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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 7,208 ― 282 ― 316 ― 187 ―
20年3月期第3四半期 7,951 △2.9 323 △19.8 350 △17.5 203 △12.5

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3四半期 23.26 ―
20年3月期第3四半期 23.08 ―

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3四半期 6,840 5,334 74.3 637.58
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3四半期  5,079百万円 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 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 9,500 △9.4 395 △9.0 425 △8.8 245 13.8 30.34

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  

(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、３ページ【適性的情報・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、３ページ【適性的情報・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 
（１）平成20年５月１５日に公表いたしました通期の連結業績予想は、自己株式数の変動に伴い１株当たり当期純利益について変更しておりますが、その他の予想数値に
ついて変更はありません。 
（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。 
（３）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【適性的情報・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下さい。  

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3四半期  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3四半期  1,032,715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3四半期  8,075,606株 20年3月期第3四半期  8,831,489株
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当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）におけるわが国経済は、米
国サブプライム問題に端を発した世界的金融不安や急激な円高による輸出の鈍化などによって企業収益は
急速に悪化いたしました。また、株式市場の大幅な下落や雇用・所得環境の悪化等により個人消費も低下
するなど、景気は一層減速感を強める状況となりました。 
 ビルメンテナンス及び警備業界におきましても、同業者間の価格競争や景気変調の影響を受けた発注先
からの緊急的な経費削減要求などにみまわれ、厳しい状況で推移いたしました。 
 このような経営環境の下で、当社は、本年度からスタートした「白青舎中期計画（平成20年度～平成22
年度）」に基づき、「環境変化への適切な対応」を旨として、「ローコスト経営体質の強化」及び「業務
品質の向上と営業力の強化」に積極的に取り組んでまいりました。 
 その結果、本社一元管理による資機材や下請業務の入札による発注等の原価削減と、首都圏におけるオ
フィスビルや、今後の営業展開につながる新たな百貨店の夜間警備業務、設備管理業務等を新規受注する
ことができました。しかし、発注者のコスト削減要請は依然として厳しく、さらにこれまで順調に営業を
拡大してまいりました百貨店における出納業務・営業支援業務の解約・契約変更も加わって、売上高は72
億８百万円となりました。利益面では、営業利益は２億８千２百万円、経常利益は３億１千６百万円、四
半期純利益は１億８千７百万円となりました。 
   

(1)資産、負債及び純資産の状況 
 当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ２億８千１百万円減少し、68億４千万円となりま
した。これは主に、有価証券が１億１百万円、売掛金が５千２百万円増加した一方で、投資有価証券が３
億４千万円、長期預金が１億円減少したことによるものであります。 
 負債は、前連結会計年度末に比べ１億８千３百万円減少し、15億５百万円となりました。これは主に、
負ののれんが３千１百万円増加した一方で、賞与引当金が１億８百万円、未払費用が６千９百万円、未払
法人税等が３千８百万円減少したことによるものであります。 
 純資産は、前連結会計年度末に比べ９千８百万円減少して53億３千４百万円となりました。これは主
に、利益剰余金が１億２千２百万円増加した一方で、その他有価証券評価差額金が１億４千９百万円、少
数株主持分が３千２百万円減少したこと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、３千７百万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３億３千３百万円、減価償却費５千５百万円の増加と、法人税等の支払１億７千８百万円、賞
与引当金の減少額１億８百万円、未払費用の減少額６千９百万円の減少であります。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、４千８百万円の支出となりました。主な内訳は、定期預金の払
戻７億６千９百万円、有形固定資産の売却７千１百万円、有価証券の売却４千２百万円の増加と、定期預
金の預入８億５千３百万円、有価証券の取得４千３百万円の減少であります。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、１億７百万円の支出となりました。主な内訳は、配当金の支払
６千４百万円、自己株式の取得３千８百万円の減少であります。 
 以上の結果、当第３四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末から１億９千３百万円減少
して16億３千４百万円となりました。 
  
  (3)自己株式の市場買付状況 
 株主還元等を主な目的として自己株式の市場買付を行っており、当第３四半期連結累計期間の実施状況
は３千８百万円（142千株）であります。 
  

  

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。 

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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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。 

  

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。 

  

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 
 第１四半期連結会計期間から「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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 
 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第９
号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下
による簿価切下げの方法）に変更しております。 
 なお、この変更による損益への影響はありません。 
③役員退職慰労引当金 
 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３四半期連結会計期間末において、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。 

  

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)

(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

(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
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１【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３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31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 2,719,497 2,729,235

