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１．平成19年３月期の業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 7,035 △2.7 255 △42.6 369 △31.9 101 △47.4

18年３月期 7,232 3.5 445 △13.4 541 △0.6 192 △33.3

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 19 49 － － 1.1 3.4 3.6

18年３月期 33 66 － － 2.1 5.0 6.2

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

(2）財政状態

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

19年３月期 10,570 9,262 87.6 1,784 44

18年３月期 11,081 9,390 84.7 1,805 74

（参考）自己資本 19年３月期 9,262百万円 18年３月期 9,390百万円

(3）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

百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期 △23 206 △129 2,971

18年３月期 398 △529 △129 2,918

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 － － － － － － 25 00 25 00 129 74.3 1.4

19年３月期 － － － － － － 25 00 25 00 129 128.3 1.4

20年３月期（予想） － － － － － － 25 00 25 00 － 122.7 －

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 3,300 △4.6 27 △82.4 70 △66.3 35 △65.3 6 88

通期 6,700 △4.8 119 △53.4 206 △44.0 105 4.6 20 38
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４．その他

(1）重要な会計方針の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、20ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 5,191,040株 18年３月期 5,191,040株

②　期末自己株式数 19年３月期 480株 18年３月期 480株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、29ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実際の業績は今後様々

な要因によって、予想数値と異なる場合があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当期におけるわが国の経済は、個人消費や設備投資、海外需要とともに緩やかな回復をつづけ、戦後最長の「いざ

なぎ景気」を超える景気拡大となりました。今後も、米経済の減速や原油価格の動向などの不安材料は残っているも

のの、企業収益の本格的な改善や雇用情勢の回復など、当面は回復基調に大きな変化はないものと思われます。

　しかしながら、当社の営業地盤である北海道経済は、個人消費や設備投資、雇用環境など一部に改善の動きが見ら

れましたが、全般的には横ばい圏内で推移し依然として厳しい状況が続きました。

 　ビルメンテナンス業界は、全国的には一部の都市においてやや好転の兆しはあるものの、依然として、全体売上の

伸び悩みと、過当競争による受注価格の低迷から、厳しさは一段と増している状況にあります。

　このような状況のもとで、当社は引続き民間受注の拡大に全社を挙げて営業活動の推進と現場管理コストの削減に

取組みました。

  以上の結果、当期の売上高は、民間大口物件の解約などにより7,035百万円（前期比2.7％減）、経常利益は受注金

額の低価格化による利益率の低下が大きく影響したことなどにより369百万円（前期比31.9％減）、当期純利益につき

ましては関係会社株式評価損等の特別損失の計上により101百万円（前期比47.4％減）の減収減益となりました。

部門別の売上状況

　清掃部門は2,306百万円(前期比4.8%減)、構成比32.8％・警備部門は1,878百万円(前期比9.0%減) 、構成比

26.7％・設備部門は、2,044百万円(前期比2.8%増)、構成比29.1％・その他部門は526百万円(前期比3.8%増)、構

成比7.4％・不動産賃貸部門は279百万円(前期比12.2%増)、構成比4.0％となりました。 

(2）財政状態に関する分析

　当事業年度における現金及び現金同等物（以下資金という。）は、主に投資活動による資金増加により、当事業年

度末には2,971百万円となりました。

　また、当事業年度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）

　　当事業年度において営業活動の結果使用した資金は23百万円（前年同期に得られた資金は398百万円）となりまし

た。

　これは主に、税引前当期純利益304百万円に加えて、減価償却費88百万円及び関係会社株式評価損54百万円等の

非資金的項目がありましたが、役員退職金の支給248百万円や法人税等の支払額252百万円があったことによるもの

であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　当事業年度において投資活動の結果得られた資金は206百万円（前年同期に使用した529百万円）となりました。

