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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31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 ％

22年3月期 10,485 9.2 373 △1.5 421 0.3 237 8.0
21年3月期 9,599 △8.4 378 △12.8 420 △9.8 219 2.1

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 ％ ％ ％

22年3月期 29.65 ― 4.5 5.9 3.6
21年3月期 27.30 ― 4.3 6.0 3.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3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

22年3月期 7,353 5,432 73.9 672.86
21年3月期 6,901 5,347 73.7 638.68

（参考） 自己資本   22年3月期  5,432百万円 21年3月期  5,088百万円

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

22年3月期 367 △235 △92 2,167
21年3月期 193 202 △107 2,116

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00 63 29.3 1.3
22年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00 64 27.0 1.2
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 8.00 8.00 27.2

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

4,850 △7.3 130 △9.8 170 0.2 86 △22.9 10.75

通期 9,700 △7.5 340 △8.9 400 △5.1 235 △1.0 29.37
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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、９ページ「２．企業集団の状況」をご覧ください。 

(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、18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」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 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 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） 22年3月期 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  926,925株 21年3月期 1,033,585株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

（注）平成20年４月１日付で白青警備保障株式会社と株式会社関西白青舎を吸収合併いたしましたが、合併の会計処理について企業結合会計基準が適
用されることにより、合併効力発生日において被合併会社両社から受入れた株主資本と、合併会社である当社が所有する両社の株式（抱合せ株式）の帳
簿価額との差額10億４千９百万円が「抱合せ株式消滅差益」として特別利益に計上されました。 
なお、被合併会社の両社とも連結子会社であったため、この「抱合せ株式消滅差益」は連結決算上では計上済みであり、相殺されます。 

(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 ％

22年3月期 8,257 4.3 332 5.2 369 4.6 217 △82.5
21年3月期 7,917 35.4 315 21.1 353 14.0 1,241 530.3

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

22年3月期 27.13 ―
21年3月期 154.22 ―

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 6,379 4,918 77.1 609.20
21年3月期 5,991 4,606 76.9 578.22

（参考） 自己資本 22年3月期  4,918百万円 21年3月期  4,606百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31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 
上記の予想数値は、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、上記予想数値と異なる可能性があります。 
なお、上記の予想に関する事項は、４ページ「１．経営成績(1)経営成績に関する分析」の次期の見通しをご参照下さい。 

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

3,800 △7.9 125 △18.7 145 △19.2 85 △24.8 10.62

通期 7,700 △6.7 300 △9.7 335 △9.4 200 △7.9 24.99
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当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益に一部改善が見られたものの、設備投資や雇用・所

得環境が低調に推移し個人消費も回復基調が見られず、景気の先行きは不透明な状況が続いてまいりま

した。 

ビルメンテナンス・警備業界におきましても、ビルの空室率の増加や発注者の経費削減要請が継続し

ており、また同業者間の競争も激化し、依然として厳しい経営環境に置かれました。 

このような事業環境のもと、当社におきまして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、予想された環境の悪化に適応するため経営改革・業

務改革を断行するとともに、業務品質の向上と営業力の強化に積極的に取組んでまいりました。 

さらに、お取引先からのコスト削減要請や競争入札実施に合わせて、前連結会計年度から取組んでい

る下請発注作業や資機材購入の競争入札の割合を漸次拡大することにより、原価削減と価格の適正化を

図ったほか、各種業務マニュアルの整備・改訂を行い、ムリ・ムダ・ムラのない業務品質の向上と維持

に努めました。 

また、白青舎グループの意思決定の迅速化と機動性を高めることを目的として、官公庁等を事業基盤

としている子会社の中央管財株式会社の株式を株式交換によりすべて取得し、完全子会社といたしまし

た。 

これらの結果、当連結会計年度の売上高は１０４億８千５百万円、営業利益は３億７千３百万円、経

常利益は４億２千１百万円、当期純利益は２億３千７百万円となりました。 

当事業では、受注ビルの清掃管理（日常清掃、床面・窓ガラス等の定期清掃、外壁・照明器具等の特

別清掃）、衛生管理（空気環境測定、飲料水水質検査、各種貯水槽のメンテナンス、害虫・ねずみ・昆

虫の防除、廃棄物処理）、設備管理（各種設備の運転管理・制御、受変電設備・消防設備・ボイラー・

冷凍機・空調機・エレベータ等の保守整備及び法定点検）及びその他の業務（ホテルの客室整備、クリ

ーンルーム清掃、ハウスクリーニング、厨房・調理場等のサニテーション）等の請負を主たる事業とし

ております。 

前連結会計年度に受注した神奈川県内の大型商業施設における清掃業務・設備業務が通期に寄与した

ことを始め、オフィスビル、大学などの清掃業務を新規に受注することができました。一方では既存の

取引先において管理コスト削減のため競争入札が実施され、低価受注や失注なども発生いたしました

が、売上高は７０億９千１百万円、営業利益は４億２千７百万円となりました。 

当事業では、不特定多数の人が利用するデパートやビルにおける常駐警備、契約ビルに設置している

警備機器による機械警備のほか、駐車場警備、保安警備、工務警備等の請負を主たる事業としておりま

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①当連結会計年度の経営成績

(単位：百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度 比 較 増 減 率

売上高 9,599 10,485 886 9.2％

営業利益 378 373 △5 △ 1.5％

経常利益 420 421 1 0.3％

当期純利益 219 237 17 8.0％

（ビルメンテナンス事業）

（警備事業）
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す。 

大阪心斎橋地区における大型商業施設の警備業務の新規受注がありましたが、景気低迷による解約・

減額及び仕様変更などがありました結果、売上高は２８億４千１百万円、営業利益は２億４千６百万円

となりました。 

その他の事業として、一般貨物運送、営業倉庫等の物流業務、ビルメンテナンス関連商品の販売等

や、アウトソーシング業務をおこなっております。 

アウトソーシング業務における解約・仕様変更等がありました結果、売上高は５億５千２百万円、営

業利益は４千１百万円となりました。 

事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。なお、「総合アウトソーシング事業」は、

重要性がないため、当連結会計年度より「その他の事業」に含めております。このため「総合アウトソ

ーシング事業」及び「その他の事業」につきましては、比較並びに増減率を記載しておりません。 

 

