンス・警備事業の強化とアウトソーシング業務請負事業の拡大による売上の維持拡大を図るとと

もに、ローコスト運営を目指しました。 

 その結果、当中間連結会計期間の売上高は５３億９千万円（前年同期比０．４％減）、営業利益は１

億９千７百万円（前年同期比０．４％減）、経常利益は２億１千１百万円（前年同期比１．６％増）と

なり、中間純利益は１億１千９百万円（前年同期比４．３％増）となりました。 

 

事業の種類別の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 

当事業では、受注ビルの清掃管理（日常清掃、床面・窓ガラス等の定期清掃、外壁・照明器具等

の特別清掃）、衛生管理（空気環境測定、飲料水水質検査、各種貯水槽等のメンテナンス、害虫・ね

ずみ・昆虫の防除、廃棄物処理）、設備管理(各種設備の運転管理・制御、受変電設備・消防設備・

ボイラー・冷凍機・空調機・エレベーター等の保守整備及び法定点検)及びその他の業務（ホテルの

客室整備、クリーンルーム清掃、ハウスクリーニング、厨房・調理場等のサニテーションシステム）

等の請負を主たる事業としております。 

積極的な営業開発活動の結果、オフィスビルのほか大規模ビジネスホテルや病院等の新規受注が

ありましたが、これらの初動経費の負担が重く、また既存物件での解約や減額などの影響もあり、

厳しい状況で推移いたしました。 

その結果、売上高は３１億１千５百万円（前年同期比０．７％増）となり、営業利益は２億１千

万円（前年同期比３．１％減）となりました。 

 

②  警備事業 

当事業におきましては、不特定多数の人が利用するデパートやビルにおける常駐警備、契約ビル

に設置している警備機器による機械警備のほか、駐車場警備、保安警備・工務警備等の請負を主た

る事業としております。「安全・安心」が求められる社会状況のもとで、積極的な営業活動を展開し、

また原価の低減を意欲的に取り組んだ結果、売上高は１６億６千８百万円（前年同期比５．０％増）、

営業利益は６千８百万円（前年同期比１２．２％増）となりました。 

 

 ③ 総合アウトソーシング事業 

当事業におきましては、アウトソーシング業務請負として、百貨店における出納業務（出納窓口、

現金在高管理、金庫・両替機管理、銀行への受渡し等）、事務系営業支援業務（商品搬出入に関する

伝票作成、日報照合、データ入力等）及び作業系営業支援業務（商品の梱包、個別発送、倉庫棚入

れ、棚卸検収等）を行っております。昨年下期から開始した業務もあり、売上高は３億１千９百万

円（前年同期比１０．２％増）、営業利益は２千４百万円（前年同期比１．２％増）となりました。 

 

④ その他の事業 

その他の事業では、ビルメンテナンス関連商品の販売や一般貨物運送、営業倉庫等の物流業務も

行っておりますが、運送関係の荷動きは低調で推移し、車両代替えや燃料費の上昇もあったため、
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売上高は２億８千７百万円（前年同期比３５．０％減）、営業利益は３千万円（前年同期比０．６％

増）となりました。 
 
(2) 財政状態 

＜キャッシュ・フローの状況＞                    （単位：千円） 

   前中間期 

平成 17 年９月期 

  当中間期 

平成 18 年９月期 
増減額 

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,200 △153,234 △165,435

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,573 △36,353 △25,779

財務活動によるキャッシュ・フロー △72,565 △72,576 △11

現金及び現金同等物の増減額 △70,938 △262,163 △191,225

現金及び現金同等物の中間期末残高 2,434,819 2,328,263 △106,555

 
当中間連結会計期間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、前中間連

結会計期間末に比べ１億６百万円減少し、２３億２千８百万円となりました。 
 当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） 
  営業活動の結果減少した資金は、１億５千３百万円となりました。 

これは、税金等調整前中間純利益２億１千万円と減価償却費３千７百万円がありましたが、当中間

連結会計期間の末日が金融機関の休業日であったため、売上債権が２億４千２百万円増加したこと及

び法人税等の支払額が１億４百万円であったためであります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
  投資活動の結果減少した資金は、３千６百万円となりました。 
  支出の主な内訳は、投資有価証券の取得９百万円及び有形固定資産の取得７百万円によるによるも

のです。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
  財務活動の結果減少した資金は、７千２百万円となりました。これは主に配当金の支払い７千万円

