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1.  21年6月期の連結業績（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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 ％

21年6月期 6,305 △4.2 480 13.6 474 12.9 243 △7.3

20年6月期 6,584 14.9 423 31.7 419 30.5 262 93.1

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 ％ ％ ％

21年6月期 9,488.16 ― 17.8 11.5 7.6
20年6月期 8,814.35 ― 19.2 10.4 6.4

（参考） 持分法投資損益 21年6月期  ―百万円 20年6月期  ―百万円

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6月期 4,016 1,274 31.7 51,505.48
20年6月期 4,220 1,456 34.5 49,356.61

（参考） 自己資本   21年6月期  1,274百万円 20年6月期  1,456百万円

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

21年6月期 412 △5 △391 804
20年6月期 △329 △175 178 789

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
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年6月期 ― 0.00 ― 1,700.00 1,700.00 50 19.3 3.7
21年6月期 ― 0.00 ― 2,000.00 2,000.00 49 21.1 4.0

22年6月期 
（予想）

― 0.00 ― 2,400.00 2,400.00 19.0

3.  22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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）

 

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

3,112 △4.1 217 △28.2 218 △27.7 121 △28.8 4,897.35

通期 6,339 0.5 513 6.8 514 8.6 313 28.8 12,644.94

－1－



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、22ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、40ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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6月期 29,925株 20年6月期 29,925株

② 期末自己株式数 21年6月期  5,172株 20年6月期  423株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年6月期の個別業績（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 ％

21年6月期 2,845 0.6 424 23.2 415 14.3 202 0.3
20年6月期 2,827 41.1 344 4.3 363 11.2 201 7.7

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
円 銭 円 銭

21年6月期 7,888.13 ―

20年6月期 6,772.97 ―

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6月期 3,116 1,256 40.3 50,752.15
20年6月期 3,316 1,477 44.6 50,081.31

（参考） 自己資本 21年6月期  1,256百万円 20年6月期  1,477百万円

2.  22年6月期の個別業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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可能性があります。 詳細は、3ページ「(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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 
累計期間

1,385 △5.6 203 △16.4 203 △23.8 115 △15.6 4,658.15

通期 2,849 0.1 427 0.7 427 2.8 243 20.3 9,821.00

－2－



(1）経営成績に関する分析 

①当連結会計年度における成績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な金融収縮と円高の影響を受け、企業収益及び設備投資の大幅な

減少並びに雇用情勢の悪化を招くなど、極めて厳しい状況となりました。また、米国大手自動車会社の破綻や新型

インフルエンザの世界的感染などが、経済の混乱に拍車をかける状況となりました。しかし、年度後半において各

国の大規模な経済対策により、昨年来の急激な景気悪化に歯止めがかかり在庫調整が一巡し、需要の持ち直し等で

景気は下げ止まりの兆しが出てきております。 

このような経済情勢のもと、当社グループの業績は比較的堅調に推移することができました。当社グループが

属するビジネスプロセスアウトソーシング（以下ＢＰＯという）の分野は、激変する企業環境にあって、事務処

理コストの削減や変動費化を目的に、業務品質や生産性の向上が期待できることから、企業戦略の重要な位置づ

けにあると認識しております。また、主力となる借上社宅制度の制度構築や設計においては、業務プロセス及び

業務フローの見直しなどが必然的に発生することから、コスト削減と同時に内部統制強化の実現への期待も高ま

っていると考えております。 

一方、住宅ストック分野においては、528万戸を超える既存のマンションが存在し、中には築後30年超えのマン

ションが、2010年には約63万戸に達するであろうと見込まれており（国土交通省推計）、管理対象としてまたリ

フォーム及び大規模修繕の対象としてもニーズは顕在化してくるものと認識しております。さらに、民間の社有

施設や官庁施設のストック状況においても同様、大規模な修繕や改修を必要とする施設が急増しており、環境と

エネルギー資源を考慮した改修や管理と相まって、有望な市場であると考えております。 

このような状況にあって、当社グループといたしましては、市場ニーズに応える形で付加価値の高いサービス

の提供及び事業ドメインの拡大に向けたブランディングの構築などを推進してまいりました。一方で、より安定

した企業基盤の確立のために、内部統制及びリスクマネジメントの強化体制づくりに一層の努力を重ねてまいり

ました。 

その結果、当連結会計年度の売上高は6,305百万円（前年同期比4.2％減）、営業利益480百万円（同13.6％

増）、経常利益474百万円（同12.9％増）、純利益243百万円（同7.3％減）となりました。 

なお、財務体質の健全化を図ることを目的に、保有する投資有価証券の一部を売却した結果、特別損失を計上

しております。 

  

事業部門別の業績は、以下のとおりであります。 

[社宅管理事務代行事業] 

当事業につきましては、依然として企業のアウトソーシングニーズは高く、ＢＰＯ市場のサービスの一アイテ

ムとして、多くの企業から引き続き高い評価を得ております。 

売上面では、一部の既存受託企業の取引終了や新規受託企業の業績悪化に伴う一部延期要請と失注が発生した

ものの、既存の社宅管理件数のリピート率が引き続き高水準であったこと、また新規に稼動した企業の受託件数

が微増したこともあり、売上高は2,845百万円（前年同期比0.6％増）となりました。 

 一方利益面では、事業の進展に欠くことのできない人材増強と人材育成のための教育研修費などのコスト増

や、内部統制及び開示体制等の強化に伴う負担増があったものの、間接業務の合理化等よる経営効率化と原価低

減に努めてきた一方で、受託企業の一部システム開発費用が次年度に繰り越されるなどの要因も重なった結果、

営業利益は前年を上回る424百万円（同23.2％増）となりました。 

  

[施設総合管理事業] 

 当事業につきましては、景気悪化による新築マンションの市場環境好転の兆しが見えない中、ストック市場と

しては成熟期を迎えており、事業の量的拡大ではなく質的拡大を図ることを営業戦略上の指針として活動いたし

ました。 

 売上面では、大口の不採算案件の解約が発生したことからマンション・ビルの管理収入は減少いたしました。 

 一方で、長期修繕計画の見直しや建物劣化の診断提案など改善策の実行に取り組んできたものの、経済環境に

伴う消費者マインドの冷え込みが続いたことなどから、売上高は3,460百万円（前年同期比7.9％減）となりまし

た。 

 一方利益面では、管理員業務の内製化による原価削減及び拠点機能の本社一元化による経費圧縮策などを講じ

てきた結果、売上高減少に伴う原価率の上昇を押さえることができ、営業利益は55百万円（同2.3％減）、経常利

益は58百万円（同4.4％増）となりました。 

 また、当期は販売管理費及び一般管理費にのれん償却109百万円を計上しております。 

１．経営成績
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②平成22年６月期 業績見通し 

 今後の経済情勢につきましては、海外経済の立ち直りによる輸出の下げ止まりや景気対策効果により、緩やかな

回復軌道を辿るとの期待感はあるものの予断を許す状況になく、消費の抑制傾向が続くものと思われます。 

 このような状況下、社宅管理事務代行事業におきましては、顧客の委託料の値下げやコスト削減、業務設計の見

直し、また競合他社へのリプレイスメント等の要望が増加することが想定されます。そこで、顧客満足度の向上を

目的に法人顧客との関係強化を促進し、適正な収益を維持していくための防衛策を講じてまいります。 

 また、「しゃたくさん」と「マーカスさん」販売を中心としながらも、顧客ニーズに的確に対応する営業力の更

なる増強と商材の充実、将来に向けての営業基盤の拡大及びブランドイメージの強化を図ってまいります。戦略的

には、引き続き「住宅制度関連サービス」から「コーポレート・アウトソーシング・サービス」への転換を目指し

ます。 

 施設総合管理事業におきましては、事業の成長基盤の確立とその実現をテーマに積極的な事業展開を図ってまい

ります。具体的には、マンション施設管理及び社有施設管理の新規案件の獲得や、既存事業の質的転換を図った管

理事業の多角化を目指し、高品質なサービスを提供してまいります。 

グループ全体としては、既に一元化した管理部門の更なる合理化・効率化を図ると伴に、グループのシナジー

効果を 大限に発揮できるような仕組みづくりと事業を展開してまいります。また、すべてのステークホルダーか

らの信頼を確保しグループの価値向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を重要な課題として認

識し、グループ一体となって取り組んでまいります。 

 これにより、平成22年６月期の見込みといたしましては、連結ベースでは、売上高6,339百万円、営業利益513百

万円、経常利益514百万円、当期純利益313百万円を予想しております。単体ベースでは、売上高2,849百万円、営

業利益427百万円、経常利益427百万円、当期純利益243百万円を予想しております。 

なお、第２四半期の連結累計期間の見通しが前年同期比を下回っている理由は、前期にあった一部の法人顧客

の解約及び修繕工事等の減少に起因するものです。 

 一方で、通期予想の連結業績は、現時点で想定される受託企業や管理物件等の動向や市場分析に基づき成果が現

出することを想定しておりますので、前述の施策を実行することにより当社グループの収益水準は高まり、持続的

な成長を確保し、計画通りの数値を達成できるものと見込んでおります。 

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の資産の状況は、前連結会計年度末に比べ203百万円減少し、4,016百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ25百万円増加し、3,051百万円となりました。これは主に、大口顧客の契約