 

今後の見通しにつきましては、企業業績の下げ止まり傾向が見られるものの、個人消費や雇用・所得

環境などにおいて先行き不透明な状況が続いており、当社を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続

くものと思われます。 

このような環境の下で、当社では新規・既存を問わず同業者間の契約争奪が熾烈化する中で、当社の

存続基盤ともいえる永年のお取引先のニーズを的確に把握し、更なる信頼関係を構築することによって

契約継続を図ります。また、提案営業の強化を図ることなどにより、新たな業務の掘り起こしと新規開

発物件の獲得を目指してまいります。他方、業務品質の維持・向上を図りながら適正な人件費・外注

費・資機材費等の原価管理を徹底するとともに後方事務部門の集中による効率化を更に推進いたしま

す。 

（その他の事業）

＜売上高＞                               (単位：百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度 比 較 増 減 率

ビルメンテナンス事業 5,725 7,091 1,365 23.9％

警備事業 2,988 2,841 △ 147 △ 4.9％

総合アウトソーシング事業 359 ― ― ―

その他の事業 525 552 ― ―

合計 9,599 10,485 886 9.2％

＜営業利益＞                              (単位：百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度 比 較 増 減 率

ビルメンテナンス事業 451 427 △23 △5.2％

警備事業 229 246 16 7.3％

総合アウトソーシング事業 13 ― ― ―

その他の事業 54 41 ― ―

消去又は全社 △369 △342 27 7.4％

合計 378 373 △5 △1.5％

②次期の見通し
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平成23年３月期の通期見通しは、次のとおりであります。 

 

 
※上記の予想数値は、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上記予想数値と
異なる可能性があります。 
  

 
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末と比べ４億５千２百万円増加して、73億５千

３百万円となりました。これは主として、投資有価証券及び長期預金の増加と、有価証券及び繰延税金

資産の減少によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末と比べ３億６千８百万円増加して、19億２千１百万円となりました。これ

は主として、負ののれん及び退職給付引当金の増加によるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末と比べ８千４百万円増加して54億３千２百万円となりました。これは主

として、当期純利益の計上及びその他有価証券評価差額金の増加と、少数株主持分の減少によるもので

あります。 

 その結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.2％増加し73.9％となりました。 

(連結)                                   (単位：百万円)

当連結会計年度 次期予想 比 較 増 減 率

連結売上高 10,485 9,700 △785 △7.5％

連結営業利益 373 340 △33 △8.9％

連結経常利益 421 400 △21 △5.1％

連結当期純利益 237 235 △2 △1.0％

(個別)                                  (単位：百万円)

当事業年度 次期予想 比 較 増 減 率

売上高 8,257 7,700 △557 △6.7％

営業利益 332 300 △32 △9.7％

経常利益 369 335 △34 △9.4％

当期純利益 217 200 △17 △7.9％

(2) 財政状態に関する分析

①財政状態の分析

(資産、負債及び純資産の状況)                       (単位：百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度 比 較

総資産 6,901 7,353 452

負債合計 1,553 1,921 368

純資産 5,347 5,432 84

自己資本比率 73.7％ 73.9％ 0.2％

１株当たり純資産 638円68銭 672円86銭 34円18銭
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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

５千１百万円増加し、21億６千７百万円となりました。 

当連結会計年度における営業活動により、資金は３億６千７百万円増加いたしました。主な内訳は、

税金等調整前当期純利益４億２千４百万円、減価償却費６千６百万円による増加と、売上債権の増加４

千９百万円、法人税等の支払額１億１千７百万円による減少であります。 

当連結会計年度における投資活動により、資金は２億３千５百万円減少いたしました。主な内訳は、

投資有価証券の償還による収入１億円、保険積立金の解約による収入７千６百万円による増加と、定期

預金の預入・払戻の差額(純額)１億８千万円、投資有価証券の取得による支出２億１千３百万円による

減少であります。 

当連結会計年度における財務活動により、資金は９千２百万円減少いたしました。主な内訳は、配当

金の支払額６千３百万円、自己株式の取得による支出２千５百万円の減少であります。 

  

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは、以下のとおりであります。 

 
自己資本比率：自己資本／総資産 
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／キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：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。 
２．株式時価総額は、期末株価終値×発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しております。 
３．キャッシュ・フローは、連結営業キャッシュ・フローの営業活動によるキャッシュ・フローを利用しており
ます。 

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すべての負債を対象として
おります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

②キャッシュ・フローの分析

                                    (単位：百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度 比 較

営業活動によるキャッシュ・フロー 193 367 174

投資活動によるキャッシュ・フロー 202 △235 △437

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 107 △92 15

現金及び現金同等物の増加額 288 40 △247

現金及び現金同等物の期末残高 2,116 2,167 51

(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)

(キャッシュ・フロー関連の指標)

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率(％) 69.7 72.1 72.1 73.7 73.9

時価ベースの自己資本比率
(％) 60.2 54.3 34.6 27.6 29.8

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率(年) 0.16 0.23 0.5 0.26 0.20

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ(倍) 467.2 271.6 403.3 186.2 221.5