によるものです。 
 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは、以下のとおりであります。 

    平成１７年３月期     平成１８年３月期 平成１９年３月期 

  中  間   期  末   中  間   期  末   中  間 

株主資本比率(％) ６６．４    ６７．４    ６９．３    ６９．７    ７０．６ 

時価ベースの株主資

本比率（％） 

 

   ５０．６ 

 

   ４８．５ 

 

   ５７．５ 

 

   ６０．２ 

 

   ５５．７ 

債務償還年数（年）     ０．１２     ０．０９     ２．０５     ０．１６    ―― 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
  ６２２．５   ２５８．９    ３５．４   ４６７．２    ―― 

１．指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
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２．各指標は、下記の指標で算出しております。 

・株主資本比率：株主資本／総資産 

・時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

・債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

・インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

３．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。営業

キャッシュ・フローは、中間連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。有利子負債は、中間連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている負債を

対象としています。 

また、利払いについては、中間連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  ４．当中間連結会計期間の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオの指標につきましては、営業キ

ャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

 

(3) 通期の見通し 

通期の連結業績見通しにつきましては、下記のとおり見込んでおります。 
 連結売上高    １０９億円（前期比 ０．２％増） 
 連結経常利益  ５億４千万円（前期比 １．５％増） 
 連結当期純利益 ３億１千万円（前期比 ２．６％増）  

  また、個別の業績見通しにつきましては、下記のとおり見込んでおります。 
 売上高       ６１億円（前期比 ０．１％増） 
 経常利益    ３億３千万円（前期比 ５．１％増） 
当期純利益 ２億１千５百万円（前期比 ２．４％増）  

 
(4)事業等のリスク 

当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす事項のうち、投資者の判断に重要な影響を

及ぼす可能性がある事項には、以下のものがあります。 

 なお、記載事項のうち将来に関する事項につきましては、当中間連結会計年度末現在において当社

グループが判断したものであります。 

①特定の取引先への高い依存度について 
   当社は、昭和２９年に(株)大丸が東京駅ビルに出店する際に、店内の清掃業務のアウトソーシン

グ受注を目的として設立されました。この設立の経緯もあり、現在当社は、㈱大丸の関連会社とな

っております。 
 その結果、当社グループの全売上高に占める同社に対する割合は３２．４％に、単体での同割合

は４０．２％に達しております。 
   同社との取引関係において、一挙に解約という事態は容易に想定しがたいものと認識しておりま

すが、何らかの事情により同社との契約が解消された場合には、当社の業績に大きな影響を及ぼす

可能性があります。 
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②特有の法的規制について 
  イ．当社及び連結子会社のうち白青警備保障㈱及び中央管財㈱につきましては、「警備業法」（昭和

47 年法律第 117 号）及び関係法令の規制を受けております。 
    この法律は警備業について必要な規制を定め、警備業務の適正実施を図ることを目的としてお

り、警備業務を営むためには本社所在地を管轄する公安委員会から同法に基づく「認定」を受け

る必要があり、３社ともに東京都公安委員会から認定を受けて、７つの都道府県において警備業

を営んでおります。 
    同法及び関係法令に違反した場合は、その都道府県における警備業の一時営業停止若しくは認

定取消を含む行政処分がなされることがあります。 
  ロ．当社は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法

律」（昭和 60 年法律第 88 号）（以下「労働者派遣法」という。）の許可を受けております。 
    この法律の目的は、職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事

業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等

を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することとされております。 
    この法律及び関係法令に違反した場合は、許可の取消を含む行政処分がなされることがありま

す。 
  ハ．当社グループでは、前記の法令違反を犯さないよう管理体制の強化と従業者教育を強化し、コ

ンプライアンスに努めております。 
③ 個人情報保護について 

   当社グループでは、ビルメンテナンス業務、警備業務等を通じて個人情報及びその他の情報を知 
り得る場合があります。これらの取り扱いにつきましては、関連法令及び各社における社内規程を 
遵守し、適正な管理を行うよう努めておりますが、万一個人情報等に関する漏洩等が発生した場合、 
当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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４．中間連結財務諸表等 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成１７年９月３０日) 

当中間連結会計期間末 

(平成１８年９月３０日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

(平成１８年３月３１日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   2,895,628 2,829,076  3,051,236