　これは主に有価証券の取得による支出309百万円及び定期預金の預入による支出2,030百万円がありましたが、定

期預金の払戻しによる収入2,530百万円があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　当事業年度において財務活動の結果使用した資金は129百万円（前年同期とほぼ同額）となりました。

　これは配当金の支払いによるものであります。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策として位置づけしております。

　配当政策につきましては、業績に対応した配当を行うことを基本としつつ配当性向20％以上を目標として業績の維

持、将来の事業展開に備えるための内部留保の充実などを総合的に勘案して決定しております。

　また、内部留保資金につきましては、今後の事業展開に伴う資金需要に備えるとともに経営基盤の強化を図り、将

来の成長と収益向上のため活用する予定であります。

　上記方針に基づき、平成19年3月期につきましては、1株当たり配当金25円とする配当案をご提案申し上げる予定で

あります。

株式会社ベルックス（4672）平成 19 年 3 月期決算短信(非連結）

－ 3 －



２．企業集団の状況
　当社のグループ企業として、100％子会社の株式会社ビルサポートがあります。ただし、連結の範囲及び持分法適用範

囲の計上基準に満たない事業規模であるため、情報開示においては、持分法非適用の非連結子会社の取扱いとしており

ます。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、創業以来「誠実」を社是とし、「お客様の満足を創造する」という経営理念のもと、新しい時代の豊かで

快適なメンテナンスを望まれるお客様の多様なニーズに対応できる「快適新発想企業」を目指し、挑戦しつづけるこ

とを基本方針としております。

　また、企業価値の最大化、収益性の向上、キャッシュ・フローを重視した経営に注力し、盤石の経営基盤確立と環

境衛生面や安全面の業務を通じて社会に貢献できる企業を目指し全力を尽くす所存であります。

(2）目標とする経営指標

　当社は、株主資本を有効活用し、企業価値の最大化を図るという視点から、株主資本当期純利益率（ROE）及び売上

高経常利益率の２つの重要指標と位置付ており、当該指標の維持向上を図ってまいります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、この厳しい環境の中で勝ち残る為には、創業時から培ってきた原点に立ち戻り、当社の技術、オペレーショ