受取手形及び売掛金 910,730 855,585

有価証券 157,455 56,407

商品 20,912 17,350

その他 207,531 229,630

貸倒引当金 △898 △2,106

流動資産合計 4,015,228 3,886,103

固定資産   

有形固定資産 1,090,346 1,149,227

無形固定資産 31,906 49,795

投資その他の資産   

投資有価証券 603,998 944,908

長期預金 600,000 700,000

その他 507,913 401,360

貸倒引当金 △8,657 △9,017

投資その他の資産合計 1,703,255 2,037,251

固定資産合計 2,825,507 3,236,273

資産合計 6,840,736 7,122,377

負債の部   

流動負債   

買掛金 179,594 189,327

短期借入金 50,000 50,000

未払費用 314,071 383,275

未払法人税等 80,124 118,460

未払消費税等 41,874 44,827

賞与引当金 52,965 161,573

その他 122,398 46,957

流動負債合計 841,029 994,421

固定負債   

退職給付引当金 545,674 571,885

役員退職慰労引当金 － 18,770

負ののれん 31,126 －

その他 88,136 104,503

固定負債合計 664,937 695,158

負債合計 1,505,967 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 4,461,899 4,339,097

自己株式 △300,826 △261,878

株主資本合計 4,996,710 4,912,855

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 83,061 232,417

評価・換算差額等合計 83,061 232,417

少数株主持分 254,997 287,523

純資産合計 5,334,769 5,432,797

負債純資産合計 6,840,736 7,122,377
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
  至 平成20年12月31日） 

売上高 7,208,450

売上原価 6,268,160

売上総利益 940,290

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 188,525

賞与引当金繰入額 5,393

その他 464,153

販売費及び一般管理費合計 658,073

営業利益 282,217

営業外収益  

受取利息 9,092

受取配当金 13,081

負ののれん償却額 4,384

雑収入 9,855

営業外収益合計 36,413

営業外費用  

支払利息 706

雑損失 1,047

営業外費用合計 1,753

経常利益 316,877

特別利益  

投資有価証券売却益 118

固定資産売却益 33,416

特別利益合計 33,535

特別損失  

固定資産廃棄損 570

投資有価証券評価損 2,265

早期割増退職金 6,007

合併関連費用 8,540

特別損失合計 17,383

税金等調整前四半期純利益 333,029

法人税等 139,065

少数株主利益 6,159

四半期純利益 187,804
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 
  至 平成20年12月31日） 

売上高 2,396,442

売上原価 2,048,133

売上総利益 348,308

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 56,837

賞与引当金繰入額 5,393

その他 141,576

販売費及び一般管理費合計 203,808

営業利益 144,500

営業外収益  

受取利息 3,020

受取配当金 3,793

負ののれん償却額 1,775

雑収入 2,653

営業外収益合計 11,243

営業外費用  

支払利息 236

雑損失 453

営業外費用合計 689

経常利益 155,054

特別利益  

固定資産売却益 32,711

特別利益合計 32,711

特別損失  

固定資産廃棄損 199

投資有価証券評価損 2,265

特別損失合計 2,464

税金等調整前四半期純利益 185,301

法人税等 76,212

少数株主利益 2,049

四半期純利益 107,039
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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３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
  至 平成20年12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 333,029

減価償却費 55,652

投資有価証券評価損益（△は益） 2,265

投資有価証券売却損益（△は益） △118

負ののれん償却額 △4,384

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,568

賞与引当金の増減額（△は減少） △108,607

退職給付引当金の増減額（△は減少） △26,210

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 △22,174

支払利息 706

固定資産廃棄損 570

有形固定資産除売却損益（△は益） △33,416

売上債権の増減額（△は増加） △55,144

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,071

前払費用の増減額（△は増加） 15,598

仕入債務の増減額（△は減少） △9,732

未払費用の増減額（△は減少） △69,203

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,952

その他 82,456

小計 119,963

利息及び配当金の受取額 21,689

利息の支払額 △678

法人税等の支払額 △178,675

営業活動によるキャッシュ・フロー △37,701

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 △853,041

定期預金の払戻による収入 769,005

有価証券の取得による支出 △43,624

有価証券の売却による収入 42,577

投資有価証券の取得による支出 △14,192

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 △17,630

有形固定資産の売却による収入 71,593

長期貸付金の回収による収入 6,112

長期貸付けによる支出 △5,721

その他 △4,381

投資活動によるキャッシュ・フロー △48,955

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 △38,947

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 △2,000

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 △107,117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △193,774

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 1,634,630
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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。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 
(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 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

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

4,252,795 2,239,459 307,050 409,145 7,208,450 ― 7,208,450

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高

42,817 ― ― 1,860 44,677 (44,677) ―

計 4,295,613 2,239,459 307,050 411,005 7,253,128 (44,677) 7,208,450

営業利益 289,609 136,369 15,746 44,238 485,963 (203,745) 282,217

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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(要約)前四半期連結損益計算書 

 
  

【参考】

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 7,951,316

Ⅱ 売上原価 6,859,954

  売上総利益 1,091,362

Ⅲ 販売費及び一般管理費 768,026

  営業利益 323,336

Ⅳ 営業外収益 28,185

Ⅴ 営業外費用 894

  経常利益 350,627

Ⅵ 特別利益 21,400

Ⅶ 特別損失 9,812

  税金等調整前四半期純利益 362,214

  税金費用 153,748

  少数株主利益 4,618

  四半期純利益 203,847
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