満了により売掛金が減少したものの、転勤異動の増加に伴い営業立替金が増加したことによるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ229百万円減少し、964百万円となりました。これは主に、のれんの償却が

進んだこと、及び投資有価証券の売却と評価差額の計上によるものであります。 

 当連結会計年度末の負債の状況は、前連結会計年度末に比べ22百万円減少し、2,741百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ17百万円減少し、2,616百万円となりました。これは主に、買掛金及び未払

金の減少によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ4百万円減少し、125百万円となりまし

た。これは退職給付引当金の減少によるものであります。 

 当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ181百万円減少し、1,274百万円となりました。これは

主に、当期純利益の発生により利益剰余金が増加したものの、自己株式が増加したことによるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ15百万円

増加し、当連結会計年度末には804百万円となりました。当連結会計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） 

 当連結会計年度において、営業活動の結果増加した資金は412百万円となりました。これは主として、営業立替

金の増加が288百万円あったものの、税金等調整前当期純利益413百万円及び売上債権の減少が293百万円あったこ

とによるものであります。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において、投資活動の結果支出した資金は５百万円となりました。これは主として、投資有価証

券の売却による収入が76百万円あったものの、固定資産の取得による支出が30百万円、投資有価証券の取得による

支出が21百万円、貸付金による支出が32百万円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） 

 当連結会計年度において、財務活動の結果支出した資金は391百万円となりました。これは主として、自己株式

取得による支出が355百万円及び配当金の支払が49百万円あったことによるものであります。 

なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。 

時価ベースの自己資本比率（％）：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

(注1) いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

(注2) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

(注3) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

(注4) 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。 

(注5) キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオのうち、平成20年６月期に

ついては、営業キャッシュ・フローがマイナスであったため記載を省略しております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社グループの配当政策は、株主の皆様への利益還元を経営の重要政策と考えております。利益還元にあたって

は、機動的な経営施策遂行のための内部留保も総合的に考慮し、連結当期純利益に対する配当性向の基準を20％と

しております。引き続き、安定的かつ恒常的な経営基盤の確立と財務体質の強化に努めてまいります。 

 以上の方針に基づき、平成21年６月期の配当金は、１株につき普通配当金2,000円とさせていただきたいと存じ

ます。 

 また、平成22年6月期の配当につきましては、期末配当2,400円を予定しております。 

(4）事業等のリスク 

 当社グループの事業展開上、リスク要因となる可能性がある事項について以下に記載しております。また、必ず

しも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資判断の上で、あるいは当社グループの事業活動を理解

する上で重要と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。 

  

①企業の住宅制度の変化による影響について 

当社グループの事業は、企業の福利厚生制度や転勤制度に深く関連しておりますが、顧客である企業に福利

厚生の一環としての社宅制度を廃止する、または転勤制度を廃止する等の変化が生じた場合、当社グループの

業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

  

②法的規制等について 

当社グループの事業は、不動産管理、不動産賃貸、建設に関する事業を行っており、当社グループの属する

業界は、マンション管理適正化法、宅地建物取引業法、建築基準法、警備業法等により法的規制を受けており

ます。施設管理会社としての「マンション管理適正化法」に基づく国土交通省への登録義務、また「建設業

法」に基づく許可、「宅地建物取引業法」に基づく免許を受け、不動産管理、建設及び不動産賃貸等の事業を

行っております。今後、これらの法的規制の改廃や新たな法的規制が設けられる場合は、当社グループの事業

が影響を受ける可能性があります。 

  

  平成20年６月期 平成21年６月期 

自己資本比率（％）  34.5  31.7

時価ベースの自己資本比率（％）  64.3  41.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  －  2.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  －  40.4
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③他社との競争について 

当社グループの社宅管理事務代行事業については、競合他社が複数存在しており、今後も同様のサービスを

提供する企業の参入が増加するものと思われます。当社では、管理事務代行機能（アウトソーシング機能）

と、不動産流通に係る社宅斡旋機能（借上社宅物件を事業者として貸す機能＝商品を提供する機能）を明確に

分離し、ビジネスプロセスアウトソーシング（ＢＰＯ）の専門会社として、業務の設計と運営に特化しており

ます。そして顧客企業に対して も適していると考えられる社宅制度運営の方法・仕組みを提案するなど単な

る事務管理代行にとどまらない付加価値の高いサービスを提供することに努めており、これらのサービスの提

供は、現状において他社との差別化要因となっていると思われます。 

しかしながら当社と同様のスキームを持ち、当社を上回るアウトソーシングサービスを企業に提供すること

が可能な企業の参入が相次いだ場合などには、その競争の激化によって当社グループの業績に大きな影響を与

える可能性があります。また、マンション・ビル等の施設管理を行う業界においては、依然として価格競争が

激しく、業績を変動させる可能性があります。 

  

④個人情報保護について 

当社グループは、社宅管理事務代行事業における顧客企業の従業員や、社宅物件所有者およびマンション・

ビル管理事業における区分所有者等の個人情報を多く取り扱っておりますので、個人情報を適切に保護し、社

内外の脅威から守ることを重要な社会的責務と考え、ＪＩＳＱ 15001:2006「個人情報保護に関するマネジメン

トシステムの要求事項」に準拠し、役員及び従業員に対する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報保護の管

理責任者を置き、個人情報保護マネジメントシステムの運用・維持・継続的改善に努める等の取組みを推進す

る旨を宣言し、情報の特定・収集・保管・取扱い者の特定・情報の廃棄等を詳細に規定し、運用を規程化する

等の全社的な取組みを展開しております。 

しかしながら、様々な要因により個人情報の漏洩に類する事態が発生した場合には、損害賠償や信用失墜と

いった有形無形の損害を被る可能性があります。 

  

⑤人材について 

当社グループが継続的成長を成し遂げていくために、人材はその重要な要素のひとつとして挙げられます。

優秀な人材の獲得及びその育成が目論見どおりに進まなかった場合、また有能な人材が流出した場合などに

は、当社の成長を減速する要因となる可能性があります。 

  

⑥季節変動要因について 

当社グループは、顧客先企業の運営を住宅制度面から支援するサービスで、毎月顧客企業から受託している

社宅件数に応じた業務受託料を売上として計上しておりますが、転勤手続きのオペレーションコストは、売上

原価として計上しておりますので、転勤者が集中する時期には原価が増加いたします。顧客企業との間で事前

に取り決めた水準以上に転勤者が増加した場合には、増加分にまつわる費用を超過業務費用として顧客企業よ

り追加徴収するものの、第３四半期は春の転勤シーズン等の影響で転勤者数が増加することにより売上原価率

が上昇し、収益に影響を与える可能性があります。 

  

なお、当社グループの業績に影響を及ぼすリスク要因は、これらに限定されるものではありません。 
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２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「お客様に 高の満足と、集う人々の幸福の創造と拡大をし続け、夢の総和の実現をはか

る」ことを会社の基本理念として、お客様の立場に立ち、お客様に資するアウトソーシングサービスを企画し、

運営責任を担っていく事業を展開しております。 

  

① 大企業を中心とした法人顧客に、住宅制度関連のアウトソーシングサービスを提供しているＢＰＯ（ビジネ

スプロセスアウトソーシング）の専門会社として、独自のビジネスモデルを構築し、日本中の優良不動産会

社とフランチャイズ契約によるパートナーシップを拡大すると伴に、「顧客思考」に徹した新しいサービス

を創造しております。 

② お客様に提供するサービスのさらなる充実を図るため、マンション・ビル等の住環境に対して、アウトソー

シングによるマネジメントサービスを提供し、資産価値の維持拡大、利用者に安全で快適な環境を創出する

ため、サービスの高付加価値化を推進しております。 

以上の経営基本方針により事業を推進すると伴に、企業の価値向上を目指してまいります。 

  