ン体制これからの状況を踏まえて、当社の強みを再確認し、サービス品質を高め、活力ある企業風土を創り経営基盤

の再構築を行なう中で、安定した収益基盤の確立が急務となっております。現在、ビルメンテナンス業の総需要は伸

び悩みの傾向にあり、特に官公庁物件につきましては、一般競争入札の導入により、民間に比べて契約改定率のマイ

ナス幅が大きく、また、単年度受注により、継続した予想が立てにくくなっております。こうした状況から当社は、

比較的長期の契約サービスの評価に対して厳しい判断を行なう民間へのシフトを引続き進めてまいります。さらに、

人材の育成、内部統制システムの推進、法令順守や業務効率性の高い経営を推進してまいります。

(4）会社の対処すべき課題

 　　 ビルメンテナンス業界の経営環境は極めて厳しく、引続き受注契約は今後も低価格が続いていくものと思われます。

このような状況下ではありますが、当社では経営体質の変革を最重点課題として「売上重視から利益確保への転換」、

「受注物件ごとの事後管理（原価管理）の徹底」、「経営的視野に立った顧客対応」を図ると共に組織の活性化と人

材の育成などにも積極的に取り組み、事業基盤の強化に努めてまいります。

  売上につきましては、一層の受注契約の努力と当社特有の手法による品質の維持を確保し、利益については、作業

効率の見直し等による管理コストの低減、労働の量と適正人員配置の見直しを重点に売上原価及び販管費についても

さらにムダの排除を実践し、より一層のコスト削減に努め収益の確保を図る所存であります。

  従いまして、次期業績の見通しといたしましては、売上高6,700百万円(前期比4.8％減)、経常利益206百万円(前期

比44.0％減)、当期純利益105百万円（前期比4.6％増）を見込んでおります。　　　　  

(5）内部管理体制の整備・運用状況

①　内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備の状

況

 　内部管理体制の整備・運用状況につきましては、当社は、企業を取り巻く関係者の利害関係を調整しつつ株主の利

益を最大限尊重し、企業価値を高めることが経営者の責務でありますが、経営執行の過程において、取締役会の合

議機能、監査役の監視機能あるいは社内の組織・職務分掌における牽制機能などを有効に発揮させることによって、

経営の健全性・公平性・透明性を担保とすることがコーポーレート・ガバナンスの基本であると考えております。

　当社の内部管理体制に関する社内規程については、内部監査規程のほか、すでに必要規程を整備しております。

関係法令の改正などにより社内規程の変更が必要となった場合は、社内規程管理部署である総務部が原案を作成、

取締役会での承認により、随時規程の整備を実施しております。また、社内規程が適正に運用されているかは、内

部監査室が監視しております。また、内部管理組織等体制の概要（平成19年３月31日現在）は以下のとおりであり

ます。
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株  主  総  会 

 監査役会 

 監査役３名 

 

 取締役会 

 取締役 9名 

 会計監査人 

 会計監査 

代表取締役社長 

 

内部監査室 経営委員会 

各部門 

 
②　内部管理体制の充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況

　当期におきまして、内部監査室は、社内各部門を対象に内部監査を実施いたしました。また、社内規程につきま

しては、「職務分掌規程」「定款」「株式取扱規則」等の改定を行いました。

(6）その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   4,248,591   3,801,374  △447,217

２．受取手形   11,541   17,343  5,802

３．売掛金   741,681   724,687  △16,993

４．貯蔵品   26,051   22,963  △3,088

５．前払費用   24,469   25,606  1,136

６．未収還付法人税等   －   49,015  49,015

７．繰延税金資産   118,183   22,717  △95,466

８．その他   14,442   6,558  △7,883

９．貸倒引当金   △9,566   △5,565  4,000

流動資産合計   5,175,394 46.7  4,664,700 44.1 △510,693

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(１）建物  1,939,724   1,954,972    

減価償却累計額  617,158 1,322,565  678,784 1,276,187  △46,378

(２）構築物  1,482   1,482    

減価償却累計額  1,221 260  1,262 220  △40

(３）車輌運搬具  69,859   65,252    

減価償却累計額  49,054 20,805  44,321 20,931  126

(４）工具器具及び備品  77,279   83,908    

減価償却累計額  55,883 21,396  59,840 24,067  2,670

(５）土地   1,553,133   1,553,133  －

有形固定資産合計   2,918,162 26.3  2,874,540 27.2 △43,621

２．無形固定資産         

(１）ソフトウェア   2,626   1,872  △754

(２) 営業権   86,472   －  △86,472

(３）のれん   －   57,648  57,648

(４) 電話加入権   7,188   7,188  －

(５）施設利用権   1,564   1,341  △223

無形固定資産合計   97,851 0.9  68,049 0.7 △29,801
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３．投資その他の資産         

(１）投資有価証券   2,341,237   2,502,960  161,723

(２）関係会社株式   80,000   25,723  △54,276

(３）破産債権、再生債
権、更生債権その
他これらに準ずる
債権

  8,918   15,670  6,752

(４）長期前払費用   4,609   5,628  1,019

(５）保険積立金   443,063   394,615  △48,448

(６）会員権   28,269   28,269  －

(７）敷金・保証金   15,006   14,995  △11

(８）出資金   210   210  －

(９）その他   －   11,335  11,335

(10）貸倒引当金   △31,687   △36,389  △4,702

投資その他の資産合
計

  2,889,627 26.1  2,963,020 28.0 73,393

固定資産合計   5,905,640 53.3  5,905,610 55.9 △30

資産合計   11,081,035 100.0  10,570,311 100.0 △510,724

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   133,917   107,614  △26,302