２ 受取手形及び売掛金   953,872 1,165,896  923,425

３ 有価証券   53,223 54,451  53,841

４ たな卸資産   75,070 67,838  72,287

５ 繰延税金資産   135,101 118,433  125,850

６ その他   135,154 139,403  104,751

貸倒引当金   △2,858 △2,346  △2,347

流動資産合計   4,245,192 59.0 4,372,753 58.7  4,329,046 56.7

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物及び構築物 ※２ 451,701 431,210 440,879 

(2) 機械装置 
  及び運搬具 

※２ 78,212 64,490 69,627 

(3) 工具器具及び 
  備品 

 55,572 45,394 51,025 

(4) 土地 ※２ 661,107 1,246,593 661,107 1,202,202 661,107 1,222,639

２ 無形固定資産   69,481 76,211  86,237

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  1,130,217 1,217,613 1,387,542 

(2) 長期貸付金  13,223 10,544 11,803 

(3) 繰延税金資産  17,198 7,957 8,314 

(4) その他  495,033 579,811 601,096 

  貸倒引当金  △18,327 1,637,345 △13,817 1,802,109 △14,057 1,994,698

固定資産合計   2,953,419 41.0 3,080,523 41.3  3,303,575 43.3

資産合計   7,198,612 100.0 7,453,277 100.0  7,632,622 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成１７年９月３０日) 

当中間連結会計期間末 

(平成１８年９月３０日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

(平成１８年３月３１日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金   222,193 208,814  247,353

２ 短期借入金 ※２  50,000 50,000  50,000  

３ 未払法人税等   147,343 97,198  148,024  

４ 未払消費税等   62,590 62,780  54,863

５ 未払費用   354,306 408,948  376,197

６ 賞与引当金   303,861 268,798  270,806

７ その他   53,265 81,946  51,403

流動負債合計   1,193,562 16.6 1,178,486 15.8  1,198,649 15.7

Ⅱ 固定負債    

１ 退職給付引当金   625,051 578,664  594,361

２ 役員退職引当金   112,402 92,420  131,650

３ 繰延税金負債   ― 44,559  95,425

４ その他   27,022 27,643  28,795

固定負債合計   764,476 10.6 743,287 10.0  850,233 11.1

負債合計   1,958,038 27.2 1,921,774 25.8  2,048,882 26.8

(少数株主持分)    

少数株主持分   255,011 3.5 ― ―  263,119 3.5

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   450,000 6.2 ― ―  450,000 5.9

Ⅱ 資本剰余金   385,637 5.4 ― ―  385,637 5.1

Ⅲ 利益剰余金   3,777,113 52.5 ― ―  3,964,617 51.9

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  425,234 5.9 ― ―  572,818 7.5

Ⅴ 自己株式   △52,423 △0.7 ― ―  △52,453 △0.7

資本合計   4,985,562 69.3 ― ―  5,320,619 69.7

負債、少数株主 
持分及び資本合計 

  7,198,612 100.0 ― ―  7,632,622 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成１７年９月３０日) 

当中間連結会計期間末 

(平成１８年９月３０日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

(平成１８年３月３１日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― 450,000 6.0  ―

２ 資本剰余金   ― 385,637 5.2  ―

３ 利益剰余金   ― 4,013,374 53.9  ―

４ 自己株式   ― △53,061 △0.7  ―

株主資本合計   ― 4,795,950 64.4  ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

 その他有価証券 
  評価差額金 

  ― 466,542  ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― 466,542 6.2  ―

Ⅲ 少数株主持分   ― 269,010 3.6  ―

純資産合計   ― 5,531,503 74.2  ―

負債純資産合計   ― 7,453,277 100.0  ―
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② 【中間連結損益計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成１７年４月１日 
至 平成１７年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成１８年４月１日 
至 平成１８年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成１７年４月１日 
至 平成１８年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   5,414,179 100.0 5,390,225 100.0  10,880,324 100.0

Ⅱ 売上原価   4,634,695 85.6 4,633,686 86.0  9,246,800 85.0

売上総利益   779,484 14.4 756,539 14.0  1,633,524 15.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  581,548 10.7 559,430 10.4  1,123,786 10.3

