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

22年3月期第3四半期 7,869 9.2 283 0.6 316 △0.1 195 4.1
21年3月期第3四半期 7,208 ― 282 ― 316 ― 187 ―

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3四半期 24.54 ―
21年3月期第3四半期 23.26 ―

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3四半期 7,261 5,542 72.8 663.83
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3四半期  5,287百万円 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 
(1)平成21年５月14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)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４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3四半期 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3四半期 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3四半期 7,965,377株 21年3月期第3四半期 8,075,606株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出や生産の一部増加によって景気は若干持ち直し

が見られたものの、企業収益の落ち込みや依然として続いている雇用・所得環境の不安を背景とした個人

消費の低迷により先行き不透明な状況が続いております。 

ビルメンテナンス・警備業界におきましても長引く不況や空室率の増加等によって発注先の経費削減要

請が続いており、非常に厳しい経営環境に置かれております。 

こうした中で、当社グループで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、売上高拡大の実現という「業容拡大への挑戦」と契約額減額や解約に対

する「縮小への防御」を基本テーマとして積極的に営業活動を展開いたしました。また多様化するお客様

のニーズに最大限お応えすべく、業務品質の向上とローコスト運営に努めてまいりました。 

前第４四半期連結会計期間から受注した神奈川県内の大型商業施設のほか、本年４月から連結子会社が

会社分割により承継した上野・銀座・名古屋・静岡などの大型商業施設の業務受注によって業容の拡大を

図ることができました。更に新規受注物件の獲得に意欲的に取組んだ結果、大阪・心斎橋における大型商

業施設の受注を獲得いたしました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は78億６千９百万円（前年同四半期比９．

２％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最大限追求し、後方部門の費用削減

を図るとともに、効率的な人員配置や外注作業の入札実施などによって原価削減を図ってまいりました。

しかし、新規受注物件に係る受注単価の下落や初期費用の発生もあり、営業利益は２億８千３百万円（同

０．６％増）、経常利益は３億１千６百万円（同０．１％減）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から四半期純利益は１億９千５百万円

（前年同四半期比４．１％増）を得ることができました。 

  

当第３四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３億６千万円増加して、72億６千

１百万円となりました。このうち、流動資産は前連結会計年度末に比べ１億７千２百万円減少して、42

億４千５百万円となりました。これは主として、受取手形及び売掛金が１億４千８百万円、仮払金が７

千５百万円増加した一方で、現金及び預金が２億６千７百万円、有価証券が１億３千８百万円減少した

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５億３千３百万円増加して、30

億１千６百万円となりました。これは主として、投資有価証券が３億６百万円、長期預金が２億円、の

れんが６千６百万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１億６千５百万円増加して、17億１千９百万円となりました。このう

ち、流動負債は前連結会計年度末に比べ１億４千万円増加して10億４千万円となりました。これは主と

して、未払金が７千７百万円、未払費用が５千４百万円、未払法人税等が７千３百万円、未払消費税等

が３千１百万円増加した一方で、賞与引当金が８千７百万円減少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２千５百万円増加して、６億７千８百万円となりました。これ

は主として、リース債務が１千７百万円、退職給付引当金が１千４百万円増加した一方で、預り保証金

が１千万円減少したことによるものであります。 

・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

(1)資産、負債及び純資産の状況
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純資産は、前連結会計年度末に比べ１億９千５百万円増加して55億４千２百万円となりました。これ

は主として、利益剰余金が１億２千９百万円、その他有価証券評価差額金が６千９百万円増加したこと

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、１億２千７百万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３億２千６百万円、未払費用５千４百万円、減価償却費５千万円による増加と、売

上債権の増加１億４千８百万円、賞与引当金１億７百万円、法人税等の支払額５千２百万円による減少

であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、４億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・償還の差額(純額)１億９百万円による減少であ

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３四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３億

２千７百万円減少し、17億８千９百万円となりました。 
  

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。 
  
  

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

(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

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
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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。 
  

(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３四半期連結会計期間末 
（平成21年12月31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 2,933,982 3,201,457 
受取手形及び売掛金 1,002,316 853,988 
有価証券 18,932 157,809 
商品及び製品 18,606 13,732 
原材料及び貯蔵品 27,663 20,520 
その他 246,408 172,222 
貸倒引当金 △2,655 △1,932 
流動資産合計 4,245,253 4,417,798 

固定資産   
有形固定資産 1,238,983 1,244,535 
無形固定資産   
のれん 66,937 － 
その他 28,190 26,523 
無形固定資産合計 95,128 26,523 

