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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 5,232 8.7 144 4.6 169 4.9 111 38.1
21年3月期第2四半期 4,812 ― 137 ― 161 ― 80 ―

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2四半期 14.00 ―
21年3月期第2四半期 9.97 ―

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

22年3月期第2四半期 7,227 5,522 72.9 661.74
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2四半期  5,270百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 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 10,700 11.5 334 △11.8 374 △11.0 194 △11.7 24.36
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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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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．連結予想に関する定性的情報をご参照下さい。 

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2四半期 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2四半期 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2四半期 7,965,506株 21年3月期第2四半期 8,101,118株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出や生産の増加によって一部に回復基調が見られ
ましたものの、個人消費は雇用・所得環境が一段と厳しさを増す中で依然として低調であり、極めて厳し
い状況で推移いたしました。 
 ビルメンテナンス・警備業界におきましても、消費不況やビル空室率の増加等によって発注者の経費削
減要請が継続しており、厳しい経営環境が続いております。 
 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。 
 長引く景気低迷の影響により、発注先から更なる経費削減要請が引き続いており、解約、減額及び仕様
変更がありましたが、前第４四半期連結会計期間から始まった神奈川県の大型商業施設の清掃・設備業務
のほか、本年４月から当社の連結子会社である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したことにより業容
の拡大が図られました。 
 その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は52億３千２百万円（前年同四半期比８．７％
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１億４千４百万円（同４．６％増）、経常利益は１億６千９百万円（同４．９％増）
となりました。 
 なお、特別損益において株価の下落により10百万円の特別損失を計上いたしましたが、連結子会社にお
いて退職給付引当金の戻入による特別利益19百万円を計上したことなどから、四半期純利益は１億１千１
百万円（前年同四半期比３８．１％増）を得ることができました。 
  

当第２四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３億２千６百万円増加して、72億
２千７百万円となりました。このうち、流動資産は前連結会計年度末に比べ１億８千５百万円減少し
て、42億３千２百万円となりました。これは主として、売掛金が５千８百万円、前払費用が５千１百万
円増加した一方で、現金及び預金が２億８千４百万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５億１千１百万円増加して、29億９千４百万円となりました。これは主
として、投資有価証券が４億１千５百万円、のれんが７千万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１億５千２百万円増加して、17億５百万円となりました。このうち、

流動負債は前連結会計年度末に比べ１億１千４百万円増加して10億１千３百万円となりました。これは
主として、賞与引当金が４千８百万円、未払消費税等が２千９百万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３千７百万円増加して、６億９千１百万円となりまし
た。これは主として、退職給付引当金が２千４百万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１億７千４百万円増加して55億２千２百万円となりました。これ

は主として、その他有価証券評価差額金が１億３千７百万円増加したことによるものであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、１億１千８百万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１億７千７百万円、減価償却費３千４百万円による増加と、売上債権の増加５千５
百万円、前払費用の増加３千９百万円による減少であります。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、５億７百万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)２億６千万円、投資有価証券の取得２億５百万円による減少であります。 
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６千３百万円による減少であります。 
以上の結果、当第２四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、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、前連結会計年度末から４億
４千４百万円減少し、16億７千２百万円となりました。 

  

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14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。 

  

・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

(1)資産、負債及び純資産の状況

(2)連結キャッシュ・フローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報

― 3 ―

㈱白青舎（９７３６） 平成22年３月期第２四半期決算短信



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、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。 
  

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。 

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。 

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。 

  

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

①税金費用の計算

②固定資産の減価償却費の配賦方法

③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(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２四半期連結会計期間末
（平成21年9月30日） 

前連結会計年度に係る 
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 2,917,452 3,201,457

受取手形及び売掛金 909,397 853,988

有価証券 133,316 157,809

商品及び製品 14,567 13,732

原材料及び貯蔵品 24,102 20,520

その他 236,099 172,222

貸倒引当金 △2,364 △1,932

流動資産合計 4,232,570 4,417,798

固定資産   

有形固定資産 1,249,589 1,244,535

無形固定資産   

のれん 70,875 －

その他 30,861 26,523

無形固定資産合計 101,736 26,523

投資その他の資産   

投資有価証券 962,443 546,537

その他 689,478 674,228

貸倒引当金 △8,297 △8,537

投資その他の資産合計 1,643,624 1,212,228

固定資産合計 2,994,950 2,483,287

資産合計 7,227,520 6,901,086

負債の部   

流動負債   

買掛金 237,812 235,339

短期借入金 50,000 50,000

未払法人税等 101,933 83,147

賞与引当金 197,364 149,254

その他 426,813 381,982

流動負債合計 1,013,922 899,723

固定負債   

退職給付引当金 556,058 531,928

負ののれん 35,375 29,350

その他 99,876 92,121

固定負債合計 691,311 653,400

負債合計 1,705,233 1,553,124
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年9月30日） 