㈱白青舎（９７３６） 平成22年３月期 決算短信

- 6 -



当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要政策と認識し、収益に応じた配当を行

うと共に、長期的に安定した配当を維持することを基本方針としています。 

 内部留保につきましては、グループ企業体質強化のために活用し、事業の拡大強化に努めてまいる所

存であります。 

 上記の方針に基づき、当期の年間配当金は１株当たり８円とする案を定時株主総会に付議いたしま

す。また、次期の配当につきましては、当期と同様に、期末に１株当たり８円を予定しております。 

  

事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事

項には、以下のものがあります。 

 当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避とその対応に即応でき

る体制を構築するよう努めております。 

 なお、記載事項のうち将来に関する事項につきましては、当連結会計年度末現在において当社グルー

プが判断したものであります。 

当社の当連結会計年度における株式会社大丸松坂屋百貨店に対する売上実績は17億９千７百万円で全

売上高の17.1％を占めております。 

当社は、昭和29年に株式会社大丸（現株式会社大丸松坂屋百貨店）が東京駅ビルに出店する際に、店

内の清掃業務のアウトソーシング受注を目的として設立されました。この設立の経緯もあり、現在当社

は、株式会社大丸松坂屋百貨店の関連会社（議決権比率25.5％）となっております。 

同社との取引関係において、一挙に解約という事態は容易に想定しがたいものと認識しております

が、既契約業務における競争入札の全面的実施に伴い、入札失注等により当該顧客との契約が解消され

た場合には、当社の業績及び財務状況に大きな影響を及ぼすリスクがあります。 

イ．当社グループのうち、当社及び連結子会社の中央管財株式会社につきましては、「警備業法」

（昭和47年法律第117号）及び関係法令の規制を受けております。 

この法律は警備業について必要な規制を定め、警備業務の適正な実施を図ることを目的としてお

り、警備業務を営むためには本社所在地を管轄する公安委員会から同法に基づく「認定」を受ける

必要があり、両社ともに東京都公安委員会から認定を受けて６都道府県において警備業を営んでお

ります。 

同法及び関係法令に違反した場合は、その都道府県における警備業の一時営業停止もしくは認定

取消を含む行政処分がなされることがあります。 

ロ．当社は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法

律」（昭和60年法律第88号）（以下「労働者派遣法」という。）の許可を受けております。 

この法律の目的は、職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業

の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図

り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することとされております。 

この法律及び関係法令に違反した場合は、許可の取消を含む行政処分がなされることがありま

す。 

ハ．当社グループでは、前記の法令違反を犯さないよう管理体制の強化と従業者教育を強化し、コン

プライアンスに努めております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

①特定の取引先への高い依存度について

②特有の法的規制について
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当社グループでは、ビルメンテナンス業務、警備業務等を通じて個人情報及びその他の情報を知り得

る場合があります。これらの取扱いにつきましては、関連法令及び各社における社内規程を遵守し、適

正な管理を行うよう努めておりますが、万一個人情報等に関する漏洩等が発生した場合、当社グループ

の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループでは、本社ビル、倉庫等の事業用資産を保有しており、これらの資産について、今後の

地価の動向及び対象不動産の活用状況によっては、資産の一部が減損の対象となることもあり、当社グ

ループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

③個人情報保護について

④減損会計の導入
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当社グループは、当社、子会社２社で構成され、ビルメンテナンス事業、警備事業及びその他の事業を

主な内容とし、各事業活動を展開しております。 

 なお、株式会社大丸松坂屋百貨店及び同社の親会社でありますＪ．フロントリテイリング株式会社が当

社のその他の関係会社であります。前連結会計年度まで当社のその他の関係会社でありました株式会社大

丸は、平成22年３月１日付で株式会社松坂屋を存続会社とする吸収合併を行い、合併の効力発生日をもっ

て存続会社の商号を株式会社大丸松坂屋百貨店と変更いたしました。 

 また、当社の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、連結財務諸表に及ぼす重要性が増加したため、当連結会計年度より連結の

範囲に含めております。 

当社グループの事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりでありま

す。 

なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。 

 
事業の系統図は次のとおりであります。 

 

（注）上記の事業の系統図の※１はその他の関係会社、※２は連結子会社であります。 

2. 企業集団の状況

ビルメンテナンス事業 ・・・当社は、主として百貨店、病院及び一般オフィスビルにおいて、清掃請
負、不動産の管理保全を行っており、連結子会社の中央管財株式会社は主
として東京都及び関東近県における官公庁において、また、連結子会社の
ハクセイサービス株式会社は主として東京都、大阪府及び東海地方の百貨
店、一般オフィスビルにおいて、同事業を行っております。

警  備  事  業 ・・・当社及び連結子会社の中央管財株式会社は警備事業を兼業しております。

そ の 他  の  事  業 ・・・当社は、関東近県において運送及び保管事業を行うとともに、ビルメンテ
ナンス関連商品等の販売、百貨店の後方部門業務等のアウトソーシングの
受注業務を行っております。

㈱白青舎（９７３６） 平成22年３月期 決算短信

- 9 -



平成20年３月期決算短信（平成20年５月15日開示）の内容から重要な変更がないため、開示を省略して

おります。なお、当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.hakuseisha.co.jp 

(大阪証券取引所ジャスダック市場ホームページ（ＪＡＳＤＡＱインターネット開示システム）） 

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

  

3. 経営方針
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４【連結財務諸表等】 
 (1)【連結貸借対照表】 

（単位：千円）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 3,201,457 3,232,652 
受取手形及び売掛金 853,988 903,723 
有価証券 157,809 4,688 
商品及び製品 13,732 14,905 
原材料及び貯蔵品 20,520 24,673 
繰延税金資産 71,391 75,136 
その他 100,831 116,651 
貸倒引当金 △1,932 △2,663 
流動資産合計 4,417,798 4,369,767 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物 ※2  963,485 ※2  965,217 