投資その他の資産   
投資有価証券 852,807 546,537 
その他 838,000 674,228 
貸倒引当金 △8,177 △8,537 
投資その他の資産合計 1,682,631 1,212,228 

固定資産合計 3,016,743 2,483,287 

資産合計 7,261,996 6,901,086 

負債の部   
流動負債   
買掛金 217,052 235,339 
短期借入金 50,000 50,000 
未払法人税等 156,986 83,147 
賞与引当金 61,666 149,254 
その他 554,393 381,982 
流動負債合計 1,040,099 899,723 

固定負債   
退職給付引当金 546,873 531,928 
負ののれん 33,096 29,350 
その他 98,934 92,121 
固定負債合計 678,904 653,400 

負債合計 1,719,003 1,553,124 
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成21年12月31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 4,623,947 4,493,993 
自己株式 △301,388 △301,055 
株主資本合計 5,158,196 5,028,574 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 129,231 59,425 
評価・換算差額等合計 129,231 59,425 

少数株主持分 255,564 259,960 
純資産合計 5,542,992 5,347,961 

負債純資産合計 7,261,996 6,901,086 
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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）

前第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） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日） 

売上高 7,208,450 7,869,259 
売上原価 6,268,160 6,938,932 
売上総利益 940,290 930,326 

販売費及び一般管理費   
給料及び手当 188,525 160,941 
賞与引当金繰入額 5,393 5,690 
のれん償却額 － 11,812 
その他 464,153 468,043 
販売費及び一般管理費合計 658,073 646,487 

営業利益 282,217 283,839 

営業外収益   
受取利息 9,092 8,788 
受取配当金 13,081 7,699 
負ののれん償却額 4,384 6,334 
雑収入 9,855 11,339 
営業外収益合計 36,413 34,161 

営業外費用   
支払利息 706 1,231 
雑損失 1,047 287 
営業外費用合計 1,753 1,519 

経常利益 316,877 316,481 

特別利益   
投資有価証券売却益 118 － 
固定資産売却益 33,416 2,835 
退職給付引当金戻入額 － 19,572 

特別利益合計 33,535 22,407 

特別損失   
固定資産廃棄損 570 583 
固定資産評価損 － 920 
投資有価証券評価損 2,265 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 17,383 12,302 

税金等調整前四半期純利益 333,029 326,586 

法人税等 139,065 123,911 
少数株主利益 6,159 7,233 
四半期純利益 187,804 195,441 
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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） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年4月1日 

 至 平成21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 333,029 326,586 
減価償却費 55,652 50,131 
のれん償却額 － 11,812 
負ののれん償却額 △4,384 △6,334 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,568 362 
賞与引当金の増減額（△は減少） △108,607 △107,847 
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） △26,210 △20,917 
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 △16,487 
支払利息 706 1,231 
投資有価証券評価損益（△は益） 2,265 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 570 583 
固定資産売却損益（△は益） △33,416 △2,835 
売上債権の増減額（△は増加） △55,144 △148,327 
たな卸資産の増減額（△は増加） △1,071 △12,015 
前払費用の増減額（△は増加） 15,598 15,064 
仕入債務の増減額（△は減少） △9,732 △18,286 
未払費用の増減額（△は減少） △69,203 54,850 
未払消費税等の増減額（△は減少） △2,952 31,749 
その他 82,456 12,520 
小計 119,963 163,989 

利息及び配当金の受取額 21,689 17,838 
利息の支払額 △678 △1,229 
法人税等の支払額 △178,675 △52,753 
営業活動によるキャッシュ・フロー △37,701 127,844 
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（単位：千円）

前第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） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年4月1日 

 至 平成21年12月31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 △853,041 △1,363,078 
定期預金の払戻による収入 769,005 1,103,041 
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 38,876 
投資有価証券の取得による支出 △14,192 △209,195 
投資有価証券の売却による収入 348 － 
投資有価証券の償還による収入 － 100,000 
有形固定資産の取得による支出 △17,630 △33,963 
有形固定資産の売却による収入 71,593 5,008 
長期貸付けによる支出 △5,721 △1,377 
長期貸付金の回収による収入 6,112 3,116 
事業譲受による支出 － △24,961 
その他 △4,381 △17,962 
投資活動によるキャッシュ・フロー △48,955 △400,495 

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 △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 △107,117 △65,614 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △193,774 △338,265 