営業利益   197,936 3.7 197,108 3.6  509,737 4.7

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  521 914 1,245 

２ 受取配当金  5,312 5,962 7,897 

３ その他  5,807 11,641 0.2 8,769 15,646 0.3 14,779 23,892 0.2

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  344 348 687 

２ その他  521 866 0.0 433 782 0.0 786 1,474 0.0

経常利益   208,711 3.9 211,972 3.9  532,156 4.9

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※２ 14,208 ― 14,208 

２ 投資有価証券売却益  ― ― 139 

３ 貸倒引当金戻入益  510 14,718 0.2 ― ― ― 1,423 15,771 0.1

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産廃棄損 ※３ ― 1,307 3,096 

２ 投資有価証券評価損  ― ― ― ― 1,307 0.0 899 3,996 0.0

税金等調整前中間 
(当期)純利益 

  223,430 4.1 210,665 3.9  543,931 5.0

法人税、住民税 
及び事業税 

 97,784 53,567 211,280 

法人税等調整額  2,475 100,259 1.9 30,479 84,046 1.6 13,867 225,147 2.1

少数株主利益   8,659 0.1 7,182 0.1  16,768 0.1

中間(当期)純利益   114,511 2.1 119,435 2.2  302,015 2.8
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③ 【中間連結剰余金計算書】 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成１７年４月１日 

至 平成１７年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成１７年４月１日 

至 平成１８年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  385,637  385,637

Ⅱ 資本剰余金中間期末(期末)残高  385,637  385,637

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  3,733,292  3,733,292

Ⅱ 利益剰余金増加高   

  中間(当期)純利益  114,511 114,511 302,015 302,015

Ⅲ 利益剰余金減少高   

  配当金  70,690 70,690 70,690 70,690

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高  3,777,113  3,964,617
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④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

（単位：千円） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高 450,000 385,637 3,964,617 △52,453 4,747,801

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △70,679  △70,679

 中間純利益 119,435  119,435

 自己株式の取得 △607 △607

株主資本以外の項目の中間連結 

会計期間中の変動額(純額) 
 

中間連結会計期間中の変動額合計 ― ― 48,756 △607 48,149

平成18年９月30日残高 450,000 385,637 4,013,374 △53,061 4,795,950

 （単位：千円） 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額等合計

少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高 572,818 572,818 263,119 5,583,739

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  △70,679

 中間純利益  119,435

 自己株式の取得  △607

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 

△106,276 △106,276 5,890 △100,385

中間連結会計期間中の変動額合計 △106,276 △106,276 5,890 △52,236

平成18年９月30日残高 466,542 466,542 269,010 5,531,503
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⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

  
前中間連結会計期間

(自平成17年４月１日

至平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自平成18年４月１日 

至平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自平成17年４月１日

至平成18年３月31日)

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１ 税金等調整前中間(当期)純利益  223,430 210,665 543,931

２ 減価償却費  41,466 37,077 84,469

３ 投資有価証券評価損  ― ― 899

４ 貸倒引当金の減少額  △543 △240 △5,324

５ 賞与引当金の増減額  15,704 △2,008 △17,350

６ 退職給付引当金の増減額  18,308 △15,697 △12,381

７ 役員退職引当金の増減額  △9,321 △39,230 9,926

８ 受取利息及び受取配当金  △5,833 △6,877 △9,113

９ 支払利息  344 348 687

10 固定資産売却益  △14,208 ― △14,208

11 有形固定資産売却損  59 ― ―

12 有形固定資産除却損  57 1,307 3,216

13 売上債権の増減額  △13,416 △242,471 17,030

14 たな卸資産の減少額  50 4,449 2,833

15 仕入債務の増減額  13,788 △38,538 38,948

16 未払費用の増減額  △45,541 32,750 △23,651

17 未払消費税等の増減額  △28,271 7,916 △35,998

18 その他  △25,783 △4,781 12,723

小計  170,289 △55,330 596,638

19 利息及び配当金の受取額  5,833 6,877 9,113

20 利息の支払額  △344 △386 △687

21 法人税等の支払額  △163,577 △104,394 △283,893

営業活動によるキャッシュ・フロー  12,200 △153,234 321,171

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 定期預金の預入による支出  △338,988 △438,991 △580,809

２ 定期預金の払戻による収入  338,985 398,988 480,805

３ 有価証券の取得による支出  △609 △610 △1,228

４ 投資有価証券の取得による支出  △9,303 △9,920 △17,917

５ 有形固定資産の売却による収入  18,648 382 19,021

６ 有形固定資産の取得による支出  △17,958 △7,279 △31,901

７ 無形固定資産の取得による支出  △10,750 △1,185 △36,085

８ 長期貸付金の回収による収入  9,379 5,363 11,377

９ 長期貸付金の貸付による支出  △8,186 △4,104 △9,228

10 その他  8,208 21,003 2,059

投資活動によるキャッシュ・フロー  △10,573 △36,353 △163,906

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 自己株式の取得による支出  △584 △607 △614