(2）目標とする経営指標 

当社グループは、売上の伸長より利益の伸長を優先する経営を実行し、総資産の効率運用並びに変動費の低

減及び固定費の圧縮等により、業務効率を高めながら、売上高営業利益率及び売上高経常利益率の向上と10％

超の利益成長を達成することを目標としております。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、企業活動や人の暮らしの基盤を担う企業集団として、「成長性とともに確実さ」を求める

声や期待に応えたいと考えております。永続する企業集団としての厚みを増し、様々な環境変化を受けて、現

在の新興市場におけるステージから次なる企業ステージへの成長を遂げ、企業価値の 大化を図ってまいりま

す。 

当社グループの具体的な取組みとしましては、業界で唯一独立系のアウトソーシング専門会社（ＢＰＯ）で

ある優位性を認識し、客観的に購買統制が行えるポジションの中で、サービスの品質向上と効率性の追求を行

い、コンサルテーションサービスの品質管理の強化、加盟店・認定店制度の拡充、効率的な業務オペレーショ

ンシステムの追求、システム開発の継続投資等により成長を実現してまいります。 

また、顧客企業の住宅制度運営の効率化をバックアップしていくと伴に、アウトソーシングサービスの対象

を施設マネジメントやコストマネジメントへと拡大し、施設総合管理事業の成長と合わせた形で、各種専門会

社との提携を促進しながらサービス内容の充実を図る施策に重点をおいてまいります。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

企業におけるアウトソーシングの普及は、情報システム分野、物流分野、人事・総務・福利厚生分野におい

て著しく、業種業界また企業規模の大小を問わず一般化し、特に福利厚生関連サービスに対する関心は強く、

引き続き市場は拡大傾向にあります。その中で、社宅管理事務代行事業においては、継続的に当社への引き合

いが続くことにより、受け皿の拡充と業務品質維持のための管理体制強化が必須となってまいります。加え

て、内部統制強化への対応、グループ管理部門機能の統合を通じて、グループ全体の確固たる成長基盤の充実

が重点課題であると認識しております。 

また、アウトソーシングの本質であるサービスの基準品質を厳格に維持向上させつつ、同業他社との厳しい

競争に打ち勝つことなしには収益の向上が図れないものと考えております。 

当社グループといたしましては、確実性ある成長路線を歩むべく、次の項目を 重要課題として取り組んで

おります。 

  

①アウトソーシングの品質強化 

 顧客ニーズが高度化・多様化しており、サービスの品質や納期、投資対効果の明確化等に加え、情報セキ

ュリティや内部統制への対応などが求められております。そこで、当社グループでは、お客様の信頼を得

るため、情報セキュリティの強化及び内部統制システムの整備を経営の 重要課題として位置づけた上

で、サービスの品質を保証できる仕組みづくりに磨きをかけ、またサービスの規格をいつでも再設計でき

る機能を強化し、顧客満足の 大化を図ってまいります。 

  

３．経営方針
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②福利厚生制度改革のアウトソーシング 

 顧客企業に対し、住宅制度改革のアウトソーシングを提供する中で、社宅管理に留まらない人事・総務業

務のさまざまなソリューションを実現すべく、受益のバランスやコスト面を考慮し、顧客ニーズに適った

サービス範囲の拡充に向け、引き続き「マーカスさん」のセールス強化を図ってまいります。 

  

③価格競争 

 アウトソーシングサービスの本質である購買管理機能の 適化と強化を基本に、調達面を含めた価格競争

とは一線を引いた独自のサービスモデルを維持すると伴に、付帯型の限定サービスでは実現し得ない付加価

値の高いサービスを顧客に提供し、またコストコントロールそのものをアウトソーシングサービスとして提

供し、全体 適化による価格の差別化を図ってまいります。 

  

④人材の獲得・育成強化 

当社グループにおいて人材が 大の経営資源であり、人材力が企業の競争力に直結することから、人材の

育成に全社をあげて取り組んでおります。人材の育成に必要な教育研修費などのコストは、将来の成長のた

めの投資と位置づけております。 

具体的には、各種分野での専門スキルと広範囲の知識を持つ優秀なスタッフの確保が必要不可欠であり、

新卒・通年採用を積極的に進め、ＯＪＴ制度に加え研修制度の充実を図り、優秀な人材の獲得・育成に注力

してまいります。一方、有能な人材の流出を抑えるべく、人事制度の充実と内部管理体制の更なる強化を図

ってまいります。 

  

⑤個人情報保護法への対応 

 この法律への対応はアウトソーシング業界において非常に重要であると認識しており、ＪＩＳＱ 15001：

2006に準拠したマネジメントシステムを構築し、個人情報保護マネジメントシステムの継続的な改善強化に

全社で取組んでまいります。 

  

⑥システム開発 

 独自に開発した業務管理システムを中核に、顧客ニーズの高度化及び進化するアウトソーシングモデルを

追求しながら、情報セキュリティの強化に努め、社内外におけるシステム機能の整備・充実、そして差別化

を図ってまいります。 

  

（5）内部管理体制の整備、運用状況 

 当社グループは、コーポレート・ガバナンス強化の一環として内部管理体制の強化に努めております。詳

細につきましては、別途開示しております「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」をご参照くださ

い。（東京証券取引所ホームページ、http://www.tse.or.jp/） 

  

（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．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  823,253 ※1  838,378

売掛金 448,672 155,477

未収入金 210,975 203,362

営業立替金 1,296,946 1,585,919

たな卸資産 11,117 －

商品及び製品 － 1,847

仕掛品 － 17,361

原材料及び貯蔵品 － 1,160

繰延税金資産 12,278 14,973

その他 239,601 249,346

貸倒引当金 △16,650 △16,099

流動資産合計 3,026,195 3,051,729

固定資産   

有形固定資産   

建物 161,500 163,693

減価償却累計額 △79,387 △92,842

建物（純額） 82,112 70,850

工具、器具及び備品 105,178 104,988

減価償却累計額 △58,280 △75,832

工具、器具及び備品（純額） 46,898 29,156

土地 24,055 24,055

有形固定資産合計 153,065 124,062

無形固定資産   

のれん 529,991 420,002

その他 49,082 60,247

無形固定資産合計 579,073 480,250

投資その他の資産   

投資有価証券 307,509 184,053

破産更生債権等 － 31,199

繰延税金資産 19,168 41,881

その他 135,569 134,737

貸倒引当金 － △31,199

投資その他の資産合計 462,247 360,672

固定資産合計 1,194,386 964,985

資産合計 4,220,581 4,016,714
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 291,286 207,044

短期借入金 1,005,092 1,019,000

未払金 253,426 201,732

未払法人税等 82,387 115,672

営業預り金 558,048 618,377

預り金 19,780 24,545

前受金 226,505 241,854

賞与引当金 19,693 21,895

役員賞与引当金 25,688 23,143

その他 152,508 143,240

流動負債合計 2,634,416 2,616,506

固定負債   

退職給付引当金 130,046 125,293

固定負債合計 130,046 125,293

負債合計 2,764,462 2,741,799

純資産の部   

株主資本   

資本金 603,250 603,250

資本剰余金 350,499 350,499

利益剰余金 575,258 768,186

自己株式 △52,612 △408,392

株主資本合計 1,476,396 1,313,545

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △20,277 △38,629

評価・換算差額等合計 △20,277 △38,629

純資産合計 1,456,118 1,274,915

負債純資産合計 4,220,581 4,016,714
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 6,584,819 6,305,646

売上原価 5,341,265 5,070,040

売上総利益 1,243,554 1,235,605

販売費及び一般管理費   

役員報酬 154,520 128,296

給料及び手当 142,699 154,382

賞与引当金繰入額 2,748 3,202

役員賞与引当金繰入額 24,077 23,143

貸倒引当金繰入額 13,773 －

退職給付費用 1,844 774

のれん償却額 109,988 109,988

その他 370,580 334,858

販売費及び一般管理費合計 820,232 754,645

営業利益 423,322 480,959

営業外収益   

受取利息 1,310 1,077

受取配当金 2,203 2,865

受取手数料 － 778

受取保険金 552 －

雑収入 2,219 1,718

営業外収益合計 6,286 6,440

営業外費用   

支払利息 486 1,540

投資組合出資損失 2,708 9,330

管理委託契約解約損 2,856 －

支払補償金 3,014 1,268

その他 742 1,204

営業外費用合計 9,807 13,343

経常利益 419,800 474,056

特別利益   

投資有価証券売却益 6,041 6,021

固定資産売却益 1,555 －

貸倒引当金戻入額 － 550

特別利益合計 7,597 6,572
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

特別損失   

前期損益修正損 ※1  2,258 －

固定資産除却損 ※2  5,473 ※2  41

投資有価証券売却損 － 35,466

投資有価証券評価損 2,374 385

貸倒引当金繰入額 － 31,199

特別損失合計 10,107 67,092

税金等調整前当期純利益 417,290 413,536

法人税、住民税及び事業税 153,276 183,933

法人税等調整額 1,877 △13,478

法人税等合計 155,154 170,454

当期純利益 262,136 243,081
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 603,250 603,250