減価償却累計額 △504,255 △524,322 
建物及び構築物（純額） 459,229 440,894 

機械装置及び運搬具 ※2  279,997 ※2  279,590 

減価償却累計額 △242,238 △242,952 
機械装置及び運搬具（純額） 37,758 36,637 

工具、器具及び備品 207,531 200,985 
減価償却累計額 △170,666 △174,281 
工具、器具及び備品（純額） 36,864 26,704 

土地 ※2  704,898 ※2  704,898 

リース資産 4,600 27,608 
減価償却累計額 △574 △3,890 

リース資産（純額） 4,025 23,717 

その他 1,759 9,326 
有形固定資産合計 1,244,535 1,242,178 

のれん － 63,000 
その他 26,523 25,205 

無形固定資産合計 26,523 88,205 

投資その他の資産   
投資有価証券 ※1  546,537 955,376 
長期貸付金 6,734 5,061 
繰延税金資産 205,416 86,950 
長期預金 200,000 400,000 
その他 262,077 214,060 
貸倒引当金 △8,537 △8,057 
投資その他の資産合計 1,212,228 1,653,392 

固定資産合計 2,483,287 2,983,776 

資産合計 6,901,086 7,353,544 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

負債の部   
流動負債   
買掛金 235,339 263,289 
短期借入金 ※2  50,000 ※2  50,000 

リース債務 517 3,752 
未払費用 303,814 326,631 
未払法人税等 83,147 121,657 
未払消費税等 30,608 62,978 
賞与引当金 149,254 168,595 
その他 47,041 39,542 
流動負債合計 899,723 1,036,448 

固定負債   
リース債務 3,585 20,437 
退職給付引当金 531,928 579,886 
負ののれん 29,350 207,150 
その他 88,536 77,545 
固定負債合計 653,400 885,019 

負債合計 1,553,124 1,921,468 

純資産の部   
株主資本   
資本金 450,000 450,000 
資本剰余金 385,637 395,509 
利益剰余金 4,493,993 4,665,775 
自己株式 △301,055 △267,380 
株主資本合計 5,028,574 5,243,904 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 59,425 188,171 

評価・換算差額等合計 59,425 188,171 

少数株主持分 259,960 － 
純資産合計 5,347,961 5,432,075 

負債純資産合計 6,901,086 7,353,544 

㈱白青舎（９７３６） 平成22年３月期 決算短信

- 12 -



 (2)【連結損益計算書】 
（単位：千円）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日） 

売上高 9,599,087 10,485,200 
売上原価 8,352,990 9,261,905 
売上総利益 1,246,097 1,223,294 

販売費及び一般管理費   
役員報酬 101,027 105,956 
給料及び手当 312,051 296,083 
賞与引当金繰入額 33,463 39,741 
退職給付費用 10,708 12,257 
役員退職慰労引当金繰入額 1,100 － 
福利厚生費 79,452 81,215 
減価償却費 27,448 20,274 
租税公課 43,294 48,932 
のれん償却額 － 15,750 
その他 258,854 229,909 
販売費及び一般管理費合計 867,402 850,119 

営業利益 378,695 373,175 

営業外収益   
受取利息 12,760 11,422 
受取配当金 13,299 7,917 
負ののれん償却額 6,159 17,894 
雑収入 11,503 13,887 
営業外収益合計 43,722 51,122 

営業外費用   
支払利息 1,089 1,660 
自己株式取得費用 581 614 
雑損失 465 633 
営業外費用合計 2,136 2,908 

経常利益 420,280 421,389 

特別利益   
固定資産売却益 ※2  34,148 ※2  2,835 

投資有価証券売却益 118 416 
保険差益 5,173 12,570 
特別利益合計 39,440 15,822 

特別損失   
固定資産売却損 ※3  269 － 
固定資産廃棄損 ※1  1,309 ※1  1,095 

固定資産評価損 － 920 
投資有価証券評価損 23,181 10,798 
早期割増退職金 6,007 － 
合併関連費用 8,540 － 
事務所移転費用 3,489 － 
事業買収関連費用 7,198 － 
特別損失合計 49,996 12,814 

税金等調整前当期純利益 409,724 424,396 

法人税、住民税及び事業税 142,223 153,544 
法人税等調整額 36,487 26,349 
法人税等合計 178,710 179,893 

少数株主利益 11,238 7,233 

当期純利益 219,775 237,269 
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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20年４月１日 
  至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日） 

株主資本   
資本金   
前期末残高 450,000 450,000 
当期末残高 450,000 450,000 

資本剰余金   
前期末残高 385,637 385,637 
当期変動額   
株式交換による増加 － 14,000 
自己株式の処分 － △4,128 
当期変動額合計 － 9,872 

当期末残高 385,637 395,509 

利益剰余金   
前期末残高 4,339,097 4,493,993 
当期変動額   
剰余金の配当 △64,879 △63,731 
当期純利益 219,775 237,269 
子会社の新規連結に伴う利益剰余金の減少 － △1,755 
当期変動額合計 154,896 171,782 

当期末残高 4,493,993 4,665,775 

自己株式   
前期末残高 △261,878 △301,055 
当期変動額   
自己株式の取得 △39,176 △41,402 
自己株式の処分 － 75,078 
当期変動額合計 △39,176 33,675 

当期末残高 △301,055 △267,380 

株主資本合計   
前期末残高 4,912,855 5,028,574 
当期変動額   
剰余金の配当 △64,879 △63,731 
当期純利益 219,775 237,269 
株式交換による増加 － 14,000 
自己株式の取得 △39,176 △41,402 
自己株式の処分 － 70,950 
子会社の新規連結に伴う利益剰余金の減少 － △1,755 
当期変動額合計 115,719 215,329 

当期末残高 5,028,574 5,243,904 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日） 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金   
前期末残高 232,417 59,425 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △172,991 128,745 
当期変動額合計 △172,991 128,745 