２ 親会社による配当金の支払額  △70,690 △70,679 △70,690

３ 少数株主への配当金の支払額  △1,290 △1,290 △1,290

財務活動によるキャッシュ・フロー  △72,565 △72,576 △72,595

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △70,938 △262,163 84,669

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,505,757 2,590,427 2,505,757

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)
残高 

 2,434,819 2,328,263 2,590,427
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数   ３社 

主要な連結子会社の名称 

㈱関西白青舎 

中央管財㈱ 

白青警備保障㈱ 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数   ３社 

主要な連結子会社の名称 

同左 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数   ３社 

主要な連結子会社の名称 

同左 

(2) 主要な非連結子会社の名称 

白青舎エンジニアリング㈱ 

(連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社の総資産、売上

高、中間純損益(持分に見合う

額)及び利益剰余金(持分に見

合う額)等は、いずれも中間連

結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないためでありま

す。 

(2) 主要な非連結子会社の名称 

同左 

(連結の範囲から除いた理由) 

同左 

(2) 主要な非連結子会社の名称 

同左 

(連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社(１社)の総資

産、売上高、当期純損益(持分

に見合う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等は、いず

れも連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないためであ

ります。 

 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会

社数 

該当事項はありません。 

 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会

社数 

同左 

 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会

社数 

同左 

(2) 持分法を適用した関連会社数 

該当事項はありません。 

(2) 持分法を適用した関連会社数

同左 

(2) 持分法を適用した関連会社数

同左 

(3) 持分法を適用していない非連

結子会社の名称 

白青舎エンジニアリング㈱ 

(持分法を適用していない理由) 

非連結子会社については、中

間純損益及び中間利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性

がないため、持分法の適用か

ら除外しております。 

(3) 持分法を適用していない非連

結子会社の名称 

同左 

(持分法を適用していない理由)

同左 

(3) 持分法を適用しない非連結子

会社の名称 

同左 

(持分法を適用していない理由)

非連結子会社（１社）につい

ては、当期純損益及び利益剰

余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要

性がないため、持分法の適用

から除外しております。 

 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

すべての連結子会社の中間期の

末日は、中間連結決算日と一致

しております。 

 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

 同左 

 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

連結子会社の決算日は、連結決

算日と一致しております。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結会計期間末日

の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部資

本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法に

より算定) 

時価のないもの 

移動平均法による原価

法 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結会計年度末日の市

場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定) 

時価のないもの 

同左 

② たな卸資産 

最終仕入原価法により評

価しております。 

② たな卸資産 

同左 

② たな卸資産 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。なお、平成10年4月1日

以降取得した建物（建物附

属設備を除く）について

は、定額法を採用しており

ます。また、主な耐用年数

は建物及び構築物が5～50

年、機械装置及び運搬具並

びに工具器具及び備品が2

～10年であります。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

同左 

② 少額減価償却資産 

取得価額が10万円以上20

万円未満の資産について

は、３年均等償却をしてお

ります。 

② 少額減価償却資産 

同左 

② 少額減価償却資産 

同左 

③ 無形固定資産 

定額法を採用しておりま

す。 

なお、ソフトウェア(自

社利用分)については、社

内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法を採

用しております。 

③ 無形固定資産 

同左 

③ 無形固定資産 

同左 

 



― 19 ― 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失

に備えるため、回収不能見

込額を計上しております。 

ａ．一般債権 

貸倒実績率法によって

おります。 

ｂ．貸倒懸念債権及び破産

更生債権 

財務内容評価法によっ

ております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

 

② 賞与引当金 

従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、

賞与支給見込額及び当該支

給見込額に対応する社会保

険料会社負担見込額に基づ

き、当中間連結会計期間に

見合う分を計上しておりま

す。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、

賞与支給見込額及び当該支

給見込額に対応する社会保

険料会社負担見込額に基づ

き、当連結会計年度に見合

う分を計上しております。

 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末

において発生していると認

められる額を計上しており

ます。 

なお、数理計算上の差異

については、各連結会計年

度の発生時の費用として処

理する方法によっておりま

す。 

③ 退職給付引当金 

同左 

 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当連結会計年度末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上しておりま