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 603,250 603,250

資本剰余金   

前期末残高 350,499 350,499

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 350,499 350,499

利益剰余金   

前期末残高 338,857 575,258

当期変動額   

剰余金の配当 △25,735 △50,153

当期純利益 262,136 243,081

当期変動額合計 236,400 192,928

当期末残高 575,258 768,186

自己株式   

前期末残高 － △52,612

当期変動額   

自己株式の取得 △52,612 △355,779

当期変動額合計 △52,612 △355,779

当期末残高 △52,612 △408,392

株主資本合計   

前期末残高 1,292,607 1,476,396

当期変動額   

剰余金の配当 △25,735 △50,153

当期純利益 262,136 243,081

自己株式の取得 △52,612 △355,779

当期変動額合計 183,788 △162,851

当期末残高 1,476,396 1,313,545

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △16,261 △20,277

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,016 △18,352

当期変動額合計 △4,016 △18,352

当期末残高 △20,277 △38,629
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

純資産合計   

前期末残高 1,276,346 1,456,118

当期変動額   

剰余金の配当 △25,735 △50,153

当期純利益 262,136 243,081

自己株式の取得 △52,612 △355,779

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,016 △18,352

当期変動額合計 179,772 △181,203

当期末残高 1,456,118 1,274,915
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７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   

税金等調整前当期純利益 417,290 413,536

減価償却費 44,599 48,542

のれん償却額 109,988 109,988

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,773 30,649

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,945 2,202

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,279 △2,545

退職給付引当金の増減額（△は減少） 707 △4,753

受取利息及び受取配当金 △3,513 △3,943

支払利息 9,863 10,473

投資有価証券評価損益（△は益） 2,374 385

投資有価証券売却損益（△は益） △6,041 29,444

投資組合出資損失 2,708 9,330

固定資産除却損 5,473 41

売上債権の増減額（△は増加） △212,203 293,194

仕入債務の増減額（△は減少） △132,642 △84,241

営業立替金の増減額（△は増加） △421,649 △288,973

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,073 △9,252

前受金の増減額（△は減少） △14,808 15,348

営業預り金の増減額（△は減少） 254,360 60,329

その他 △202,178 △61,459

小計 △131,157 568,297

利息及び配当金の受取額 1,890 3,917

利息の支払額 △10,162 △10,202

法人税等の支払額 △190,449 △149,891

営業活動によるキャッシュ・フロー △329,878 412,121

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 △75 △77

定期預金の払戻による収入 78,509 －

有形固定資産の取得による支出 △69,941 △2,780

無形固定資産の取得による支出 △11,736 △28,176

有形固定資産の除却による支出 △400 －

有形固定資産の売却による収入 5,301 －

投資有価証券の取得による支出 △144,429 △21,609

投資有価証券の売却による収入 7,308 76,048

貸付けによる支出 － △32,000

貸付金の回収による収入 － 800

その他 △39,597 2,377

投資活動によるキャッシュ・フロー △175,059 △5,417
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７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   

短期借入金の純増減額（△は減少） 431,362 13,907

長期借入金の返済による支出 △25,021 －

社債の償還による支出 △150,000 －

自己株式の取得による支出 △52,612 △355,779

配当金の支払額 △24,992 △49,783

財務活動によるキャッシュ・フロー 178,736 △391,656

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △326,201 15,047

現金及び現金同等物の期首残高 1,115,361 789,159

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  789,159 ※1  804,207
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 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に関する注記
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 子会社は全て連結しております。 

連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

ダイワード株式会社 

子会社は全て連結しております。 

連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

ダイワード株式会社 

２．持分法の適用に関する事

項 

該当事項はありません。 同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1)重要な資産の評価基準および評価方法 

①有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算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）を採用しております。 

(1)重要な資産の評価基準および評価方法 

①有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

なお、投資事業有限責任組合及びそれ

に類する組合への出資については、組合

契約に規定される決算報告日において入

手可能な 近の決算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込む方法によってお

ります。 

時価のないもの 

同左 

  ②たな卸資産 

商品・仕掛品 

主として個別法に基づく原価法を採用

しております。 

②たな卸資産 

商品・仕掛品 

 主として個別法に基づく原価法（貸借

対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）を採用しており

ます。 

  貯蔵品 

終仕入原価法に基づく原価法を採用

しております。 

貯蔵品 

 終仕入原価法に基づく原価法（貸借

対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）を採用しており

ます。  

   

 （会計方針の変更）  

  当連結会計年度より「棚卸資産の評価 

 に関する会計基準」（企業会計基準第９ 

 号 平成18年７月５日公表分）を適用 

 し、評価基準については原価法から原価 

 法（貸借対照表価額については収益性の 

 低下に基づく簿価切下げの方法）に変更 

 しております。 

  なお、これによる損益に与える影響は 

 ありません。  
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

  (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

 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。 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

 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。 

  建物（建物附属設備は除く） 

イ平成10年３月31日以前に取得したもの 

旧定率法 

建物（建物附属設備は除く） 

イ平成10年３月31日以前に取得したもの 

旧定率法 

  

  

ロ平成10年４月１日から平成19年３月31日

までに取得したもの 

旧定額法 

ロ平成10年４月１日から平成19年３月31日

までに取得したもの 

旧定額法 

  ハ平成19年４月１日以降に取得したもの 

定額法 

ハ平成19年４月１日以降に取得したもの 

定額法 

  建物以外 

イ平成19年３月31日以前に取得したもの 

旧定率法 

建物以外 

イ平成19年３月31日以前に取得したもの 

旧定率法 

  

  

  

ロ平成19年４月１日以降に取得したもの 

定率法 

ロ平成19年４月１日以降に取得したもの 

定率法 

   なお、取得価額10万円以上20万円未満の

少額減価償却資産については、支出時に費

用処理しております。 

 なお、取得価額10万円以上20万円未満の

少額減価償却資産については、支出時に費

用処理しております。 

  （追加情報） 

法人税法の改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達した連結会計

年度の翌連結会計年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間に

わたり均等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。 

これによる損益に与える影響は軽微であ

ります。 

────── 

  ②無形固定資産 

   定額法を採用しております。 

   なお、自社利用ソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）

に基づいております。 

②無形固定資産 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

  (3)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は、個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

(3)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

  ②賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、当

連結会計年度に負担すべき支給見込額を

計上しております。 

②賞与引当金 

同左 

  ③役員賞与引当金 

 役員賞与の支給に備えるため、支給見

込額を計上しております。 

③役員賞与引当金 

同左 

  ④退職給付引当金 

 連結子会社について、従業員の退職給

付に備えるため、退職給付会計に関する

実務指針（会計制度委員会報告第13号）

に定める簡便法に基づき、退職金規程に

よる連結会計年度末自己都合要支給額を

計上しております。 

④退職給付引当金 

同左 

  (4)重要な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。 

(4)重要なリース取引の処理方法 

───── 

  (5)その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(5)その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６．のれんの償却に関する事

項 

 のれんについては、７年間で償却してお

ります。 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３か月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

          ─────           

  

  

（リース取引に関する会計基準の適用） 

 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、当連結会計年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））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（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、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、リース取引開始日が適用初年度開始前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引

き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を

採用しております。これによる損益に与える影響はあり

ません。 
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

（連結貸借対照表） 

 前連結会計年度において流動負債の「その他」に含め

ておりました子会社の「預り金」の一部は、システム統

合に伴う科目体系見直しにより、より実態に合わせた表

示にするため、当連結会計年度より「営業預り金」に含

めて表示しております。 

 なお、前連結会計年度における「その他」に含まれて

おります「営業預り金」は161,313千円であります。 

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、

前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び

製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ 

1,898千円、7,818千円、1,400千円であります。 

  