当期末残高 59,425 188,171 

評価・換算差額等合計   
前期末残高 232,417 59,425 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △172,991 128,745 

当期変動額合計 △172,991 128,745 

当期末残高 59,425 188,171 

少数株主持分   
前期末残高 287,523 259,960 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △27,563 △259,960 

当期変動額合計 △27,563 △259,960 

当期末残高 259,960 － 

純資産合計   
前期末残高 5,432,797 5,347,961 
当期変動額   
剰余金の配当 △64,879 △63,731 
当期純利益 219,775 237,269 
株式交換による増加 － 14,000 
自己株式の取得 △39,176 △41,402 
自己株式の処分 － 70,950 
子会社の新規連結に伴う利益剰余金の減少 － △1,755 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △200,555 △131,215 
当期変動額合計 △84,835 84,114 

当期末残高 5,347,961 5,432,075 
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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20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31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 409,724 424,396 
減価償却費 75,251 66,352 
のれん償却額 － 15,750 
負ののれん償却額 △6,159 △17,894 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △654 250 
賞与引当金の増減額（△は減少） △12,318 △918 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △39,956 △24,202 
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 △26,059 △19,339 
支払利息 1,089 1,660 
投資有価証券評価損益（△は益） 23,181 10,798 
投資有価証券売却損益（△は益） △118 △416 
固定資産評価損 － 920 
固定資産廃棄損 1,309 1,095 
固定資産売却損益（△は益） △33,878 △2,835 
売上債権の増減額（△は増加） 1,596 △49,734 
たな卸資産の増減額（△は増加） 6,055 △5,324 
前払費用の増減額（△は増加） 9,764 △3,401 
仕入債務の増減額（△は減少） 46,011 27,949 
未払費用の増減額（△は減少） △79,460 22,817 
未払消費税等の増減額（△は減少） △14,218 32,369 
保険差益 △5,173 △12,570 
自己株式取得費用 581 614 
その他 26,235 △1,287 
小計 347,074 467,050 

利息及び配当金の受取額 25,099 20,020 
利息の支払額 △1,039 △1,660 
法人税等の支払額 △177,536 △117,696 
営業活動によるキャッシュ・フロー 193,596 367,714 

㈱白青舎（９７３６） 平成22年３月期 決算短信

- 16 -



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３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 △1,034,871 △1,514,912 
定期預金の払戻による収入 1,350,830 1,334,875 
有価証券の取得による支出 △57,908 － 
有価証券の売却による収入 56,507 53,120 
投資有価証券の取得による支出 △17,493 △213,015 
投資有価証券の売却による収入 348 1,067 
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 △187,572 △50,922 
有形固定資産の売却による収入 73,443 5,008 
無形固定資産の取得による支出 △590 △14,698 
保険積立金の解約による収入 27,952 76,672 
長期貸付けによる支出 △6,641 △1,377 
長期貸付金の回収による収入 7,597 4,068 
事業譲受による支出 － ※２  △9,279 

その他 △9,090 △5,618 
投資活動によるキャッシュ・フロー 202,510 △235,011 

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 △39,758 △25,517 
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 △2,000 
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 △107,927 △92,298 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 288,179 40,405 

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期末残高 ※１  2,116,585 ※１  2,167,744 
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該当事項はありません。 

  

  

 

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 １ 連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社の数 １社
主要な連結子会社の名称
中央管財株式会社
前連結会計年度まで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したため、連結の範囲
から除いております。

(1)連結子会社の数  ２社
主要な連結子会社の名称
中央管財株式会社
ハクセイサービス株式会社
前連結会計年度まで非連結子会社であったハクセ
イサービス株式会社は、連結財務諸表に及ぼす重要
性が増加したため、当連結会計年度より連結の範囲
に含めております。
（会計方針の変更）
当連結会計年度より「連結財務諸表における子
会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指
針」（企業会計基準適用指針第22号 平成20年５
月13日）を適用しております。
なお、この変更による損益に与える影響はあり
ません。

(2)主要な非連結子会社名
ハクセイサービス株式会社
白青舎エンジニアリング株式会社は、平成21年１

月26日付でハクセイサービス株式会社に商号変更し
ております。
連結の範囲から除いた理由 
非連結子会社(１社)の総資産、売上高、当期純損益
(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)
等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼし
ていないためであります。

(2)主要な非連結子会社名
該当事項はありません。

２ 持分法の適用に関する事項 ２ 持分法の適用に関する事項
(1)持分法を適用した非連結子会社数

該当事項はありません。
(1)持分法を適用した非連結子会社数

同左
(2)持分法を適用した関連会社数

該当事項はありません。
(2)持分法を適用した関連会社数

同左
(3)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の
名称
ハクセイサービス株式会社
持分法を適用しない理由 
非連結子会社(１社)については、当期純損益及び
利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全
体としても重要性がないため、持分法の適用から
除外しております。

(3)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の
名称
該当事項はありません。

(4)他の会社等の議決権の20％以上、50％以下を自己
の計算において所有しているにもかかわらず関連
会社としなかった当該他の会社の名称
該当事項はありません。

(4)他の会社等の議決権の20％以上、50％以下を自己
の計算において所有しているにもかかわらず関連
会社としなかった当該他の会社の名称
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。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項
同左
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前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事項 ４ 会計処理基準に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)

その他有価証券
時価のあるもの
決算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）

①有価証券
満期保有目的の債券
同左

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

時価のないもの
同左

②たな卸資産
最終仕入原価法（収益性の低下による簿価切り
下げの方法）によっております。

②たな卸資産
同左

(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）を適用しております。
なお、損益に与える影響はありません。

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 (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（リース資産を除く） ①有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。 
なお、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附
属設備を除く）については、定額法を採用してお
ります。 
また、主な耐用年数は建物及び構築物が５～50
年、機械装置及び運搬具並びに工具、器具及び備
品が２～10年であります。

