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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 2,439 ― 75 ― 88 ― 40 ―
20年3月期第1四半期 2,659 △1.2 108 △33.7 121 △29.5 66 △25.5

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 4.95 ―
20年3月期第1四半期 7.50 ―

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 7,139 5,399 72.0 633.39
20年3月期 7,122 5,432 72.2 634.44

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,136百万円 20年3月期  5,145百万円

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   

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 ― 8.00 8.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 8.00 8.00

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 4,800 ― 150 ― 170 ― 95 ― 10.89
通期 9,500 △9.4 395 △9.0 425 △8.8 245 13.8 28.10

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）  有  

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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  有  

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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 
・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。 
・本資料に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において、当社が入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の
実績等は、業況の変化等により、これらの予想数値と異なる場合があります。 
なお、これらの予想に関する事項は、添付資料の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参照ください。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 2 社 （社名 白青警備保障株式会社・株式会社関西白青舎 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  9,000,000株 20年3月期  9,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  890,025株 20年3月期  890,025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  8,109,975株 20年3月期第1四半期  8,832,985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１四半期におけるわが国経済は、米国経済の後退懸念と原油価格の高騰による企業収益の悪化

や物価上昇による個人消費の冷え込みなどにより、景気の不透明感が強まる状況で推移いたしまし
た。
　このような状況の中で、当社は新たに策定した「白青舎中期計画（平成20年度～平成22年度）」の
もとで、グループ子会社を合併し、経営の効率化と経営資源の集中によるシナジー効果を目指しスタ
ートいたしました。
　当第１四半期における業績は、売上高につきましては、新規受注として関西地区における大学の清
掃業務の受注や警備業務における監視カメラシステムの新設・増設工事の受注等がありました。しか
し、前年後半からの主要得意先における減額や入札物件における失注等が影響し、24億３千９百万円
となりました。
　利益面につきましては、募集費の増加や原価低減を伴わない請負契約の減額改訂、また内部統制関
係の費用発生もあり、営業利益は７千５百万円、経常利益は８千８百万円、四半期純利益は４千万円
となりました。
　

2. 連結財政状態に関する定性的情報
(1)資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ１千６百万円増加し、71億３千９百万円
となりました。これは主に、売掛金が４千８百万円、前払費用が３千２百万円増加した一方で、現金及び預
金が８千７百万円減少したこと等によるものであります。
　負債につきましては、前連結会計年度末に比べ５千万円増加し、17億３千９百万円となりました。これは
主に未払費用が９千４百万円、未払金が６千５百万円増加し、更に連結子会社において自社株買いを行った
ことにより負ののれんが２千４百万円計上された一方で、賞与引当金が１億１百万円、未払法人税等が５千
８百万円減少したこと等によるものであります。
　純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ３千３百万円減少して53億９千９百万円となりました。
これは主に、剰余金の配当６千５百万円によるものであります。

　(2)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・フローは、４百万円の支出となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純
利益８千１百万円、未払費用の増加額９千４百万円、賞与引当金の減少額１億１百万円、法人税等の支払額
９千５百万円、売上債権の増加額５千３百万円であります。
　投資活動によるキャッシュ・フローは、４百万円の収入となりました。主な内訳は、定期預金の払戻によ
る収入８千８百万円、定期預金の預入による支出６千８百万円、有形固定資産の取得による支出７百万円に
よるものであります。
　財務活動によるキャッシュ・フローは、６千７百万円の支出となりました。これは主に、配当金の支払額
６千４百万円によるものであります。
　以上の結果、現金及び現金同等物は、当第１四半期において６千７百万円減少して17億６千１百万円とな
りました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因によって予想値

と異なる可能性があります。なお、業績予想につきましては、平成20年５月15日に「平成20年３月期決算短
信」で公表いたしました業績数値に変更はありません。

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)

連結子会社であった白青警備保障株式会社及び株式会社関西白青舎は、平成20年４月１日付で当社に吸
収合併され、消滅いたしました。

(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
①税金費用の計算
　当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半
期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。
　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
②固定資産の減価償却費の配賦方法
　定率法を採用している資産につきましては、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定
する方法によっております。
③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異
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等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測
やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

(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
①四半期財務諸表に関する会計基準の適用
　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賞与引当金
　（追加情報）
　当四半期連結会計年度において、従業員の賞与の算定方法の見直しをいたしました結果、当
四半期連結会計年度末までに賞与支給額が確定している部分について、その支給額を未払費用
として計上しております。これによる損益に与える影響はありません。
③役員退職引当金
　連結子会社の中央管財株式会社は、平成20年６月の定時株主総会で、役員退職慰労金制度を
廃止しており、当該総会までの在任期間に対応する役員退職慰労金未払額については固定負債
の「その他」に含めて表示しております。
　なお、当第１四半期連結会計期間において、固定負債の「その他」に含めた役員退職慰労金
の未払額は16,210千円であります。
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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 2,641,944 2,729,235