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において、営業外収入の「その他」に

含めておりました「受取手数料」は営業外収益の総額の

100分の10を超えたため区分掲記しております。なお、

前連結会計年度における「受取手数料」は582千円であ

ります。  
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（平成21年６月30日） 

※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

定期預金 千円10,000 定期預金 千円10,000

 なお、定期預金10,000千円は、ダイワード株式会社

の取引先の金融機関からの借入金87,668千円に対する

担保に供しております。 

 なお、定期預金10,000千円は、ダイワード株式会社

の取引先の金融機関からの借入金79,833千円に対する

担保に供しております。 

    

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

※１．前期損益修正損は、過年度営業手数料の追加支払分

であります。 

───── 

※２．固定資産除却損は、建物1,216千円、工具器具備品

1,341千円、ソフトウェア2,916千円であります。 

※２．固定資産除却損は、工具器具備品41千円でありま

す。 
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前連結会計年度（自平成19年７月１日 至平成20年６月30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 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加423株は、取締役会決議に基づく取得による増加であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1)配当金の支払 

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  当連結会計年度 
期首株式数 
（株） 

当連結会計年度
増加株式数 
（株） 

当連結会計年度 
減少株式数 
（株） 

当連結会計年度末
株式数 
（株） 

発行済株式                      

普通株式  29,925 －  － 29,925

合計  29,925 －  － 29,925

自己株式                      

普通株式  － 423  － 423

合計  － 423  － 423

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額 

基準日 効力発生日

平成19年９月28日 

定時株主総会 
普通株式 25,735千円   860円 平成19年６月30日 平成19年９月29日

決議 株式の種類 
配当金の
総額 

配当の原資
１株当たり
配当額 

基準日 効力発生日

平成20年９月29日 

定時株主総会 
普通株式 50,153千円 利益剰余金   1,700円 平成20年６月30日 平成20年９月30日
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当連結会計年度（自平成20年７月１日 至平成21年６月30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 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加4,749株は、取締役会決議に基づく取得による増加であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1)配当金の支払 

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  当連結会計年度 
期首株式数 
（株） 

当連結会計年度
増加株式数 
（株） 

当連結会計年度 
減少株式数 
（株） 

当連結会計年度末
株式数 
（株） 

発行済株式                      

普通株式  29,925 －  － 29,925

合計  29,925 －  － 29,925

自己株式                      

普通株式  423 4,749  － 5,172

合計  29,502 4,749  － 24,753

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額 

基準日 効力発生日

平成20年９月29日 

定時株主総会 
普通株式       50,153千円      1,700円 平成20年６月30日 平成20年９月30日

決議 株式の種類 
配当金の
総額 

配当の原資
１株当たり
配当額 

基準日 効力発生日

平成21年９月29日 

定時株主総会 
普通株式    49,506千円 利益剰余金   2,000円 平成21年６月30日 平成21年９月30日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年６月30日現在） （平成21年６月30日現在） 

  

現金及び預金勘定 千円823,253

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 千円△34,094

現金及び現金同等物 千円789,159

現金及び預金勘定 千円838,378

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 千円△34,171

現金及び現金同等物 千円804,207
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（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30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 

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 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース

取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引につい

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、その内容は次のとおりであります。 

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 

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） 

工具器具備
品  27,467  19,901  7,566

ソフトウェ
ア  3,664  1,702  1,961

合計  31,132  21,603  9,528

  
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） 

工具器具備
品  13,370  10,880  2,489

ソフトウェ
ア  3,664  2,432  1,232

合計  17,034  13,312  3,721

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 千円 5,939

１年超 千円 3,831

合計 千円 9,770

１年内 千円 3,305

１年超 千円 493

合計 千円 3,799

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 千円 11,438

減価償却費相当額 千円 10,745

支払利息相当額 千円 279

支払リース料 千円 6,169

減価償却費相当額 千円 5,806

支払利息相当額 千円 89

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 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

同左 
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Ⅰ．前連結会計年度（平成20年６月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。また、当連結会計年度において、その他有価証券で時価

があるものについて1,351千円減損処理を行っております。なお、当該有価証券の減損処理にあたっては、時価が

取得原価に比し50％以上下落した場合は、回復可能性が明らかなものを除き減損処理を実施し、下落率が30％以上

50％未満の場合には、時価の回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。    

２．前連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日） 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

（有価証券関係）

  種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の 

(1）株式  56,639  61,724  5,084

(2）債券                  

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  56,639  61,724  5,084

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの 

(1）株式  132,397  93,884  △38,513

(2）債券                  

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  132,397  93,884  △38,513

合計  189,037  155,608  △33,428

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

 12,308  6,041  －

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券      

非上場株式   66,388

投資事業組合への出資金  85,513
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Ⅱ．当連結会計年度（平成21年６月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。また、当連結会計年度において、その他有価証券で時価

があるものについて385千円減損処理を行っております。なお、当該有価証券の減損処理にあたっては、時価が取

得原価に比し50％以上下落した場合は、回復可能性が明らかなものを除き減損処理を実施し、下落率が30％以上

50％未満の場合には、時価の回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。    

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の 

(1）株式  5,656  8,519  2,862

(2）債券                  

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  5,656  8,519  2,862

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの 

(1）株式  167,922  102,335  △65,586

(2）債券                  

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  167,922  102,335  △65,586

合計  173,578  110,854  △62,723

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

 71,650  6,021  35,466

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券      

非上場株式   2,388

投資事業組合への出資金  70,810
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前連結会計年度（自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日） 

 該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

 該当事項はありません。 

１．採用している退職給付制度の概要 

連結子会社は退職金規程に基づく退職一時金制度を設けております。 

２．退職給付債務に関する事項 

なお、連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。 

３．退職給付費用に関する事項 

なお、連結子会社は、退職給付費用の算定にあたり簡便法を採用しております。 

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

  
前連結会計年度

（平成20年６月30日現在） 
当連結会計年度

（平成21年６月30日現在） 

退職給付債務（千円） △130,046 △125,293

退職給付引当金（千円）  △130,046  △125,293

  
前連結会計年度

（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

退職給付費用（千円）  19,279  19,037

勤務費用（千円）  19,279  19,037
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前連結会計年度（自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(１)ストック・オプションの内容 

  

（注）上記表に記載された株式数は、平成18年１月18日付株式分割（株式１株につき３株）による分割後の株式数に換算

して記載しております。 

（ストック・オプション等関係）

  平成17年ストック・オプション① 平成17年ストック・オプション②

付与対象者の区分及び数 
当社取締役５名、当社監査役３名 

当社従業員78名 
当社従業員９名 

ストックオプション数（注） 普通株式 607株 普通株式 27株 

付与日 平成17年11月14日 平成18年２月14日 

権利確定条件 特に付されておりません。 特に付されておりません。 

対象勤務期間 特に定めはありません。 特に定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成19年10月1日 

至 平成27年９月27日 

自 平成19年10月1日 

至 平成27年９月27日 

  平成17年ストック・オプション③

付与対象者の区分及び数 
当社取締役５名、当社監査役１名 

当社従業員20名 

ストックオプション数（注） 普通株式 264株 

付与日 平成18年６月28日 

権利確定条件 特に付されておりません。 

対象勤務期間 特に定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成19年10月1日 

至 平成27年９月27日 
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(２)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式

数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

（注）上記表に記載された株式数は、平成18年１月18日付株式分割（株式１株につき３株）による分割後の株式数に換算

して記載しております。 

②単価情報 

  
平成17年ストッ
ク・オプション① 

平成17年ストッ
ク・オプション② 

平成17年ストッ
ク・オプション③ 

権利確定前 （株）                  

 当連結会計年度期首  525  24  246

 付与  －  －  －

 失効  3  6  15

 権利確定  －  －  －

 未確定残  522  18  231

権利確定後 （株）                  

 当連結会計年度期首  －  －  －

 権利確定  －  －  －

 権利行使  －  －  －

 失効  －  －  －

 未行使残  －  －  －

  
平成17年ストッ
ク・オプション① 

平成17年ストッ
ク・オプション② 

平成17年ストッ
ク・オプション③ 

権利行使価格 (円)  291,000  281,983  304,250

行使時平均株価 (円)  －  －  －

公正な評価単価(付与日) 

 (円) 
 －  －  －
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当連結会計年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(１)ストック・オプションの内容 

  

（注）上記表に記載された株式数は、平成18年１月18日付株式分割（株式１株につき３株）による分割後の株式数に換算

して記載しております。 

  平成17年ストック・オプション① 平成17年ストック・オプション②

付与対象者の区分及び数 
当社取締役５名、当社監査役３名 

当社従業員78名 
当社従業員９名 

ストックオプション数（注） 普通株式 607株 普通株式 27株 

付与日 平成17年11月14日 平成18年２月14日 

権利確定条件 特に付されておりません。 特に付されておりません。 

対象勤務期間 特に定めはありません。 特に定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成19年10月1日 

