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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） 

 

(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 9,935 ― 863 ― 828 ― 317 ―

20年3月期第1四半期 9,030 2.7 933 △14.6 886 △14.9 565 △44.4

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 3.40 ―

20年3月期第1四半期 6.05 ―

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 18,816 5,384 28.6 57.60
20年3月期 18,000 5,338 29.7 57.11

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,384百万円 20年3月期  5,338百万円

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  

※上記21年3月期（予想）の数値におきましては、平成20年5月15日付公表の「平成20年3月期決算短信」より変更ございませんが、平成20年5月30日付公表の「当社株式
等に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」に記載のとおり、当社は親会社でありますシダックス株式会社による当社株式等の公開買付け及びその後の
一連の取引を経て完全子会社となる予定であります。その場合、当社株式は上場廃止となる見込みであります。  

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 3.00 3.00

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 19,500 7.8 1,700 △6.3 1,700 △10.6 900 △20.9 9.63
通期 38,700 5.1 3,400 △6.9 3,300 △9.8 1,800 △17.4 19.26

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、３ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他 （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」をご参照ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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場合があります。なお、上記予想に関する事項は、２ページ「定性的情報・財務諸表等 ３．連結業績予想に関する定性的情報」をご
覧ください。 
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。  

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  93,478,502株 20年3月期  93,478,502株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  180株 20年3月期  90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  93,478,322株 20年3月期第1四半期  93,478,502株
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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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題による金融・資本市場の混乱や原油及

び原材料価格の高騰による食料品等の諸物価の上昇が続くなか、企業業績も鈍化し、設備投資も抑制方向となるな

ど、景気の先行きに対する不透明感を一層強めながら推移いたしました。 

 このような情勢のもと、当社グループは、事業部拡大による地域・顧客に密着した効率的な営業を行い、①地方自

治体マーケットにおいては、取引シェアの拡大及び一括アウトソーシングを主体とした新規営業開拓 ②民間マーケ

ットにおいては、黒塗り乗用車に加え、バス事業への取組強化 ③シダックスグループが運営するレストランカラオ

ケ店舗のリニューアル工事の受託ならびに食に関する専門性・ノウハウの提供によるシナジー効果の発揮等に努めて

まいりました。その結果、鹿児島県曽於市の学校給食の調理ならびに配送業務の受託や、佐賀県嬉野市の公用車、学

校給食、施設管理、学校用務等25業務の一括アウトソーシングを新たに受託するなど、当第１四半期連結累計期間の

車両管理台数は、3,955台（前年同期比43台増）社会サービス管理人数は4,952人（前年同期比645人増）となり、売

上高につきましては99億35百万円（前年同期比10.0％増）となりました。一方利益面におきましては、今後の業容拡

大及び管理面強化のための先行投資として管理営業社員の増員による人件費等の増加の影響により、営業利益は８億

63百万円（前年同期比7.5％減）経常利益８億28百万円（前年同期比6.5％減）となりました。また、法人税等調整額

４億66百万円の計上により四半期純利益は３億17百万円（前年同期比43.8％減）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当四半期連結会計期間末における資産合計は、現金及び預金の増加５億28百万円、受取手形及び売掛金の増加８億

38百万円、繰延税金資産の減少４億71百万円等により前連結会計年度末から８億16百万円増加し、188億16百万円と

なりました。負債合計は、未払費用の増加１億60百万円、未払消費税等の増加１億68百万円及び賞与引当金の増加３

億14百万円等により前連結会計年度末から７億70百万円増加し、134億32百万円となりました。純資産合計は四半期

純利益３億17百万円の計上及び配当金の支払い２億80百万円により利益剰余金の増加が37百万円であったこと等によ

り、前連結会計年度末に比べ45百万円増加し、53億84百万円となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利

益が８億34百万円あったものの、配当金の支払による支出２億80百万円があったこと等から、前連結会計年度末に比

べ５億28百万円増加し、40億11百万円となりました。 

 営業活動から得られた資金は、８億16百万円（前年同期比43.2％増）となりました。これは主に業績が概ね順調に

推移し、税金等調整前四半期純利益が８億34百万円（前年同期比6.1％減）あったこと等によるものであります。 

 投資活動から得られた資金は、４百万円（前年同期は33百万円の使用）となりました。これは主に有形固定資産の

売却による収入３百万円があったこと等によるものであります。 

 財務活動の結果使用した資金は、２億91百万円（前年同期は２億80百万円の使用）となりました。これは主に配当

金の支払いによる支出２億80百万円があったこと等によるものであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、前年同期比で減益となっておりますが、計画対比では概ね順調

に推移しており、「平成20年３月期 決算短信」において公表した業績予想から変更ありません。 

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 

 該当事項はありません。 
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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  棚卸資産については、従来、主として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）が適用されたことに伴い、主として個別法に

よる原価法（収益の低下による簿価引下げの方法）により算定しております。 

 なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

③  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。また、 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 
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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 4,015,254 3,486,607

受取手形及び売掛金 4,534,144 3,695,561

商品 9,317 9,433

未成工事支出金 46,942 721

貯蔵品 3,307 3,561

原材料 2,580 2,743

繰延税金資産 1,915,413 1,815,560

その他 217,724 329,448

貸倒引当金 △2,695 △6,721

流動資産合計 10,741,989 9,336,917

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,171,960 1,187,361

土地 1,879,809 1,879,809

その他 87,152 85,642

有形固定資産合計 3,138,922 3,152,813

無形固定資産   

のれん 19,556 22,350

その他 129,366 138,465

無形固定資産合計 148,923 160,815

投資その他の資産   

繰延税金資産 4,113,394 4,684,994

その他 897,277 890,235

貸倒引当金 △224,220 △225,711

投資その他の資産合計 4,786,451 5,349,518

固定資産合計 8,074,297 8,663,147

資産合計 18,816,286 18,000,064

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 729,277 432,628

短期借入金 2,000,000 2,000,000

未払法人税等 70,617 209,916

賞与引当金 964,456 650,289

その他 2,572,692 2,259,784

流動負債合計 6,337,042 5,552,619

固定負債   

長期借入金 7,000,000 7,000,000

役員退職慰労引当金 38,435 50,016

その他 56,649 58,764

固定負債合計 7,095,084 7,108,780

負債合計 13,432,127 12,661,400
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,166 100,166