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 1,634,630 1,789,073 

㈱白青舎（９７３６） 平成22年３月期 第３四半期決算短信

― 10 ―



当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

前第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・保管等 

  
当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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) 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 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

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 5,318,538 2,117,988 432,731 7,869,259 ― 7,869,259

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 5,318,538 2,117,988 432,731 7,869,259 ― 7,869,259

営業利益 282,766 161,133 29,888 473,789 (189,949) 283,839
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前第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) 
  

 
  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

当社は連結子会社である中央管財株式会社（以下、「中央管財」という。）との間で、当社を株式

交換完全親会社、中央管財を株式交換完全子会社とするための株式交換（以下、「本株式交換」とい

う。）を、平成21年11月24日開催の取締役会における決議に基づき、平成22年１月31日に実施いたし

ました。 

株式交換の概要は、以下のとおりであります。 

当社グループは、ビルメンテナンス事業及び警備事業を主要な事業目的としておりますが、その

中で中央管財は、主として官公庁等を対象として事業展開を図っている当社の主要な連結子会社で

あります。 

当社グループは、未だかつてない厳しい経営環境の下で、前連結会計年度よりスタートした「白

青舎グループ中期計画」を基軸に激変する経営環境に即応した事業運営への切り替えを強力に推し

進め、グループ経営の効率化を推進しております。 

今後、当社グループが持続的な成長を続けていくためにも、中央管財を当社の完全子会社とし、

意思決定の迅速化と機動性を高めることが重要であると判断いたしました。 

  

平成22年１月31日 

  

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 4,252,795 2,239,459 716,195 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 2,239,459 718,055 7,253,128 (44,677) 7,208,450

営業利益 289,609 136,369 59,984 485,963 (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

6. その他の情報

（重要な後発事象）

１．中央管財株式会社との株式交換

(1)株式交換の目的

(2)株式交換の日（効力発生日）
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株式交換日の前日の最終の中央管財の株主名簿に記録された株主に対し、当社普通株式258,000株

を割当て交付いたしました。 

  

中央管財の普通株式１株に対し、当社普通株式12株を割当て交付いたしました。 

なお、株式交換日の前日の最終の中央管財の株主名簿に記録された、当社が保有する中央管財の

普通株式38,500株につきましては、本株式交換による割当てを行っておりません。 

  

株式交換比率の算定につき、当社および中央管財は蓮見知孝公認会計士事務所に依頼し、その算

定結果を参考として、当事者間で協議し株式交換比率を決定いたしました。 

蓮見知孝公認会計士事務所は、当社については市場株価平均法による分析を行い、中央管財につ

いては類似会社比準方式およびディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(ＤＣＦ法)による分析

を行い、それぞれの結果を総合的に勘案して当社と中央管財の株式交換比率を算定しております。 

  

 
  

 
  

 
  

本株式交換は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成19

年11月15日公表分）に基づき、パーチェス法を適用した会計処理を実施しております。本株式交換

により負ののれんが発生し、５年間の均等償却といたしますが、金額については現時点で未定であ

ります。 

(3)株式交換の方法

(4)株式交換比率

(5)株式交換比率の算定根拠

(6)中央管財株式会社の資産・負債の状況等（平成21年３月31日現在）

資産 金額(千円) 負債・純資産 金額(千円)

流動資産 721,869 流動負債 133,163

固定資産 259,377 固定負債 16,210

純資産 831,873

合計 981,247 合計 981,247

(7)株式交換の相手会社の名称等

名称 中央管財株式会社

代表者 取締役社長 筒井龍次

本店所在地 東京都千代田区岩本町一丁目３番９号

資本金 30百万円（平成21年３月31日現在）

事業の内容 ビルメンテナンス業、警備業

(8)株式交換完全親会社となる会社の概要

資本金 450百万円（平成21年３月31日現在）

事業の内容 ビルメンテナンス業、警備業

(9)実施した会計処理の概要
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平成22年２月８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を決議いたしました。 

決議の詳細につきましては、本日（平成22年２月８日）発表しております「自己株式の取得及び

立会外取引市場における自己株式の取得に関するお知らせ」をご参照下さい。 
  

平成22年２月８日開催の取締役会において、会社法第163条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を決議いたしました。 

決議の詳細につきましては、本日（平成22年２月８日)発表しております「自己株式の取得に係

る事項の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

２．自己株式の取得

(1)立会外取引における自己株式の取得

(2)子会社からの自己株式の取得
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