２．未払金   27,943   39,943  12,000

３．未払費用   407,050   405,688  △1,361

４．未払法人税等   140,326   13,678  △126,648

５．未払消費税等   41,096   32,825  △8,270

６．前受金   28,115   25,976  △2,139

７．預り金   9,827   32,015  22,188

８．賞与引当金   50,000   50,000  －

流動負債合計   838,276 7.6  707,743 6.7 △130,533

Ⅱ　固定負債         

１．退職給付引当金   228,645   244,129  15,483

２．役員退職慰労引当金   325,283   83,748  △241,535

３．預り敷金   65,320   67,181  1,860

４．繰延税金負債   233,178   205,272  △27,906

固定負債合計   852,427 7.7  600,330 5.7 △252,096

負債合計   1,690,703 15.3  1,308,074 12.4 △382,629
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※１  909,677 8.2  －  △909,677

Ⅱ　資本剰余金         

１．資本準備金  897,415   －    

資本剰余金合計   897,415 8.1  －  △897,415

Ⅲ　利益剰余金         

１．利益準備金  125,820   －   △125,820

２．任意積立金         

別途積立金  6,305,000   －   △6,305,000

３．当期未処分利益  575,550   －   △575,550

利益剰余金合計   7,006,370 63.2  － － △7,006,370

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

※３  577,697 5.2  － － △577,697

Ⅴ　自己株式 ※２  △827 △0.0  － － 827

資本合計   9,390,331 84.7  － － △9,390,331

負債及び資本合計   11,081,035 100.0  － －
△

11,081,035
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  909,677 8.6 909,677

２．資本剰余金         

　　資本準備金  －   897,415   897,415

資本剰余金合計   － －  897,415 8.5 897,415

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   125,820   125,820

(2）その他利益剰余金         

任意積立金  －   6,305,000   6,305,000

繰越利益剰余金  －   529,415   529,415

利益剰余金合計   － －  6,960,235 65.8 6,960,235

４．自己株式   － －  △827 △0.0 △827

株主資本合計   － －  8,766,499 82.9 8,766,499

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  495,737  495,737

評価・換算差額等合計   － －  495,737 4.7 495,737

純資産合計   － －  9,262,237 87.6 9,262,237

負債純資産合計   － －  10,570,311 100.0 10,570,311
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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
（％）

Ⅰ　売上高   7,232,757 100.0  7,035,189 100.0

Ⅱ　売上原価   6,149,120 85.0  6,104,505 86.8

売上総利益   1,083,637 15.0  930,683 13.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．広告宣伝費  10,186   11,582   

２．貸倒引当金繰入額  2,384   848   

３．役員報酬  104,663   113,850   

４．給与手当  261,617   275,803   

５．役員退職金  248   －   

６．退職給付費用  2,126   3,791   

７．役員退職慰労引当金繰入
額

 8,088   6,520   

８．法定福利費  27,013   31,521   

９．旅費交通費  4,200   5,269   

10．交際費  4,084   4,373   

11．賃借料  11,697   9,744   

12．消耗品費  7,055   6,693   

13．事業税  21,279   18,629   

14．租税公課  14,660   16,390   

15．減価償却費  9,792   11,280   

16．営業権償却  28,824   －   

17．のれん償却額  －   28,824   

18．支払報酬  －   47,191   

19．その他  120,284 638,207 8.8 82,741 675,057 9.6

営業利益   445,430 6.2  255,626 3.6

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  2,739   4,399   

２．受取配当金  46,060   80,427   

３．高齢者等雇用助成金 ※１ 4,298   4,993   

４．有価証券売却益  4,423   －   

５．保険返戻金  32,103   －   

６．雑収入  10,557 100,183 1.4 23,649 113,470 1.6

Ⅴ　営業外費用        

１．有価証券売却損  3,784 3,784 0.1 － － －

経常利益   541,829 7.5  369,096 5.2

株式会社ベルックス（4672）平成 19 年 3 月期決算短信(非連結）

－ 11 －



  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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
（％）

