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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 2,642 8.3 92 22.5 104 18.0 74 84.9
21年3月期第1四半期 2,439 ― 75 ― 88 ― 40 ―

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

22年3月期第1四半期 9.32 ―
21年3月期第1四半期 4.95 ―

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

22年3月期第1四半期 7,300 5,434 71.0 650.86
21年3月期 6,901 5,347 73.7 638.68

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,184百万円 21年3月期  5,088百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 8.00 8.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

5,300 10.1 130 △5.6 153 △5.5 77 △4.7 9.67

通期 10,700 11.5 334 △11.8 374 △11.0 194 △11.7 24.35



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、３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、３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） 

(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 
・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。実際の業績等は、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３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 1社 （社名 ハクセイサービス株式会社 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 9,000,000株 21年3月期  9,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 1,034,925株 21年3月期  1,033,585株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 7,965,830株 21年3月期第1四半期 8,109,975株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に景気の下げ止まりの兆しも見られましたもの
の、世界経済の急速な混乱を受けて多くの企業で収益が大幅に悪化いたしました。更に、株価の下落や設
備投資の削減も継続しており、雇用・所得環境の悪化から個人消費も低調であり、依然として厳しい環境
で推移いたしました。 
 ビルメンテナンス及び警備業界におきましても、発注先の企業収益悪化に伴う緊急的な経費削減要請が
依然として強く、厳しい状況が続いております。 
 このような経営環境の下で、当社グループは前連結会計年度からスタートした「白青舎グループ中期計
画（平成20年度～平成22年度）」に基づき積極的な営業活動を展開いたしました。 
 景気変動の影響を受けアウトソーシング業務において解約・契約変更もありましたが、前第４四半期連
結会計期間における神奈川県の大型商業施設の清掃・設備業務を始め、本年４月からハクセイサービス株
式会社が会社分割により承継した上野・銀座・名古屋・静岡ほかの大型商業施設の清掃業務など、新たに
大型物件を受注することができました。 
 その結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は26億４千２百万円（前年同四半期比８．３％
増）となりました。また、利益面ではグループ会社統合の効果を 大限追求し、原価の低減に努めました
結果、営業利益は９千２百万円（前年同四半期比２２．５％増）、経常利益は１億４百万円（同１８．
０％増）、四半期純利益は７千４百万円（同８４．９％増）を得ることができました。 
  

(1)資産、負債及び純資産の状況 
 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ３億９千９百万円増加して、73億円
となりました。このうち、流動資産は前連結会計年度末に比べ２億６千８百万円減少して、41億４千９百
万円となりました。これは主として、現金及び預金が４億８百万円減少したことによるものであります。
また、固定資産は前連結会計年度末に比べ６億６千７百万円増加して、31億５千１百万円となりました。
これは主として、投資有価証券が３億３千６百万円、長期預金が３億円増加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３億１千３百万円増加して、18億６千６百万円となりました。このう
ち、流動負債は前連結会計年度末に比べ２億５千９百万円増加して11億５千９百万円となりました。これ
は主として、未払費用が２億１千４百万円、未払消費税等が５千４百万円増加したことによるものであり
ます。また、固定負債は前連結会計年度末に比べ５千３百万円増加して、７億７百万円となりました。こ
れは主として、退職給付引当金が３千１百万円増加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８千６百万円の増加となりました。これは主として、その他有価証
券評価差額金８千７百万円の増加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、１億８千５百万円の収入となりました。主な内訳は、税金等調
整前四半期純利益１億２千３百万円、未払費用２億１千４百万円、売上債権７千万円の増加と、賞与引当
金１億１百万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、５億８千９百万円の支出となりました。主な内訳は、定期預金
の預入・払戻の差額(純額)３億５千万円、投資有価証券の取得１億９千８百万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、６千５百万円の支出となりました。主な内訳は、配当金の支払
６千３百万円の減少であります。 
 以上の結果、当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末か
ら４億６千９百万円減少しました。また、当第１四半期連結会計期間から新規に連結対象となった子会社
の期首残高１千万円を合わせて、16億５千７百万円となりました。 

  

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21年５月15日に「平成21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。 

  
  

従来、非連結子会社でありましたハクセイサービス株式会社は、平成21年４月15日付で松坂サービス
株式会社から、同社が営んでいる事業のうち清掃事業及び付随する事業を、会社分割(吸収分割)により
承継いたしました。 
 その結果、ハクセイサービス株式会社の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等が、連結財務
諸表に及ぼす重要性が増加したため、当第１四半期連結会計期間から連結の範囲に含めております。 

  

・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

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)
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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。 

  

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

(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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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21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21年3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,792,483 3,201,457

受取手形及び売掛金 924,978 853,988

有価証券 148,363 157,809

商品及び製品 14,311 13,732

原材料及び貯蔵品 23,476 20,520

繰延税金資産 71,356 71,391

その他 177,049 100,831

貸倒引当金 △2,607 △1,932

流動資産合計 4,149,412 4,417,798

固定資産   

有形固定資産 1,249,411 1,244,535

無形固定資産   

のれん 74,812 －

その他 25,154 26,523

無形固定資産合計 99,967 26,523

投資その他の資産   

投資有価証券 883,076 546,537

その他 927,031 674,228

貸倒引当金 △8,417 △8,537

投資その他の資産合計 1,801,690 1,212,228

固定資産合計 3,151,068 2,483,287

資産合計 7,300,481 6,901,086

負債の部   

流動負債   

買掛金 241,762 235,339

短期借入金 50,000 50,000

未払費用 518,185 303,814

未払法人税等 66,238 83,147

未払消費税等 84,793 30,608

賞与引当金 67,892 149,254

その他 130,275 47,559

流動負債合計 1,159,147 899,723

固定負債   

退職給付引当金 563,480 531,928

負ののれん 37,655 29,350

その他 105,883 92,121

固定負債合計 707,019 653,400

負債合計 1,866,167 1,553,124
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成21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21年3月31日) 