受取手形及び売掛金 909,293 855,585

有価証券 56,756 56,407

商品 14,887 17,350

その他 266,312 229,630

貸倒引当金 △847 △2,106

流動資産合計 3,888,347 3,886,103

固定資産

有形固定資産 1,144,422 1,149,227

無形固定資産 43,832 49,795

投資その他の資産

投資有価証券 976,536 944,908

その他 1,095,061 1,101,360

貸倒引当金 △8,897 △9,017

投資その他の資産合計 2,062,700 2,037,251

固定資産合計 3,250,954 3,236,273

資産合計 7,139,302  7,122,377 
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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)

負債の部

流動負債

買掛金 179,668 189,327

短期借入金 50,000 50,000

未払費用 478,244 383,275

未払法人税等 60,285 118,460

未払消費税等 86,255 44,827

賞与引当金 59,593 161,573

その他 148,734 46,957

流動負債合計 1,062,782 994,421

固定負債

退職給付引当金 564,834 571,885

役員退職慰労引当金 － 18,770

負ののれん 24,780 －

その他 87,543 104,503

固定負債合計 677,157 695,158

負債合計 1,739,939  1,689,579 

純資産の部

株主資本

資本金 450,000  450,000 

資本剰余金 385,637  385,637 

利益剰余金 4,314,247  4,339,097 

自己株式 △261,878  △261,878 

株主資本合計 4,888,006  4,912,855 

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 248,802  232,417 

評価・換算差額等合計 248,802  232,417 

少数株主持分 262,553  287,523 

純資産合計 5,399,362  5,432,797 

負債純資産合計 7,139,302  7,122,377 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（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）

売上高 2,439,353 

売上原価 2,122,651 

売上総利益  316,702 

販売費及び一般管理費

給料及び手当 70,710

賞与引当金繰入額 8,739

その他 161,645

販売費及び一般管理費合計 241,095

営業利益 75,607 

営業外収益

受取利息 2,298

受取配当金 5,426

負ののれん償却額 1,304

雑収入 4,827

営業外収益合計 13,857

営業外費用

支払利息 233

雑損失 411

営業外費用合計 645

経常利益 88,819 

特別利益

投資有価証券売却益 118

固定資産売却益 704

特別利益合計 823

特別損失

合併関連費用 8,540

特別損失合計 8,540

税金等調整前四半期純利益 81,102 

法人税等 37,169 

少数株主利益 3,781 

四半期純利益 40,151 
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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 81,102

減価償却費 17,796

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △118

負ののれん償却額 △1,304

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,379

賞与引当金の増減額（△は減少） △101,979

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,051

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △18,770

長期未払金の増減額（△は減少） △16,960

受取利息及び受取配当金 △7,507

支払利息 233

有形固定資産除売却損益（△は益） △704

売上債権の増減額（△は増加） △53,707

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,508

前払費用の増減額（△は増加） △32,859

仕入債務の増減額（△は減少） △9,659

未払費用の増減額（△は減少） 94,969

未払消費税等の増減額（△は減少） 41,428

その他 97,983

小計 84,021

利息及び配当金の受取額 6,990

利息の支払額 △236

法人税等の支払額 △95,320

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,544

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 △68,924

定期預金の払戻による収入 88,899

有価証券の取得による支出 △349

投資有価証券の取得による支出 △4,951

投資有価証券の売却による収入 348

有形固定資産の取得による支出 △7,268

有形固定資産の売却による収入 945

長期貸付金の回収による収入 2,644

長期貸付けによる支出 △1,510

その他 △4,934

投資活動によるキャッシュ・フロー 4,898

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △64,879

少数株主からの株式買取りによる支出 △1,500

少数株主への配当金の支払額 △1,290

財務活動によるキャッシュ・フロー △67,669

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △67,316

現金及び現金同等物の期首残高 1,828,405

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,761,089
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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。

(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

【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）

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

1,427,865 739,103 137,083 135,300 2,439,353 ― 2,439,353

　(2) セグメント間
　 の内部売上高
　 又は振替高

14,067 ― ― 607 14,675 (14,675) ―

計 1,441,933 739,103 137,083 135,908 2,454,028 (14,675) 2,439,353

営業利益 149,337 89,248 12,153 10,839 261,578 (185,971) 75,607

(注) １ 事業の区分は、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

(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。
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「参考資料」

(要約)前四半期連結損益計算書

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）

区分 金額(千円)

Ⅰ売上高 2,659,271

Ⅱ売上原価 2,280,722

　売上総利益 378,548

Ⅲ販売費及び一般管理費 270,089

　営業利益 108,458

Ⅳ営業外収益 12,871

Ⅴ営業外費用 313

　経常利益 121,016

Ⅵ特別利益 －

Ⅶ特別損失 －

　税金等調整前四半期純利益 121,016

　税金費用 57,029

　少数株主利益 △ 2,255

　四半期純利益 66,243
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