Ⅵ　特別利益        

　１．固定資産売却益 ※2 ― ― ― 900 900 0.0

Ⅶ　特別損失        

　１．役員退職慰労引当金繰　
　　　　入額

 110,550   －   

　２．社葬費用  20,988   －   

　３．関係会社株式評価損  －   54,276   

　４．投資有価証券評価損  －   10,000   

５．固定資産除売却損 ※3 5,768   1,175   

　 ６．貸倒引当金繰入額  7,296 144,603 2.0 － 65,451 0.9

税引前当期純利益   397,226 5.5  304,545 4.3

法人税、住民税及び事業
税

 260,384   84,090   

法人税等還付税額  －   △3,908   

法人税等調整額  △55,402 204,982 2.8 123,209 203,391 2.9

当期純利益   192,243 2.7  101,153 1.4

前期繰越利益   383,306   －  

当期未処分利益   575,550   －  

        

売上原価明細書

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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
（％）

Ⅰ　労務費        

１．給与手当  4,222,612   4,016,791   

２．退職給付費用  40,400   34,123   

３．法定福利費  375,898 4,638,911 75.4 378,471 4,429,387 72.6

Ⅱ　外注費   897,571 14.6  1,064,646 17.4

Ⅲ　経費        

１．材料消耗品費  167,309   153,608   

２．車輌費  29,315   35,916   

３．減価償却費  73,209   77,553   

４．その他  342,802 612,637 10.0 343,394 610,472 10.0

売上原価   6,149,120 100.0  6,104,505 100.0
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(3）株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

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
計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

任意積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

909,677 897,415 － 897,415 125,820 6,305,000 575,550 7,006,370 △827 8,812,634

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）2       △129,764 △129,764  △129,764

役員賞与(注）2       △17,525 △17,525  △17,525

当期純利益       101,153 101,153  101,153

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）

          

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － － － △46,135 △46,135 － △46,135

平成19年３月31日　残高
（千円）

909,677 897,415 － 897,415 125,820 6,305,000 529,415 6,960,235 △827 8,766,499

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

577,697 577,697 9,390,331

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）2   △129,764

役員賞与（注）2   △17,525

当期純利益   101,153

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△81,959 △81,959 △81,959

事業年度中の変動額合計
（千円）

△81,959 △81,959 △128,094

平成19年３月31日　残高
（千円）

495,737 495,737 9,262,237

 （注）１．記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

　　　 ２．平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税引前当期純利益  397,226 304,545 △92,680

減価償却費  83,001 88,834 5,832

貸倒引当金の増加額  3,384 531 △2,852

関係会社株式評価損  － 54,276 54,276

賞与引当金の増加額  1,000 － △1,000

退職給付引当金の増加
額

 18,181 15,483 △2,697

役員退職慰労引当金の
増加額（△減少額）

 93,479 △241,535 △335,014

受取利息及び受取配当
金

 △48,800 △84,827 △36,027

投資有価証券評価損  － 10,000 10,000

投資有価証券売却損益  △639 － 639

営業権償却  28,824 － △28,824

のれん償却額  － 28,824 28,824

有形固定資産売却益   △900 △900

有形固定資産除売却損  5,768 1,175 △4,593

売上債権の減少額  2,142 13,317 11,175

たな卸資産の減少額
（△増加額）

 △1,483 3,088 4,571

破産更生債権等の増加
額

 △999 △8,878 △7,879

その他資産の増加額  △49,322 △4,529 44,793

仕入債務の増加額（△
減少額）

 25,565 △26,302 △51,868

　　　 未払消費税等の増加額
（△減少額）

 12,218 △8,270 △20,489

その他負債の増加額  39 17,025 16,985

役員賞与の支払額  △19,700 △17,525 2,175

小　　計  549,886 144,332 △405,553

利息及び配当金の受取
額

 48,789 84,610 35,820

法人税等の支払額  △200,199 △252,855 △52,655

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 398,476 △23,911 △422,388

株式会社ベルックス（4672）平成 19 年 3 月期決算短信(非連結）

－ 14 －



  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　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