同左

②少額減価償却資産
取得価格が10万円以上20万円未満の資産につい
ては、３年均等償却をしております。

②少額減価償却資産
同左

③無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。 
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社
内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を
採用しております。

③無形固定資産（リース資産を除く）
同左
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前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

④リース資産
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
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとす
る定額法によっております。

④リース資産
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
同左

（会計方針の変更） 
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））を適用してお
り、通常の売買取引にかかる方法に準じた会計
処理によっております。 
これにより売上総利益及び営業利益は、それぞ
れ177千円増加しておりますが、経常利益、税金
等調整前当期純利益及び当期純利益への影響は
ありません。 
なお、セグメントに与える影響は、当該箇所に
記載しております。

(3)重要な引当金の計上基準 (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、回収不
能見込額を計上しております。
ａ 一般債権

貸倒実績率法によっております。
ｂ 貸倒懸念債権及び破産更生債権

財務内容評価法によっております。

①貸倒引当金
同左 
 

②賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた
め、賞与支給見込額及び当該支給見込額に対応す
る社会保険料会社負担見込額に基づき当連結会計
年度に見合う分を計上しております。

②賞与引当金
同左

③退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度
末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
基づき、発生していると認められる額を計上して
おります。 
なお、数理計算上の差異については、発生時に全
額費用処理しております。

③退職給付引当金
同左 
  
 
  
 
 

（会計方針の変更）
当連結会計年度より、「退職給付に係る会計基
準」の一部改正（その３）（企業会計基準第19号 
平成20年７月31日）を適用しております。
なお、本会計基準の適用に伴う損益に与える影
響はありません。
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前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

④役員退職引当金
―――――

④役員退職引当金
―――――

（追加情報） 
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。

(4)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 
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によ
っております。

(4)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方法は、部分時価
評価法によっております。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
同左

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項
のれんは、５年間で均等償却しております。

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項
のれん及び負ののれんは、５年間で均等償却してお
ります。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金
及び現金同等物)は、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
ヶ月以内に償還期間の到来する短期投資からなって
おります。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
同左

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（連結貸借対照表）
財務諸表等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）が適用になることに伴い、
前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記さ
れたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「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」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ17,350千円、
22,957千円であります。

―――――

(7)【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20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

（連結の範囲の変更） （連結の範囲の変更）
連結子会社であった白青警備保障株式会社及び株式会

社関西白青舎を、平成20年４月１日付で吸収合併いたし
ましたので、連結子会社は１社となりました。

非連結子会社であっ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、連結財務諸表に及ぼす重要性が増加したた
め、当連結会計年度より連結の範囲に含めており、連結
子会社は２社となりました。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)
前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

 

※１ 非連結子会社に係る注記
各科目に含まれている非連結子会社に対するも
のは次のとおりであります。

投資有価証券(株式)    10,000千円
※２ 有形固定資産のうち借入金の担保に供されている

のは下記のとおりであります。

科目 金額(千円)

借入金
短期借入金 50,000

計 50,000

担保物件

建物 91,343

機械装置 1,167

土地 92,117

計 184,628
 

 
 

※２ 有形固定資産のうち借入金の担保に供されている
のは下記のとおりであります。

科目 金額(千円)

借入金
短期借入金 50,000

計 50,000

担保物件

建物 83,909

機械装置 778

土地 92,117

計 176,805

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

 

 

 

※１ 固定資産廃棄損の内容は、次のとおりであります。
建物及び構築物 41千円
機械装置及び運搬具 609千円
工具、器具及び備品 657千円
計 1,309千円

※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
機械装置及び運搬具 1,436千円
土地 32,711千円
計 34,148千円

※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
機械装置及び運搬具 269千円

 

 

 

※１ 固定資産廃棄損の内容は、次のとおりであります。
建物及び構築物 12千円
機械装置及び運搬具 588千円
工具、器具及び備品 494千円
計 1,095千円

※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
機械装置及び運搬具 95千円
工具、器具及び備品 2,739千円
計 2,835千円
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 
１ 発行済株式に関する事項 

 
  
２ 自己株式に関する事項 

 
(変動事由の概要) 
増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加        1,560株 

取締役会決議による自己株式の取得による増加 142,000株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(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)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 9,000,000 ─ ─ 9,000,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 890,025 143,560 ─ 1,033,585

決議 株式の種類 配当金の総額 
(千円)

１株当たり配当額 
(円) 基準日 効力発生日

平成20年6月26日 
定時株主総会 普通株式 64,879 8.00 平成20年３月31日 平成20年６月27日

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の 
総額(千円)

１株当たり 
配当額(円) 基準日 効力発生日

平成21年６月25日 
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 63,731 8.00 平成21年３月31日 平成21年６月26日

㈱白青舎（９７３６） 平成22年３月期 決算短信

- 23 -



当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 
１ 発行済株式に関する事項 

 
  
２ 自己株式に関する事項 

 
(変動事由の概要) 
増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加        1,340株 

取締役会決議による自己株式の取得による増加 150,000株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

株式交換による自己株式の処分による減少   258,000株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(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 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 9,000,000 ─ ─ 9,000,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 1,033,585 151,340 258,000 926,925

決議 株式の種類 配当金の総額 
(千円)

１株当たり配当額 
(円) 基準日 効力発生日

平成21年6月25日 
定時株主総会 普通株式 63,731 8.00 平成21年３月31日 平成21年６月26日

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の 
総額(千円)

１株当たり 
配当額(円) 基準日 効力発生日

平成22年６月28日 
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 64,584 8.00 平成22年３月31日 平成22年６月29日
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(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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31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
現金及び預金 3,201,457千円
預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