利益剰余金 5,261,391 5,223,883

自己株式 △41 △20

株主資本合計 5,361,516 5,324,028

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 22,642 14,635

評価・換算差額等合計 22,642 14,635

純資産合計 5,384,159 5,338,664

負債純資産合計 18,816,286 18,000,064
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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 9,935,058

売上原価 7,874,218

売上総利益 2,060,840

販売費及び一般管理費 1,197,082

営業利益 863,757

営業外収益  

雑収入 11,885

その他 1,936

営業外収益合計 13,821

営業外費用  

支払利息 42,964

その他 6,173

営業外費用合計 49,137

経常利益 828,441

特別利益  

固定資産売却益 990

貸倒引当金戻入額 5,516

特別利益合計 6,506

特別損失  

固定資産処分損 210

特別損失合計 210

税金等調整前四半期純利益 834,736

法人税、住民税及び事業税 50,494

法人税等調整額 466,299

法人税等合計 516,793

四半期純利益 317,943
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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 834,736

減価償却費 35,921

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,516

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11,581

賞与引当金の増減額（△は減少） 314,166

受取利息及び受取配当金 △407

支払利息 42,964

固定資産売却損益（△は益） △990

固定資産処分損益（△は益） 210

売上債権の増減額（△は増加） △838,223

たな卸資産の増減額（△は増加） △45,687

仕入債務の増減額（△は減少） 296,648

未払消費税等の増減額（△は減少） 168,757

その他 181,966

小計 972,966

利息及び配当金の受取額 407

利息の支払額 △619

法人税等の支払額 △156,557

営業活動によるキャッシュ・フロー 816,196

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 △148

有形固定資産の売却による収入 3,455

投資有価証券の取得による支出 △270

その他 1,346

投資活動によるキャッシュ・フロー 4,382

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △20

配当金の支払額 △280,435

その他 △11,475

財務活動によるキャッシュ・フロー △291,931

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 528,647

現金及び現金同等物の期首残高 3,482,734

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,011,381
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 当連結会計年度により「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。 

（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） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の内容 

  

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） 

 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。 

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） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

（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。 

 

自家用自動車管

理事業 

（千円） 

社会サービス事

業 

（千円） 

建設・不動産事

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 6,219,124 3,111,779 604,154 9,935,058 － 9,935,058 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
8,222 15,297 270 23,789 (23,789) － 

計 6,227,347 3,127,076 604,424 9,958,848 (23,789) 9,935,058 

営業利益 805,625 174,713 32,458 1,012,798 (149,041) 863,757 

事業区分 事業内容 

自家用自動車管理事業 
 官公庁、民間企業の役員車及び送迎バス等車両の運行から保守管理、補

償にいたるまでの業務の請負 

社会サービス事業 

 社員寮・保養所・研修所等の管理業務及び警備・清掃、施設点検等の各

種サービス業務の請負並びに学校・保育園等の給食業務の請負、人材派遣

業 

建設・不動産事業  土木・建築工事の設計、監理及び請負並びに不動産の賃貸、管理 
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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（千円） 

Ⅰ 売上高 9,030,872 

Ⅱ 売上原価 6,986,207 

売上総利益 2,044,664 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,110,896 

営業利益 933,767 

Ⅳ 営業外収益 5,079 

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息 49,884 

２．その他 2,645 

営業外費用合計 52,529 

経常利益 886,317 

Ⅵ 特別利益   

 貸倒引当金戻入益 3,045 

特別利益合計 3,045 

Ⅶ 特別損失   

固定資産処分損 482 

特別損失合計 482 

税金等調整前四半期純利益 888,880 

法人税、住民税及び事業税 66,900 

法人税等調整額 256,577 

四半期純利益 565,403 
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 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 888,880 

 減価償却費 37,877 

 賞与引当金の増減額 266,643 

 受取利息及び受取配当金 △732 

 支払利息 49,884 

 売上債権の増減額 △296,667 

 仕入債務の増減額 10,651 

 その他 △214,468 

小計 742,069 

 利息及び配当金の受取額 732 

 利息の支払額 △482 

 法人税等の支払額 △172,214 

営業活動によるキャッシュ・フロー 570,104 

Ⅱ 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  △27,421 

 その他 △5,580 

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,001 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 配当金の支払による支出 △280,477 

財務活動によるキャッシュ・フロー △280,477 

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減額 256,626 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,796,663 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 4,053,289 
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（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前年同四半期（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日） 

ｂ．所在地別セグメント情報 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日  至 平成19年６月30日） 

 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。 

ｃ．海外売上高 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日  至 平成19年６月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

自家用自動車管

理事業 

（千円） 

社会サービス事

業 

（千円） 

建設・不動産事

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 6,144,224 2,819,483 67,164 9,030,872 － 9,030,872 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
6,679 12,395 270 19,344 (19,344) － 

計 6,150,903 2,831,879 67,434 9,050,217 (19,344) 9,030,872 

営業費用 5,269,436 2,607,962 66,588 7,943,987 153,117 8,097,104 

営業利益 881,467 223,916 846 1,106,230 (172,462) 933,767 
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