す。 

数理計算上の差異につい

ては、発生時に全額費用処

理しております。 

 ④ 役員退職引当金 

役員の退職慰労金支給に

備えるため、各会社規定に

よる当中間連結会計期間末

要支給額を計上しておりま

す。 

④ 役員退職引当金 

同左 

④ 役員退職引当金 

役員の退職慰労金支給

に備えるため、各会社規

定により計上しておりま

す。 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。 

(4) 重要なリース取引の処理方法

同左 

(4) 重要なリース取引の処理方法

同左 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(5) その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によってお

ります。 

(5) その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

同左 

(5) その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

 

消費税等の会計処理 

同左 

 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現

金同等物)は、手許現金、随時

引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内

に償還期間の到来する短期投資

からなっております。 

 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 同左 

 

５ 連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び現金

同等物)は、手許現金、随時引

き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期間の到来する

短期投資からなっておりま

す。 
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会計処理の変更 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間連結会計期間より、固定資

産の減損に係る会計基準(「固定資

産の減損に係る会計基準」(企業会

計審議会 平成14年８月９日))及び

「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」(企業会計基準適用指針

第６号 平成15年10月31日)を適用

しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

――――― (固定資産の減損に係る会計基準 

当連結会計年度から「固定資産

の減損に係る会計基準」（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」（企業会計審議

会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成15年10月31日）を適用し

ております。 

 これによる損益に与える影響は

ありません。 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は、5,262,492千円で

あります。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。 

――――― 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、1,007,848千円であり

ます。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、973,979千円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、983,005千円でありま

す。 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次

のとおりであります。 

建物 123,074千円

機械装置 1,945千円

土地 92,117千円

計 217,137千円

担保付債務は、次のとおりで

あります。 

短期借入金 50,000千円
 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次

のとおりであります。 

建物 113,064千円

機械装置 1,945千円

土地 92,117千円

計 207,127千円

担保付債務は、次のとおりで

あります。 

短期借入金 50,000千円
 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次

のとおりであります。 

建物 117,849千円

機械装置 1,945千円

土地 92,117千円

計 211,913千円

担保付債務は、次のとおりで

あります。 

短期借入金 50,000千円
 

 

(中間連結損益計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な項目及び金額は、次の

とおりであります。 

貸倒引当金 
繰入額 

7千円

役員報酬 69,767千円

給料手当 209,518千円

賞与引当金 
繰入額 

18,203千円

役員退職引当金 
繰入額 

7,518千円

福利厚生費 57,962千円

減価償却費 14,212千円

租税公課 25,937千円

  

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な項目及び金額は、次の

とおりであります。 

貸倒引当金 
繰入額 

303千円

役員報酬 66,320千円

給料手当 203,887千円

賞与引当金 
繰入額 

20,222千円

役員退職引当金
繰入額 

2,130千円

福利厚生費 57,604千円

減価償却費 14,123千円

租税公課 24,718千円

  

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な項目及び金額は、次の

とおりであります。 

役員報酬 141,927千円

給料手当 410,189千円

賞与引当金 
繰入額 

58,243千円

役員退職引当金 
繰入額 

13,926千円

福利厚生費 118,204千円

減価償却費 28,892千円

租税公課 32,566千円

 
 

 

※２ 固定資産売却益 

建物 1,403千円

土地 12,805千円

計 14,208千円
 

 

――――― 

 

※２ 固定資産売却益 

建物 1,403千円

土地 12,805千円

計 14,208千円
 

 

――――― 

 

※３ 固定資産廃棄損 

工具器具及び 
備品 

1,307千円
 

 

――――― 
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 9,000,000 ― ― 9,000,000
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 165,125 1,340 ― 166,465
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加    1,340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 

平成18年6月28日 
定時株主総会 

普通株式 70,679 8 平成18年3月31日 平成18年6月29日

 

 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌中間連結会計期間後

となるもの 

       該当事項はありません。 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に記載されて

いる科目の金額との関係 

現金及び預金 2,895,628千円

預入期間が 
３ヶ月を超え 
る定期預金 

△460,808千円

現金及び 
現金同等物 

2,434,819千円

 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に記載されて

いる科目の金額との関係 

現金及び預金 2,829,076千円

預入期間が 
３ヶ月を超え
る定期預金 

△500,812千円

現金及び 
現金同等物 

2,328,263千円

 

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

現金及び預金 3,051,236千円

預入期間が 
３ヶ月を超え 
る定期預金 

△460,809千円

現金及び 
現金同等物 

2,590,427千円
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(リース取引関係) 