△1,084,871千円

現金及び現金同等物 2,116,585千円

 

※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
現金及び預金 3,232,652千円
有価証券 4,688 〃

計 3,237,341千円
預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

 △1,064,908 〃 

MMF及びCP以外の有価証券 △4,688 〃
現金及び現金同等物 2,167,744千円

 

※２会社分割(吸収分割)により増加した資産及び負債の
主な内訳
当社の連結子会社であるハクセイサービス株式会
社において松坂サービス株式会社からの会社分割
(吸収分割)により増加した資産及び負債の内訳は次
のとおりであります。
流動資産 11,505千円
固定資産 11,443 〃
のれん 78,750 〃
資産合計 101,699千円
流動負債 △20,259 〃
固定負債 △72,160 〃
負債合計 △92,419 〃
事業譲受による支出 △9,279千円

 ３重要な非資金取引の内容
当連結会計年度中に、中央管財株式会社を完全子
会社とする株式交換を行ったことから、資本剰余金
が9,872千円増加しております。
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(注) １ 事業区分は、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 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は378,772千円であり、その主なもの

は、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は100,212千円であり、その主なものは、余資運用資

金(現預金)及び管理部門に係る資産等であります 

５ 会計処理の方法の変更 

(棚卸資産の評価に関する会計基準の適用) 

当連結会計年度から、「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）を適用しております。この変更に伴う営業費用への影響はありません。 

(リース取引に関する会計基準の適用) 

当連結会計年度から、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 平成19年３月30日）を適

用しております。 

この結果、従来の方法によった場合と比べて、当連結会計年度の警備事業の営業費用は177千円減少し、

営業利益は177千円増加しております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報
 

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

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)

Ⅰ 売上高及び営業利益

売上高

(1) 外部顧客に 
対する売上高 5,725,186 2,988,868 359,655 525,377 9,599,087 ― 9,599,087

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 57,886 ─ ― 2,406 60,292 (60,292) ―

計 5,783,072 2,988,868 359,655 527,783 9,659,379 (60,292) 9,599,087

営業費用 5,332,021 2,759,252 346,621 473,617 8,911,512 308,879 9,220,392

営業利益 451,051 229,615 13,033 54,166 747,867 (369,172) 378,695

Ⅱ 資産、減価償却費 
及び資本的支出

資産 4,015,484 2,189,483 294,565 373,027 6,872,561 28,524 6,901,086

減価償却費 25,292 13,763 1,686 2,616 43,359 31,892 75,251

資本的支出 8,991 15,049 ― 163,159 187,201 961 188,162
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(注) １ 事業区分は、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 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は342,010千円であり、その主なもの

は、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は563,129千円であり、その主なものは、余資運用資

金(現預金)及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 会計方針の変更 

（「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）の適用） 

当連結会計年度より、「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）（企業会計基準第19号 平成20

年７月31日）を適用しております。なお、本会計基準の適用に伴う営業費用及び営業利益への影響はありま

せん。 

６ 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、当連結会計年度より

「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。 
 

 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３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)

Ⅰ 売上高及び営業利益

売上高

(1) 外部顧客に 
対する売上高 7,091,171 2,841,375 552,652 10,485,200 ― 10,485,200

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 ― ― ― ― ― ―

計 7,091,171 2,841,375 552,652 10,485,200 ― 10,485,200

営業費用 6,663,714 2,594,977 511,322 9,770,014 342,010 10,112,024

営業利益 427,456 246,398 41,330 715,185 (342,010) 373,175

Ⅱ 資産、減価償却費 
及び資本的支出

資産 4,192,069 1,769,630 828,714 6,790,414 563,129 7,353,544

減価償却費 14,952 14,637 20,927 50,517 15,835 66,352

資本的支出 7,137 25,308 11,418 43,865 21,755 65,620
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前連結会計年度及び当連結会計年度については、在外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。 

前連結会計年度及び当連結会計年度については、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20年４月１日 
 至 平成21年３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)

Ⅰ 売上高及び営業利益

売上高

(1) 外部顧客に 
対する売上高 5,725,186 2,988,868 885,032 9,599,087 ― 9,599,087

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 57,886 ─ 2,406 60,292 (60,292) ―

計 5,783,072 2,988,868 887,438 9,659,379 (60,292) 9,599,087

営業費用 5,332,021 2,759,252 820,239 8,911,512 308,879 9,220,392

営業利益 451,051 229,615 67,199 747,867 (369,172) 378,695

Ⅱ 資産、減価償却費 
及び資本的支出

資産 4,015,484 2,189,483 667,592 6,872,561 28,524 6,901,086

減価償却費 25,292 13,763 4,303 43,359 31,892 75,251

資本的支出 8,991 15,049 163,159 187,201 961 188,162

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(リース取引関係)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

 

 

 

ファイナンスリース取引（借主側）
所有権移転外ファイナンスリース
①リース資産の内容
有形固定資産
主として、警備事業における警備機械(機械装置
及び運搬具)及びビルメンテナンス事業における
洗浄用機械(工具、器具及び備品)であります。

②リース資産の減価償却方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
「４．会計処理基準に関する事項」 (2)重要な減
価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであ
ります。
なお、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

科目
機械装置 
及び運搬具 
(千円)

工具、器具 
及び備品 
(千円)

合計 
(千円)

取得価額 
相当額 594,944 80,036 674,981

減価償却 
累計額相当額 344,488 53,528 398,017

期末残高 
相当額 250,456 26,507 276,963

２ 未経過リース料期末残高相当額
１年以内 80,176千円
１年超 208,916千円
合計 289,093千円

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 101,847千円
減価償却費相当額 90,563千円
支払利息相当額 11,431千円

４ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法
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、残存価額をゼロ
とする定額法によっております。
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
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。

 

 

 