至 平成27年９月27日 

自 平成19年10月1日 

至 平成27年９月27日 

  平成17年ストック・オプション③

付与対象者の区分及び数 
当社取締役５名、当社監査役１名 

当社従業員20名 

ストックオプション数（注） 普通株式 264株 

付与日 平成18年６月28日 

権利確定条件 特に付されておりません。 

対象勤務期間 特に定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成19年10月1日 

至 平成27年９月27日 
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(２)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

  当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式

数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

（注）上記表に記載された株式数は、平成18年１月18日付株式分割（株式１株につき３株）による分割後の株式数に換算

して記載しております。 

②単価情報 

  
平成17年ストッ
ク・オプション① 

平成17年ストッ
ク・オプション② 

平成17年ストッ
ク・オプション③ 

権利確定前 （株）                  

 当連結会計年度期首  522  18  231

 付与  －  －  －

 失効  9  －  3

 権利確定  －  －  －

 未確定残  513  18  228

権利確定後 （株）                  

 当連結会計年度期首  －  －  －

 権利確定  －  －  －

 権利行使  －  －  －

 失効  －  －  －

 未行使残  －  －  －

  
平成17年ストッ
ク・オプション① 

平成17年ストッ
ク・オプション② 

平成17年ストッ
ク・オプション③ 

権利行使価格 (円)  291,000  281,983  304,250

行使時平均株価 (円)  －  －  －

公正な評価単価(付与日) 

 (円) 
 －  －  －
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（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30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）  

賞与引当金 千円8,013

未払賞与  25,056

減価償却超過額  18,646

未払事業税  9,346

退職給付引当金  52,915

その他有価証券評価差額金  13,458

減損損失  23,554

長期貸付金  57,043

税務上の繰越欠損金  50,521

その他  22,980

評価性引当額  △247,814

繰延税金資産合計  33,721

（繰延税金負債）      

労働保険料  △2,274

繰延税金負債合計  △2,274

繰延税金資産の純額  31,447

（繰延税金資産）  

賞与引当金 千円8,909

未払賞与  22,873

減価償却超過額  17,434

未払事業税  11,600

退職給付引当金  50,981

その他有価証券評価差額金  24,829

減損損失  23,554

長期貸付金  57,043

その他  35,057

評価性引当額  △193,678

繰延税金資産合計  58,607

（繰延税金負債）      

労働保険料  △1,752

繰延税金負債合計  △1,752

繰延税金資産の純額  56,855

 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 ％40.69

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 ％2.83

住民税均等割額 ％0.43

のれん償却額 ％10.72

評価性引当額 ％△16.80

その他 ％△0.69

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％37.18

法定実効税率 ％40.69

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 ％2.32

住民税均等割額 ％0.45

のれん償却額 ％10.82

評価性引当額 ％△13.09

その他 ％0.03

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％41.22
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  前連結会計年度（自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業は、事業の種類の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な事業 

３．当連結会計年度より「マンション・ビル管理事業」を「施設総合管理事業」に名称変更しております。

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
社宅管理事
務代行事業 
（千円） 

施設総合
管理事業 
（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

Ⅰ 売上高及び営業損益                          

売上高                          

(1)外部顧客に対する売上高 2,827,679 3,757,140 6,584,819  － 6,584,819

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 104,519 104,519  (104,519) －

計 2,827,679 3,861,659 6,689,339  (104,519) 6,584,819

営業費用 2,483,145 3,804,578 6,287,723  (126,225) 6,161,497

営業利益 344,534 57,081 401,615  21,706 423,322

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 
                         

資産 2,462,124 1,814,826 4,276,951  (56,369) 4,220,581

 減価償却費 38,898 5,700 44,599  － 44,599

 資本的支出 70,549 12,885 83,435  (2,016) 81,418

事業区分 主要サービス 

社宅管理事務代行事業 社宅管理事務代行、システム開発他 

施設総合管理事業 マンション等施設管理、修繕工事他 
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当連結会計年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業は、事業の種類の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な事業 

  

  
社宅管理事
務代行事業 
（千円） 

施設総合
管理事業 
（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

Ⅰ 売上高及び営業損益                          

売上高                          

(1)外部顧客に対する売上高 2,845,430 3,460,215 6,305,646  － 6,305,646

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 74,711 74,711  (74,711) －

計 2,845,430 3,534,927 6,380,357  (74,711) 6,305,646

営業費用 2,420,795 3,479,157 5,899,952  (75,266) 5,824,686

営業利益 424,635 55,769 480,405  554 480,959

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 
                         

資産 2,262,404 1,773,976 4,036,380  (19,665) 4,016,714

 減価償却費 37,738 10,804 48,542  － 48,542

 資本的支出 320 30,570 30,890  － 30,890

事業区分 主要サービス 

社宅管理事務代行事業 社宅管理事務代行、システム開発他 

施設総合管理事業 マンション等施設管理、修繕工事他 
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前連結会計年度（自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日） 

本邦以外の国、または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

本邦以外の国、または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成19年７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。 

当連結会計年度（自 平成20年７月１日 至 平成21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。 

前連結会計年度（自平成19年７月１日 至平成20年６月30日） 

(1) 役員及び個人主要株主等 

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

インターストラクチャー株式会社の株式の譲渡であり、発行会社の財務内容等を勘案し、両者協議の上で決定して

おります。 

  

(2) 兄弟会社等 

（注）１．上記の金額のうち取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

ライセンス料に関する取引条件は、一般的取引条件によっております。 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（関連当事者情報）

属性 氏名 住所 

資本金 
又は 
出資金 
(千円) 

事業の
内容 

又は職業 

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合(％) 

関係内容
取引の
内容 

取引金額 
(千円) 科目 期末残高

(千円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

役員 池田彰二 －  －
当社 

取締役 
－  －  － 

株式の 

譲渡 
 2,000 未収入金  2,000

属性 会社等の 
名称 住所 

資本金 
又は 
出資金 
(千円) 

事業の
内容 

又は職業 

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合(％) 

関係内容
取引の
内容 

取引金額
(千円) 科目 期末残高

(千円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

主要株主

(会社等)

が議決権

の過半数

を所有し

ている会

社等 

株式会社 

アパマンシ

ョップネッ

トワーク 

東京都 

中央区 
 100,000

賃貸斡旋

事業(賃貸

斡旋店舗

をFC展開

する業務

等) 

－ － 

当社日本

社宅ネッ

トFC加盟

店 

ライセン 

ス料 
 17,934 前受収益  72,185
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当連結会計年度（自平成20年７月１日 至平成21年６月30日） 

(1) 役員及び個人主要株主等 

該当事項はありません。 

  

 (2) 兄弟会社等 

（注）１．上記の金額のうち取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

ライセンス料に関する取引条件は、一般的取引条件によっております。 

３．アパマンショップホールディングス株式会社は、平成20年９月に関連当事者に該当しなくなったため、取引額

については関連当事者であった期間の取引を、期末残高については関連当事者でなくなった時点での残高を記

載しております。 

属性 会社等の 
名称 住所 

資本金 
又は 
出資金 
(千円) 

事業の
内容 

又は職業 

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合(％) 

関係内容
取引の
内容 

取引金額
(千円) 科目 期末残高

(千円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

主要株主

(会社等)

が議決権

の過半数

を所有し

ている会

社等 

株式会社 

アパマンシ

ョップネッ

トワーク 

東京都 

中央区 
 100,000

賃貸斡旋

事業(賃貸

斡旋店舗

をFC展開

する業務

等) 

－ － 

当社日本

社宅ネッ

トFC加盟

店 

ライセン 

ス料 
 4,513 前受収益  68,827
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（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

１株当たり純資産額 円 49,356.61

１株当たり当期純利益金額 円 8,814.35

１株当たり純資産額 円 51,505.48

１株当たり当期純利益金額 円 9,488.16

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している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金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

(自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度
(自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日) 

当期純利益（千円）  262,136  243,081

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  262,136  243,081

期中平均株式数（株）  29,739  25,619

普通株式増加数（株）  －  －

 （うち新株予約権）  －  －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

平成17年９月28日定時株主総会

において決議された新株予約権

771個（普通株式 771株） 

平成17年９月28日定時株主総会

において決議された新株予約権

759個（普通株式 759株） 
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（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

（自己株式の取得） 

 平成20年９月11日開催の取締役会において、会社法第

165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第

156条の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその

具体的な取得方法について決議し、自己株式の取得を以

下のとおり実施いたしました。 

                      ───── 

１．自己株式取得に関する取締役会の決議内容 

（1）取得の理由 

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を

行うため 

  