 
   

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

 

機械装置 
及び 
運搬具 
(千円) 

工具器具 
及び備品 
(千円) 

合計 
(千円) 

取得価額 
相当額 

366,917 54,177 421,095 

減価償却 
累計額 
相当額 

136,356 25,747 162,104 

中間期末 
残高 
相当額 

230,560 28,430 258,991 

 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

 

機械装置
及び 
運搬具
(千円)

工具器具
及び備品
(千円)

合計 
(千円)

取得価額
相当額 

395,296 98,018 493,314

減価償却
累計額 
相当額 

179,048 38,086 217,135

中間期末
残高 
相当額 

216,247 59,931 276,179

 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

 

機械装置 
及び 
運搬具 
(千円) 

工具器具 
及び備品 
(千円) 

合計 
(千円)

取得価額
相当額 

402,208 65,850 468,059

減価償却
累計額 
相当額 

160,102 30,989 191,092

期末残高
相当額 

242,105 34,860 276,966

 
   

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 55,114千円

１年超 213,557千円

合計 268,672千円
 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 66,312千円

１年超 220,665千円

合計 286,978千円
 

② 未経過リース料期末残高相当額

 

１年以内 61,809千円

１年超 225,517千円

合計 287,326千円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 30,704千円

減価償却費相当額 27,427千円

支払利息相当額 4,150千円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 35,556千円

減価償却費相当額 31,802千円

支払利息相当額 4,299千円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 63,110千円

減価償却費相当額 56,416千円

支払利息相当額 8,248千円
 

④ 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

・リース期間を耐用年数とし、

残存価格を零とする定額法に

よっております。 

利息相当額の算定方法 

・リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息

相当額とし、各期への配分方

法については、利息法によっ

ております。 

④ 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

  同左 

④ 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

  同左 
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式 335,361 1,054,151 718,789

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合計 335,361 1,054,151 718,789

(注)当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について減損処理を行っており
ません。 
なお、減損処理に当たっては、当中間連結会計期間末における株価が取得原価に比べ50％以
上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重
要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 

 

２ 時価のない主な有価証券の内容 

 

 中間連結貸借対照表計上額(千円) 

(1) 満期保有目的の債券 

割引金融債 53,223

(2) その他有価証券 

非上場株式 76,066

合計 129,289

 

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式 353,753 1,142,447 788,693
(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合計 353,753 1,142,447 788,693

(注)当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について減損処理を行っており
ません。 
なお、減損処理に当たっては、当中間連結会計期間末における株価が取得原価に比べ50％以
上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等
を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 

 

２ 時価のない主な有価証券の内容 

 

 中間連結貸借対照表計上額(千円) 

(1) 満期保有目的の債券 

割引金融債 54,451

(2) その他有価証券 

非上場株式 75,166

合計 129,617
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前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式 343,833 1,312,376 968,543

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合計 343,833 1,312,376 968,543

(注)当連結会計年度において、有価証券について減損処理を行っておりません。 
なお、減損処理に当たっては、期末における株価が取得原価に比べ50％以上下落した場合に
はすべて減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性
等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 

 

２ 時価のない主な有価証券の内容 

 

 連結貸借対照表計上額(千円) 

(1) 満期保有目的の債券 

割引金融債 53,841

(2) その他有価証券 

非上場株式 75,166

合計 129,007

 

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日) 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(平成17年４月１日～平成17年９月30日) 
 

 
ビルメンテ 
ナンス事業 
(千円) 

警備事業
(千円) 

総合アウト
ソーシング

事業 
(千円) 

その他の事業
(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 

3,093,059 1,589,392 289,497 442,230 5,414,179 ― 5,414,179

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

2,558 13,839 ― 8,469 24,867 ( 24,867) ―

計 3,095,618 1,603,231 289,497 450,699 5,439,047 ( 24,867) 5,414,179

営業費用 2,877,785 1,541,814 265,707 420,679 5,105,987 110,256 5,216,243

営業利益 217,833 61,417 23,790 30,019 333,060 (135,124) 197,936

(注) １ 事業区分の方法 
事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
なお、当中間連結会計期間から従来「その他の事業」に含まれていたアウトソーシングの受注事業は、
営業利益に占める重要性が増加したため別掲いたしました。その結果、従来の方法に比べて「その他の
事業」における売上高、営業費用及び営業利益が、「総合アウトソーシング事業」における売上高、営
業費用及び営業利益相当額分それぞれ減少しております。 