 △2,630,000 △2,030,000 600,000

定期預金の払戻しによ
る収入

 3,030,000 2,530,000 △500,000

有形固定資産の売却に
よる収入

 － 1,771 1,771

有形固定資産の取得に
よる支出

 △180,946 △33,591 147,354

投資有価証券の売却に
よる収入

 25,928 － △25,928

投資有価証券の取得に
よる支出

 △750,362 △309,375 440,987

保険積立金の積立によ
る支出

 △161,740 △75,592 86,147

保険積立金の解約によ
る収入

 135,942 123,348 △12,594

その他  1,722 55 △1,667

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △529,455 206,615 736,070
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前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

配当金の支払額  △129,764 △129,920 △156

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △129,764 △129,920 △156

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

 － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
加額（△減少額）

 △260,743 52,782 313,526

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 3,179,335 2,918,591 △260,743

Ⅶ　現金及び現金同等物の期
末残高

 ※ 2,918,591 2,971,374 52,782
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(5）利益処分計算書

  
前事業年度

（平成18年６月29日） 

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   575,550

Ⅱ　利益処分額    

１．配当金  129,764  

２．役員賞与金  17,525  

（うち監査役賞与金）  (1,600) 147,289

Ⅲ　次期繰越利益   428,261

    

　（注）１．日付は株主総会承認日であります。

２．前事業年度の配当金は、自己株式を除いて計算してあります。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

決算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）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

決算末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は、全部純資産直入法

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

総平均法による原価法

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）貯蔵品

最終仕入原価法

(1）貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）については、

定額法を採用しております。

　なお、取得価額10万円以上20万円未満

のものについては、３年間で均等償却す

る方法によっております。

(1）有形固定資産

同左 

(2)無形固定資産

定額法によっております。

なお、耐用年数については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によってお

ります。

　ただし、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）に基づく定額法によっており、

営業権については、５年間での均等償却

を行っております。

(2)無形固定資産

定額法によっております。

なお、耐用年数については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によってお

ります。

　ただし、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）に基づく定額法によっており、

のれんについては、５年間での均等償却

を行っております。

(3）長期前払費用

　均等償却をしております。

　なお、償却期間については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によってお

ります。

(3)長期前払費用

同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、

回収不能見積額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

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再生更生債権

　財務内容評価法によっております。

 

 

(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、支給見込額に基づき計上し

ております。

(2)賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

　社員の退職給付に備えるため、当期末

における退職給付債務の見込額に基づき、

当期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、数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均残存勤

務期間内の一定の年数（３年）による定

額法により按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から損益処理することとして

おります。

(3)退職給付引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えて、内

規に基づく期末要支給額を計上しており

ます。

(4)役員退職慰労引当金

同左

５．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。

同左

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であり、かつ、価格の

変動について僅少なリスクしか負わない短

期的な投資からなっております。

　同左

７．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

(1）消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、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。

 

──────

 

──────

　

 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度から、「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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は9,262,237千円

であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

（役員賞与に関する会計基準）

　当事業年度から「役員賞与に関する会計基準」(会計基

準委員会　平成17年11月29日　企業会計基準第４号）を適

用しております。

　この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益が、15,400千円減少しております。

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表）

──────

 

（貸借対照表）

　　「営業権」は、当期から「のれん」として表示してお

ります。

（損益計算書）

　保険返戻金は営業外収益の総額の１/10を超えたため、

区分掲記することとしました。なお、前期は雑収入に1,824

千円含まれております。

（損益計算書）

　　「営業権償却」は、当期から「のれん償却額」として

表示しております。

　　「保険返戻金」（当期8,274千円）は、営業外収益の

総額の１/10以下となったため、営業外収益の「雑収入」

に含めて表示することとしました。

　「支払報酬」は販管費及び一般管理費の総額の5/100

を超えたため、区分掲記することとしました。なお、前

期は「その他」に38,887千円含まれております。

（キャッシュ・フロー計算書）

──────

 