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 4,502,754 4,493,993

自己株式 △301,388 △301,055

株主資本合計 5,037,003 5,028,574

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 147,138 59,425

評価・換算差額等合計 147,138 59,425

少数株主持分 250,171 259,960

純資産合計 5,434,314 5,347,961

負債純資産合計 7,300,481 6,901,086
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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）

前第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） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日） 

売上高 2,439,353 2,642,880

売上原価 2,122,651 2,320,806

売上総利益 316,702 322,073

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 70,710 54,120

賞与引当金繰入額 8,739 9,521

のれん償却額 － 3,937

その他 161,645 161,887

販売費及び一般管理費合計 241,095 229,467

営業利益 75,607 92,605

営業外収益   

受取利息 2,298 2,356

受取配当金 5,426 3,673

負ののれん償却額 1,304 1,775

雑収入 4,827 4,932

営業外収益合計 13,857 12,737

営業外費用   

支払利息 233 376

雑損失 411 141

営業外費用合計 645 517

経常利益 88,819 104,826

特別利益   

投資有価証券売却益 118 －

固定資産売却益 704 －

退職給付引当金戻入額 － 19,572

特別利益合計 823 19,572

特別損失   

固定資産廃棄損 － 242

合併関連費用 8,540 －

固定資産評価損 － 920

特別損失合計 8,540 1,162

税金等調整前四半期純利益 81,102 123,236

法人税等 37,169 47,148

少数株主利益 3,781 1,839

四半期純利益 40,151 74,248
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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）

前第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） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年4月1日 
 至 平成21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 81,102 123,236

減価償却費 17,796 18,457

のれん償却額 － 3,937

負ののれん償却額 △1,304 △1,775

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,379 554

賞与引当金の増減額（△は減少） △101,979 △101,621

退職給付引当金戻入額 － △19,572

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,051 △4,310

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 △6,029

支払利息 233 376

投資有価証券売却損益（△は益） △118 －

固定資産評価損 － 920

固定資産廃棄損 － 242

固定資産売却損益（△は益） △704 －

売上債権の増減額（△は増加） △53,707 △70,989

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,508 △3,534

前払費用の増減額（△は増加） △32,859 △26,257

仕入債務の増減額（△は減少） △9,659 6,423

未払費用の増減額（△は減少） 94,969 214,371

未払消費税等の増減額（△は減少） 41,428 54,184

その他 97,983 56,461

小計 84,021 245,073

利息及び配当金の受取額 6,990 7,362

利息の支払額 △236 △378

法人税等の支払額 △95,320 △66,684

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,544 185,372

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 △608,949

定期預金の払戻による収入 88,899 258,924

有価証券の取得による支出 △349 －

有価証券の売却による収入 － 9,445

投資有価証券の取得による支出 △4,951 △198,464

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 △18,463

有形固定資産の売却による収入 945 －

保険積立金の解約による収入 － 62

長期貸付けによる支出 △1,510 △600

長期貸付金の回収による収入 2,644 1,432

事業譲受による支出 － △24,961

その他 △4,934 △7,936

投資活動によるキャッシュ・フロー 4,898 △589,510

㈱白青舎（９７３６）平成22年３月期 第１四半期決算短信

― 8 ―



（単位：千円）

前第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） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年4月1日 
 至 平成21年6月30日） 

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 － △332

配当金の支払額 △64,879 △63,731

少数株主からの株式買取りによる支出 △1,500 △500

少数株主への配当金の支払額 △1,290 △1,050

財務活動によるキャッシュ・フロー △67,669 △65,614

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △67,316 △469,752

現金及び現金同等物の期首残高 1,828,405 2,116,585

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 10,753

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,761,089 1,657,587
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当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

前第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・保管等 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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) その他の事業…………………運送・保管等 

３ 事業区分の変更 

従来、区分表示しておりました総合アウトソーシング事業は、重要性がないため、当第１四半期連結累計期

間から「その他の事業」に含めて表示することに変更いたしました。 

変更後の区分によった場合の事業の種類別セグメント情報は以下のとおりであります。 

(4)継続企業の前提に関する注記

(5)セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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

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

ビルメンテ 
ナンス事業 
(千円)

警備事業
(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

1,781,349 708,417 153,113 2,642,880 ― 2,642,880

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,781,349 708,417 153,113 2,642,880 ― 2,642,880

営業利益 170,114 98,827 5,277 274,218 (181,613) 92,605
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前第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) 

  

 
  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 
  
  
  

  

ビルメンテ
ナンス事業
(千円)

警備事業
(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

1,427,865 739,103 272,384 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 1,441,933 739,103 272,992 2,454,028 (14,675) 2,439,353

営業利益 149,337 89,248 22,992 261,578 (185,971) 75,607

(6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. その他の情報
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