（2）取得する株式の種類 

当社普通株式 

  

（3）取得する株式の総数 

5,000株（上限） 

（発行済株式総数に対する割合 16.7％） 

  

（4）取得価額の総額 

375,500,000円（上限） 

  

（5）取得の方法 

東京証券取引所の自己株式立会外買付取引 

（ToSTNeT-3）による取得 

  

  

２．取得日 

 平成20年９月12日 

  

３．その他 

上記ToSTNeT-3による取得の結果、当社自己株式

4,449株（取得価額334,119,900円）を取得いたし

ました。 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年６月30日) 

当事業年度 
(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 256,910 130,286

売掛金 293,046 54,321

営業立替金 1,276,004 1,572,219

仕掛品 7,818 17,361

貯蔵品 64 101

前払費用 38,741 39,807

繰延税金資産 12,278 14,973

その他 11,938 7,767

貸倒引当金 △1,569 △1,633

流動資産合計 1,895,234 1,835,207

固定資産   

有形固定資産   

建物 85,881 86,201

減価償却累計額 △28,348 △39,759

建物（純額） 57,532 46,441

工具、器具及び備品 95,736 95,168

減価償却累計額 △53,842 △69,092

工具、器具及び備品（純額） 41,894 26,075

有形固定資産合計 99,426 72,517

無形固定資産   

商標権 1,482 1,221

ソフトウエア 31,693 21,404

その他 614 614

無形固定資産合計 33,790 23,240

投資その他の資産   

投資有価証券 303,902 181,411

関係会社株式 854,173 854,173

破産更生債権等 － 31,199

長期前払費用 8,996 6,508

繰延税金資産 19,168 41,881

敷金及び保証金 99,265 99,029

その他 2,339 2,608

貸倒引当金 － △31,199

投資その他の資産合計 1,287,845 1,185,612

固定資産合計 1,421,063 1,281,370

資産合計 3,316,298 3,116,577
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年６月30日) 

当事業年度 
(平成21年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 1,005,092 1,019,000

未払金 ※1  170,308 87,595

未払費用 10,939 19,146

未払法人税等 76,640 94,736

未払消費税等 23,769 28,878

前受金 31,245 47,209

営業預り金 384,635 440,785

預り金 15,097 19,990

前受収益 79,298 60,202

賞与引当金 9,891 12,574

役員賞与引当金 21,785 20,095

流動負債合計 1,828,704 1,850,214

固定負債   

預り保証金 10,095 10,095

固定負債合計 10,095 10,095

負債合計 1,838,799 1,860,309

純資産の部   

株主資本   

資本金 603,250 603,250

資本剰余金   

資本準備金 350,499 350,499

資本剰余金合計 350,499 350,499

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 595,978 747,914

利益剰余金合計 595,978 747,914

自己株式 △52,612 △408,392

株主資本合計 1,497,116 1,293,272

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19,617 △37,004

評価・換算差額等合計 △19,617 △37,004

純資産合計 1,477,498 1,256,267

負債純資産合計 3,316,298 3,116,577
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,827,679 2,845,430

売上原価 2,031,129 1,979,871

売上総利益 796,550 865,558

販売費及び一般管理費   

役員報酬 91,346 84,410

給料及び手当 77,752 96,919

法定福利費 21,449 23,859

賞与引当金繰入額 2,281 2,256

役員賞与引当金繰入額 20,174 20,095

外注人件費 18,012 10,180

消耗品費 9,792 7,715

支払報酬 42,495 47,079

減価償却費 8,063 8,581

地代家賃 26,203 20,253

求人費 19,877 －

貸倒引当金繰入額 668 64

その他 113,898 119,507

販売費及び一般管理費合計 452,015 440,923

営業利益 344,534 424,635

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,962 2,800

受取手数料 441 612

業務受託料 ※1  20,388 －

システム導入負担金 － ※1  587

その他 1,207 273

営業外収益合計 24,000 4,274

営業外費用   

支払利息 － 1,540

支払補償金 1,279 1,181

投資組合出資損失 2,708 9,330

自己株式取得手数料 624 399

その他 117 500

営業外費用合計 4,730 12,953

経常利益 363,804 415,956

特別利益   

投資有価証券売却益 183 6,021

特別利益合計 183 6,021
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

特別損失   

前期損益修正損 ※2  2,258 －

固定資産除却損 ※3  5,076 ※3  41

投資有価証券評価損 2,374 385

投資有価証券売却損 － 35,466

貸倒引当金繰入額 － 31,199

特別損失合計 9,709 67,092

税引前当期純利益 354,277 354,885

法人税、住民税及び事業税 150,974 166,274

法人税等調整額 1,877 △13,478

法人税等合計 152,851 152,795

当期純利益 201,426 202,089
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(脚注) 

売上原価明細書

    
前事業年度

（自 平成19年７月１日 
  至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 

  至 平成21年６月30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 ※２  641,845  31.6  829,773  41.7

Ⅱ 外注費    770,295  37.9  569,372  28.6

Ⅲ 経費 ※３  617,841  30.5  590,269  29.7

  当期発生総原価    2,029,982  100.0  1,989,415  100.0

  期首仕掛品たな卸高    8,965        7,818      

      計    2,038,948        1,997,233      

  期末仕掛品たな卸高    7,818        17,361      

  売上原価    2,031,129        1,979,871      

                           

前事業年度 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 

  至 平成21年６月30日） 

１ 原価計算の方法 

 プロジェクト別の個別原価計算による実際原価計算を行

っております。 

１ 原価計算の方法 

同 左 

※２ 労務費の主な内訳は次のとおりであります。 ※２ 労務費の主な内訳は次のとおりであります。 

給料手当 千円386,179

賞与 千円81,615

法定福利費 千円66,398

賞与引当金繰入額 千円7,610

給料手当 千円482,447

賞与 千円99,483

法定福利費 千円86,447

賞与引当金繰入額 千円10,317

※３ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 ※３ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 

振込手数料 千円145,821

営業手数料 千円71,427

サブリース費用 千円30,463

地代家賃 千円75,586

振込手数料 千円155,678

営業手数料 千円71,183

サブリース費用 千円20,463

地代家賃 千円82,558
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 603,250 603,250

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 603,250 603,250

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 350,499 350,499

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 350,499 350,499

資本剰余金合計   

前期末残高 350,499 350,499

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 350,499 350,499

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 420,287 595,978

当期変動額   

剰余金の配当 △25,735 △50,153

当期純利益 201,426 202,089

当期変動額合計 175,690 151,936

当期末残高 595,978 747,914

利益剰余金合計   

前期末残高 420,287 595,978

当期変動額   

剰余金の配当 △25,735 △50,153

当期純利益 201,426 202,089

当期変動額合計 175,690 151,936

当期末残高 595,978 747,914

自己株式   

前期末残高 － △52,612

当期変動額   

自己株式の取得 △52,612 △355,779

当期変動額合計 △52,612 △355,779

当期末残高 △52,612 △408,392

日本社宅サービス株式会社（8945）　平成21年６月期　決算短信

－47－



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

株主資本合計   

前期末残高 1,374,037 1,497,116

当期変動額   

剰余金の配当 △25,735 △50,153

当期純利益 201,426 202,089

自己株式の取得 △52,612 △355,779

当期変動額合計 123,078 △203,843

当期末残高 1,497,116 1,293,272

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △16,935 △19,617

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,681 △17,387

当期変動額合計 △2,681 △17,387

当期末残高 △19,617 △37,004

純資産合計   

前期末残高 1,357,101 1,477,498

当期変動額   

剰余金の配当 △25,735 △50,153

当期純利益 201,426 202,089

自己株式の取得 △52,612 △355,779

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,681 △17,387

当期変動額合計 120,397 △221,230

当期末残高 1,477,498 1,256,267
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 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に関する注記
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重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1)子会社株式 

移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

(1)子会社株式 

同左 

  (2)その他有価証券 

時価のあるもの 

期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）を採用

しております。 

(2)その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用しており

ます。 

なお、投資事業有限責任組合及びそれに

類する組合への出資については、組合契約

に規定される決算報告日において入手可能

な 近の決算書を基礎とし、持分相当額を

純額で取り込む方法によっております。 

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 

仕掛品 

………個別法に基づく原価法を採用して

おります。 

仕掛品 

………個別法に基づく原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）を採用

しております。 

  貯蔵品 

……… 終仕入原価法に基づく原価法を

採用しております。 

貯蔵品 

……… 終仕入原価法に基づく原価法

（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方

法）を採用しております。 

  