前連結会計年度に係る 
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 4,540,045 4,493,993

自己株式 △301,388 △301,055

株主資本合計 5,074,294 5,028,574

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 196,506 59,425

評価・換算差額等合計 196,506 59,425

少数株主持分 251,485 259,960

純資産合計 5,522,287 5,347,961

負債純資産合計 7,227,520 6,901,086
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日） 

売上高 4,812,008 5,232,518

売上原価 4,220,026 4,644,204

売上総利益 591,981 588,314

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 131,688 107,848

賞与引当金繰入額 17,461 19,050

のれん償却額 － 7,875

その他 305,115 309,443

販売費及び一般管理費合計 454,264 444,217

営業利益 137,716 144,097

営業外収益   

受取利息 6,072 6,148

受取配当金 9,287 7,166

負ののれん償却額 2,608 4,055

雑収入 7,201 9,229

営業外収益合計 25,169 26,598

営業外費用   

支払利息 470 791

雑損失 593 191

営業外費用合計 1,063 982

経常利益 161,823 169,713

特別利益   

投資有価証券売却益 118 －

固定資産売却益 704 704

退職給付引当金戻入額 － 19,572

特別利益合計 823 20,276

特別損失   

固定資産廃棄損 371 309

固定資産評価損 － 920

投資有価証券評価損 － 10,798

早期割増退職金 6,007 －

合併関連費用 8,540 －

特別損失合計 14,918 12,028

税金等調整前四半期純利益 147,727 177,961

法人税等 62,853 63,266

少数株主利益 4,110 3,155

四半期純利益 80,764 111,539
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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２四半期連結累計期間 
（自 平成20年4月1日 
 至 平成20年9月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年4月1日 
 至 平成21年9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 147,727 177,961

減価償却費 36,481 34,249

のれん償却額 － 7,875

負ののれん償却額 △2,608 △4,055

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,568 191

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,304 27,850

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） △18,690 △11,732

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 △14,652 △13,314

支払利息 470 791

投資有価証券評価損益（△は益） － 10,798

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 371 309

固定資産売却損益（△は益） △704 △704

売上債権の増減額（△は増加） 21,421 △55,408

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,397 △4,415

前払費用の増減額（△は増加） △32,228 △39,845

仕入債務の増減額（△は減少） △15,124 2,472

未払費用の増減額（△は減少） △80,069 16,984

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,433 29,828

その他 31,745 △5,913

小計 46,857 155,273

利息及び配当金の受取額 16,024 11,369

利息の支払額 △470 △791

法人税等の支払額 △104,090 △47,170

営業活動によるキャッシュ・フロー △41,677 118,681
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年4月1日 
 至 平成20年9月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年4月1日 
 至 平成21年9月30日） 

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 △73,041 △933,078

定期預金の払戻による収入 93,005 673,041

有価証券の取得による支出 △29,315 －

有価証券の売却による収入 28,617 24,492

投資有価証券の取得による支出 △10,130 △205,383

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 △15,027 △29,969

有形固定資産の売却による収入 945 1,448

長期貸付けによる支出 △2,834 △1,000

長期貸付金の回収による収入 3,926 2,249

事業譲受による支出 － △24,961

その他 △7,895 △14,701

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,401 △507,862

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 △9,811 △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 △2,000 △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 △77,980 △65,614

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △131,060 △454,794

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 1,697,345 1,672,544
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当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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、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

2,815,476 1,474,044 248,026 274,461 4,812,008 ― 4,812,008

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高

27,993 ― ― 1,282 29,276 (29,276) ―

計 2,843,470 1,474,044 248,026 275,744 4,841,284 (29,276) 4,812,008

営業利益 193,622 102,204 17,813 27,658 341,298 (203,581) 137,716

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

3,527,429 1,405,034 300,055 5,232,518 ― 5,232,518

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 3,527,429 1,405,034 300,055 5,232,518 ― 5,232,518

営業利益 194,095 124,239 13,844 332,179 (188,082) 144,097
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前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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

2,815,476 1,474,044 522,487 4,812,008 ― 4,812,008

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高

27,993 ― 1,282 29,276 (29,276) ―

計 2,843,470 1,474,044 523,770 4,841,284 (29,276) 4,812,008

営業利益 193,622 102,204 45,471 341,298 (203,581) 137,716

(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

― 11 ―

㈱白青舎（９７３６） 平成22年３月期第２四半期決算短信