２ 各事業の主な内訳 
(1) ビルメンテナンス事業………清掃請負・不動産の管理保全 
(2) 警備事業………………………警備 
(3) 総合アウトソーシング事業…出納・事務系営業支援・作業系営業支援 
(4) その他の事業…………………運送・保管・不動産の賃貸等 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は142,236千円であり、その主な
ものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

 

 

当中間連結会計期間(平成18年４月１日～平成18年９月30日) 
 

 
ビルメンテ 
ナンス事業 
(千円) 

警備事業
(千円) 

総合アウト
ソーシング

事業 
(千円) 

その他の事業
(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 

3,115,595 1,668,260 319,102 287,267 5,390,225 ― 5,390,225

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

5,024 9,454 ― 8,039 22,518 (22,518) ―

計 3,120,619 1,677,715 319,102 295,306 5,412,743 (22,518) 5,390,225

営業費用 2,909,627 1,608,830 295,028 265,100 5,078,587 114,529 5,193,117

営業利益 210,991 68,884 24,074 30,206 334,156 (137,047) 197,108

(注) １ 事業区分の方法 
事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内訳 
(1) ビルメンテナンス事業………清掃請負・不動産の管理保全 
(2) 警備事業………………………警備 
(3) 総合アウトソーシング事業…出納・事務系営業支援・作業系営業支援 
(4) その他の事業…………………運送・保管・不動産の賃貸等 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は143,990千円であり、その主な
ものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 
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前連結会計年度(平成17年４月１日～平成18年３月31日) 

 
ビルメンテ 
ナンス事業 
(千円) 

警備事業
(千円) 

総合アウト
ソーシング

事業 
(千円) 

その他 
の事業 
(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 

6,436,802 3,203,244 766,776 473,501 10,880,324 ― 10,880,324

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

4,749 29,598 ― 16,745 51,093 (51,093) ―

計 6,441,552 3,232,842 766,776 490,246 10,931,417 (51,093)10,880,324

営業費用 5,942,700 3,069,780 725,261 445,451 10,183,193 187,392 10,370,586

営業利益 498,852 163,062 41,515 44,794 748,224 (238,486) 509,737

 

  (注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内訳 

(1) ビルメンテナンス事業………清掃請負・不動産の管理保全 

(2) 警備事業………………………警備 

(3) 総合アウトソーシング事業…出納・事務系営業支援・作業系営業支援 

(4) その他の事業…………………運送・保管・不動産の賃貸等 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は247,994千円であり、その主な

ものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(平成17年４月１日～平成17年９月30日)、当中間連結会計期間(平成18年４月１

日～平成18年９月30日)及び前連結会計年度(平成17年４月１日～平成18年３月31日)において、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】 

前中間連結会計期間(平成17年４月１日～平成17年９月30日)、当中間連結会計期間(平成18年４月１

日～平成18年９月30日)及び前連結会計年度(平成17年４月１日～平成18年３月31日)において、海外

売上高がないため、該当事項はありません。 

 

 

(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付関係) 

該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 564.30円
 

１株当たり純資産額 595.74円
 

１株当たり純資産額 602.23円
 

１株当たり中間純利益 12.96円
 

１株当たり中間純利益 13.52円
 

１株当たり当期純利益 34.18円
 

なお、潜在株式調整後１株当たり中
間純利益については、潜在株式が存
在しないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中
間純利益については、潜在株式が存
在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益については、潜在株式が存
在しないため記載しておりません。

１株当たり中間純利益の算定上の基
礎 

中間連結損益計算書上の中間純利
益 

114,511千円 

１株当たり中間純利益算定上の基礎
 

中間連結損益計算書上の中間純利
益 

119,435千円

１株当たり当期純利益の算定上の基
礎 

連結損益計算書上の当期純利益 
302,015千円

 
普通株式に係る中間純利益 

114,511千円 
普通株式に係る中間純利益 

119,435千円
普通株式に係る当期純利益 

302,015千円
普通株主に帰属しない金額の主要
な内訳 
該当事項はありません。 

普通株主に帰属しない金額の主要
な内訳 
該当事項はありません。 

普通株主に帰属しない金額の主要
な内訳 
該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 
8,835,522株 

普通株式の期中平均株式数 
8,834,492株

普通株式の期中平均株式数 
8,835,235株

 

 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

 