（会計方針の変更）  

  当事業年度より「棚卸資産の評価 

 に関する会計基準」（企業会計基準第９ 

 号 平成18年７月５日公表分）を適用 

 し、評価基準については原価法から原価 

 法（貸借対照表価額については収益性の 

 低下に基づく簿価切下げの方法）に変更 

 しております。 

  なお、これによる損益に与える影響は 

 ありません。 
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項目 
前事業年度

（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1)有形固定資産 

 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。 

(1)有形固定資産 

 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。 

建物（建物附属設備は除く）  

イ平成10年３月31日以前に取得したもの 

旧定率法 

建物（建物附属設備は除く） 

イ平成10年３月31日以前に取得したもの 

旧定率法 

ロ平成10年４月１日から平成19年３月31日

までに取得したもの 

旧定額法 

ロ平成10年４月１日から平成19年３月31日

までに取得したもの 

旧定額法 

ハ平成19年４月１日以降に取得したもの 

定額法 

ハ平成19年４月１日以降に取得したもの 

定額法 

建物以外  

イ平成19年３月31日以前に取得したもの 

 旧定率法 

建物以外 

イ平成19年３月31日以前に取得したもの 

 旧定率法 

ロ平成19年４月１日以降に取得したもの 

 定率法 

ロ平成19年４月１日以降に取得したもの 

 定率法 

 なお、取得価額10万円以上20万円未満の

少額減価償却資産については、支出時に費

用処理しております。 

 なお、取得価額10万円以上20万円未満の

少額減価償却資産については、支出時に費

用処理しております。 

  （追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に到達した

事業年度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微で

あります。 

────── 

  

  (2)無形固定資産 

定額法を採用しております。 

  なお、自社利用ソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（5年）に

基づいております。 

(2)無形固定資産 

同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は、個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備えるため、当

期に負担すべき支給見込額を計上してお

ります。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）役員賞与引当金 

 役員賞与の支給に備えるため、支給見

込額を計上しております。 

(3）役員賞与引当金 

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。 

────── 

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

日本社宅サービス株式会社（8945）　平成21年６月期　決算短信

－52－



会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

────── （リース取引に関する会計基準の適用） 

 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、当事業年度より「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正）)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（平成６年１月18日（日本公認会

計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用し、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、リース取引開始日が適用初年度開始前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引

き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を

採用しております。これによる損益に与える影響はあり

ません。  

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

────── （損益計算書） 

 前事業年度において区分掲記しておりました「求人

費」（当事業年度末残高15,333千円）は、販売費及び一

般管理費の総額の100分の５以下となったため、販売費

及び一般管理費の「その他」に含めて表示することにし

ました。 

  

 前事業年度において営業外収益の「その他」に含めて

表示しておりました「システム導入負担金」は、営業外

収益の総額の100分の10を超えたため区分掲記しまし

た。 

 なお、前事業年度における「システム導入負担金」の

金額は440千円であります。 
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前事業年度（自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注) 普通株式の自己株式数の増加423株は、取締役会決議に基づく取得による増加であります。 

当事業年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注) 普通株式の自己株式数の増加4,749株は、取締役会決議に基づく取得による増加であります。 

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年６月30日） 

当事業年度 
（平成21年６月30日） 

※１．関係会社項目 

 関係会社に対する負債は次のものがあります。 

─────    

  

未払金 千円39,323       

    

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

業務受託収入 千円20,388 システム導入負担金  千円587

※２．前期損益修正損は、過年度営業手数料の追加支払分

であります。 

───── 

※３．固定資産除却損は、建物附属設備1,008千円、工具

器具備品1,151千円及びソフトウエア2,916千円であ

ります。  

※３．固定資産除却損は、工具器具備品41千円でありま

す。  

（株主資本等変動計算書関係）

  
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） 

普通株式  －  423  －  423

合計  －  423  －  423

  
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） 

普通株式  423  4,749  －  5,172

合計  423  4,749  －  5,172
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前事業年度（平成20年６月30日現在） 

 子会社株式のうち、時価のあるものはありません。 

当事業年度（平成21年６月30日現在） 

 子会社株式のうち、時価のあるものはありません。 

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30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 

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 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース

取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引につい

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、その内容は次のとおりであります。 

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 

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） 

工具器具備
品  14,097  11,694  2,402

ソフトウェ
ア  3,664  1,702  1,961

合計  17,762  13,397  4,364

  
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） 

ソフトウェ
ア  3,664  2,432  1,232

合計  3,664  2,432  1,232

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 千円3,203

１年超 千円1,231

合計 千円4,434

１年内 千円737

１年超 千円493

合計 千円1,231

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 千円8,502

減価償却費相当額 千円7,971

支払利息相当額 千円128

支払リース料 千円772

減価償却費相当額 千円729

支払利息相当額 千円7

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 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

（有価証券関係）
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（税効果会計関係）

前事業年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30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）     

賞与引当金 千円4,024

減価償却超過額  822  

一括償却資産償却超過額  493  

未払社会保険料否認  1,145  

未払事業税  6,997  

貸倒引当金  638  

その他有価証券評価差額金  13,458  

投資有価証券評価減  4,430  

その他  1,714  

繰延税金資産合計  33,721  

（繰延税金負債）        

労働保険料  △2,274  

繰延税金負債合計  △2,274  

繰延税金資産の純額  31,447  

（繰延税金資産）     

賞与引当金 千円5,116

減価償却超過額  462  

一括償却資産償却超過額  228  

未払社会保険料否認  1,192  

未払事業税  7,983  

貸倒引当金  13,359  

その他有価証券評価差額金  25,387  

投資有価証券評価減  3,260  

その他  1,616  

繰延税金資産合計  58,607  

（繰延税金負債）        

労働保険料  △1,752  

繰延税金負債合計  △1,752  

繰延税金資産の純額  56,855  

 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 ％40.69

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 ％2.39

住民税均等割額 ％0.15

その他 ％△0.09

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％43.14

法定実効税率 ％40.69

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 ％2.34

住民税均等割額 ％0.15

その他 ％△0.13

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％43.05
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 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

１株当たり純資産額 円 50,081.31

１株当たり当期純利益金額 円 6,772.97

１株当たり純資産額 円 50,752.15

１株当たり当期純利益金額   円 7,888.13

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している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金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

  
前事業年度

（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当期純利益（千円）  201,426  202,089

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  201,426  202,089

期中平均株式数（株）  29,739  25,619

普通株式増加数（株）  －  －

 （うち新株予約権）  －  －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

平成17年９月28日定時株主総会

において決議された新株予約権 

771個（普通株式 771株） 

平成17年９月28日定時株主総会

において決議された新株予約権

759個（普通株式 759株） 
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（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

（自己株式の取得） 

 平成20年９月11日開催の取締役会において、会社法第

165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第

156条の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその

具体的な取得方法について決議し、自己株式の取得を以

下のとおり実施いたしました。 

                      ───── 

  

１．自己株式取得に関する取締役会の決議内容 

（1）取得の理由 

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を

行うため 

  

（2）取得する株式の種類 

当社普通株式 

  

（3）取得する株式の総数 

5,000株（上限） 

（発行済株式総数に対する割合 16.7％） 

  

（4）取得価額の総額 

375,500,000円（上限） 

  

（5）取得の方法 

東京証券取引所の自己株式立会外買付取引 

（ToSTNeT-3）による取得 

  

２．取得日 

平成20年９月12日 

  

３．その他 

上記ToSTNeT-3による取得の結果、当社自己株式

4,449株（取得価額334,119,900円）を取得いたし

ました。 
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(1）役員の異動 

 開示内容が定まった時点で開示いたします。 

  

  

(2）生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 

    該当事項はありません。 

②受注実績 

    該当事項はありません。 

③販売実績 

(注) 上記の金額には消費税が含まれておりません。 

  

６．その他

事業の種類別セグメントの名称 

前連結会計年度 当連結会計年度 

増減  （自 平成19年７月１日  （自 平成20年７月１日 

  至 平成20年６月30日）   至 平成21年６月30日） 

金額(千円) 金額(千円) 増減率(％) 

社宅管理事務代行事業 

社宅管理事務代行  2,653,223  2,673,345  0.8

システム導入  124,274  83,568  △32.8

その他  50,181  88,516  76.4

小計  2,827,679  2,845,430  0.6

施設総合管理事業  3,757,140  3,460,215  △7.9

合計  6,584,819  6,305,646  △4.2
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