 (キャッシュ・フロー計算書）

　「営業権償却」は、当期から「のれん償却額」として表

示しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

※１　会社が発行する株式及び発行済株式の総数 ──────

授権株式総数 普通株式 16,000,000株

発行済株式総数 普通株式 5,191,040株

※２　自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式480株で

あります。

──────

 

 ※３　配当制限

　商法施行規則第１２４条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は577,697千

円であります。

──────

 

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　高齢者等雇用助成金は、特定求職者雇用開発助成金、

身体障害者雇用調整金等の合計であります。

※１　高齢者等雇用助成金は、特定求職者雇用開発助成金、

身体障害者雇用調整金等の合計であります。

※２　　　　　　　────── ※２　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

車輌運搬具 900千円

  

 ※３　固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。

 建物 88千円 

車輌運搬具 5,680千円 

計 5,768千円 

 ※３　固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。

建物 348千円

車輌運搬具 827千円

計 1,175千円
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 株式の種類
前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 5,191,040 － － 5,191,040

合計 5,191,040 － － 5,191,040

自己株式

普通株式 480 － － 480

合計 480 － － 480

２．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

３．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29日

定時株主総会
普通株式 129,764 25 平成18年３月31日 平成18年６月29日

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 129,764

繰越利益剰余

金
25 平成19年３月31日 平成19年６月28日

株式会社ベルックス（4672）平成 19 年 3 月期決算短信(非連結）

－ 22 －



（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成18年３月31日）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成19年３月31日）

 （千円）

現金及び預金勘定 4,248,591

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,330,000

現金及び現金同等物 2,918,591

 （千円）

現金及び預金勘定 3,801,374

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △830,000

現金及び現金同等物 2,971,374

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

及び期末残高相当額

　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

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

工具器具及び
備品

95,836 60,587 35,249

ソフトウェア 4,986 3,988 997

合計 100,822 64,575 36,246

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

工具器具及び
備品

141,436 41,471 99,965

ソフトウェア 22,085 4,986 17,099

合計 163,521 46,457 117,064

　（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、「支払利子込み法」により算定しており

ます。

　（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、「支払利子込み法」により算定しており

ます。

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 12,681千円

１年超 23,565千円

合計 36,246千円

１年内 27,857千円

１年超 89,207千円

合計 117,064千円

　（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、「支払利子込み法」によ

り算定しております。

　（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、「支払利子込み法」によ

り算定しております。

③　支払リース料及び減価償却費相当額 ③　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 13,406千円

減価償却費相当額 13,406千円

支払リース料 12,732千円

減価償却費相当額 12,732千円

④　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、残存価額を零とする定額

法によっております。

④　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、残存価額を零とする定額

法によっております。
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（有価証券関係）

前事業年度（平成18年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの

(1)株式 500,202 1,479,625 979,422

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

小計 500,202 1,479,625 979,422

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの

(1)株式 22,856 19,186 △3,670

(2)債券 732,485 726,674 △5,811

(3)その他 － － －

小計 755,341 745,860 △9,481

合計 1,255,543 2,225,485 969,941

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

25,928 4,423 3,784

３．時価評価されていない有価証券

区分 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

(1)非上場株式 115,752

(2)債券 －

(3)その他 －

合計 115,752
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当事業年度（平成19年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの

(1)株式 500,202 1,312,750 812,547

(2)債券 1,023,903 1,054,006 30,102

(3)その他 － － －

小計 1,524,106 2,366,756 842,650

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの

(1)株式 30,793 20,476 △10,317

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

小計 30,793 20,476 △10,317

合計 1,554,899 2,387,232 832,332

２．時価評価されていない有価証券

区分 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

(1)非上場株式 115,728

(2)債券 －

(3)その他 －

合計 115,728

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

株式会社ベルックス（4672）平成 19 年 3 月期決算短信(非連結）

－ 25 －



（税効果会計関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）  

未払事業税否認額 12,043千円

賞与引当金否認額 20,220

役員退職慰労引当金繰入限度超過額 131,544

退職給付引当金繰入限度超過額 92,464

貸倒引当金繰入限度超過額 16,628

その他 4,349

繰延税金資産合計 277,249

（繰延税金資産）  

賞与引当金 20,220千円

貸倒引当金 12,869

退職給付引当金 98,725

役員退職慰労引当金 33,867

関係会社株式評価損 21,949

その他 2,026

繰延税金資産小計 189,658

評価性引当金 △35,617

繰延税金資産合計 154,040

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 △392,244千円

繰延税金負債合計 △392,244

繰延税金負債の純額 △114,995

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 △336,595千円

繰延税金負債合計 △336,595

繰延税金負債の純額 △182,555

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.44％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない

項目
1.64

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目
△0.45

住民税均等割等 7.06

営業権償却否認 2.93

その他 △0.02

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
51.60

法定実効税率 　40.44％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない

項目
2.15

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目
△0.90

住民税均等割等 9.05

営業権償却否認 3.83

評価性引当金の増減 11.48

その他 0.74

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
66.79
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（退職給付関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　社員就業規則に基づく職員退職金支給規程及び従業員

退職金支給規程による退職一時金制度を採用しておりま

す。

１．採用している退職給付制度の概要

　社員就業規則に基づく職員退職金支給規程及び従業員

退職金支給規程による退職一時金制度を採用しておりま

す。

２．退職給付債務の額 　233,329千円

退職給付引当金の額 228,645千円

未認識数理計算上の差異 4,684千円

２．退職給付債務の額 251,684千円

退職給付引当金の額 244,129千円

未認識数理計算上の差異 7,555千円

３．退職給付費用の額 42,526千円

勤務費用の額 26,327千円

利息費用の額 4,524千円

数理計算上の差異処理額 11,674千円

３．退職給付費用の額 37,915千円

勤務費用の額 25,569千円

利息費用の額 4,666千円

数理計算上の差異処理額 7,678千円

４．退職給付債務等の計算基礎  

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 2.0％

数理計算上の差異の処理年数 3年

４．退職給付債務等の計算基礎  

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 2.0％

数理計算上の差異の処理年数 3年
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（持分法損益等）

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 1,805円74銭

１株当たり当期純利益 33円66銭

１株当たり純資産額 1,784円44銭

１株当たり当期純利益 19円49銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、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は、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

 

 

　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当期純利益（千円） 192,243 101,153

普通株主に帰属しない金額（千円） 17,525 －

（うち利益処分による役員賞与金） (17,525) (－)

普通株式に係る当期純利益（千円） 174,718 101,153

期中平均株式数（千株） 5,190 5,190

（重要な後発事象）

　前事業年度（自　平成１７年４月１日　至　平成１８年３月３１日）

　　該当事項はありません。

　当事業年度（自　平成１８年４月１日　至　平成１９年３月３１日）

　　該当事項はありません。
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５．比較部門別売上高明細書

部門別

前期
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

当期
自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比

清掃部門 2,422,511 33.5 2,306,660 32.8

警備部門 2,064,317 28.6 1,878,212 26.7

設備部門 1,990,066 27.5 2,044,907 29.1

上記に関するその他の部門 507,227 7.0 526,370 7.4

小計 6,984,122 96.6 6,756,151 96.0

不動産賃貸部門 248,634 3.4 279,037 4.0

合計 7,232,757 100.0 7,035,189 100.0
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６．その他
(1）役員の異動

 該当事項はありません。

 

(2）その他

 該当事項はありません。
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