ファイナンスリース取引（借主側）
所有権移転外ファイナンスリース
①リース資産の内容
有形固定資産
同左 
  
 

②リース資産の減価償却方法
同左 
  
 
 

なお、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

科目
機械装置 
及び運搬具 
(千円)

工具、器具 
及び備品 
(千円)

合計 
(千円)

取得価額 
相当額 589,944 70,423 660,368

減価償却 
累計額相当額 405,350 58,772 464,122

期末残高 
相当額 184,594 11,651 196,246

２ 未経過リース料期末残高相当額
１年以内 53,460千円
１年超 153,454千円
合計 206,914千円

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 87,707千円
減価償却費相当額 78,017千円
支払利息相当額 8,426千円

４ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法
減価償却費相当額の算定方法
同左 

 

利息相当額の算定方法
同左 
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

（追加情報） 

当連結会計年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委
員会 企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会
企業会計基準適用指針第13号）を適用しております。 
  
１ 関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等 

 
(注) １ 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 
取引価格は、市場価格を参考に決定しております。 

  
(イ)連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

該当事項はありません。 
(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社

の子会社等 
該当事項はありません。 

(エ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 
該当事項はありません。 

  
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

該当事項はありません。 
  
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

該当事項はありません。 

  

(関連当事者情報)

種類

会社等 
の名称 
又は 
氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
議決権等の 
所有(被所有) 
割合(％)

関連当事者 
との関係

取引 
の内容

取引金額 
(千円)

科目
期末残高 
(千円)

その他の
関係会社

㈱大丸
大阪市 
中央区

20,283 百貨店業
(被所有) 
直接 25.8

建物の保全管理
清掃及び 
事務作業 
の請負

2,339,496 売掛金 196,996
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

１ 関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等 

 
(注) １ 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 
取引価格は、市場価格を参考に決定しております。 

  
(イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等 

該当事項はありません。 
(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社

の子会社等 
該当事項はありません。 

(エ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 
該当事項はありません。 

  
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

該当事項はありません。 
  
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

該当事項はありません。 

  

種類

会社等 
の名称 
又は 
氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
議決権等の 
所有(被所有) 
割合(％)

関連当事者 
との関係

取引 
の内容

取引金額 
(千円)

科目
期末残高 
(千円)

その他の
関係会社

㈱大丸
松坂屋
百貨店

東京都 
江東区

10,000 百貨店業
(被所有) 
直接 25.5

建物の保全管理
清掃作業 
の請負

1,743,563 売掛金 117,207
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

  

  

(税効果会計関係)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の
内訳

   (繰延税金資産)
  未払事業税 9,081千円
  賞与引当金 60,977千円
  貸倒引当金 3,932千円
  長期未払金 25,562千円
  退職給付引当金 216,494千円
  投資有価証券評価損 36,213千円
  その他 9,915千円
  繰延税金資産小計 362,177千円
  評価性引当額 △44,583千円
   繰延税金資産合計 317,594千円

   (繰延税金負債)
  その他有価証券評価差額金 △40,786千円
   繰延税金負債合計 △40,786千円
  差引：繰延税金資産の純額 276,808千円

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の
内訳

   (繰延税金資産)
  未払事業税 12,096千円
  賞与引当金 61,148千円
  貸倒引当金 500千円
  長期未払金 3,606千円
  退職給付引当金 212,502千円
  投資有価証券評価損 26,295千円
  その他 13,578千円
  繰延税金資産小計 329,727千円
  評価性引当額 △38,477千円
   繰延税金資産合計 291,250千円

   (繰延税金負債)
  その他有価証券評価差額金 △129,163千円
   繰延税金負債合計 △129,163千円
  差引：繰延税金資産の純額 162,086千円

 

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 40.7％
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.3％
受取配当金等永久に益金に算入されない
項目 △0.9％

評価性引当額 2.3％
その他 0.2％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.6％

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につい
ては、その差異が法定実効税率の100分の５以下で
あるため、記載を省略しております。

(金融商品関係)
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前連結会計年度 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成21年３月31日） 

 
  

２ その他有価証券で時価のあるもの（平成21年３月31日） 

 
(注) 当連結会計年度において、有価証券について23,181千円減損処理を行っております。表中の「取得原価」は減損

処理後の帳簿価額であります。 
なお、減損処理にあたっては、期末における株価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を
行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行って
おります。 

  

３ 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４月１日 至 平成21年３月31日） 

 
  

(有価証券関係)

区分 連結貸借対照表計上額 
(千円)

連結決算日における時価 
(千円)

差額 
(千円)

時価が連結貸借対照表計上額
を超えるもの ─ ― ―

時価が連結貸借対照表計上額
を超えないもの 100,000 98,080 △1,920

合計 100,000 98,080 △1,920

区分 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

株式 337,279 440,474 103,195

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 337,279 440,474 103,195

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

株式 33,879 30,896 △2,983

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 33,879 30,896 △2,983

合計 371,158 471,371 100,212

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

348 118 ―
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４ 時価評価されていない主な有価証券の内容（平成21年３月31日） 

 
  

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

（平成21年３月31日） 

 
  

区分 連結貸借対照表計上額(千円)

(1) その他有価証券

非上場株式 75,166

合計 75,166

区分 １年以内 
(千円)

１年超５年以内 
(千円)

５年超10年以内 
(千円)

10年超 
(千円)

満期保有目的の債券

 国債・地方債等 ― ― ― ―

 社債 ─ ─ ─ ─

 その他 57,809 ― ─ ─

小計 57,809 ― ― ―

その他有価証券

 債券 ― ― ― ―

 その他 100,000 ― ― ―

小計 157,809 ― ― ―

合計 157,809 ― ― ―
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当連結会計年度 

１ 満期保有目的の債券（平成22年３月31日） 

 
  

２ その他有価証券（平成22年３月31日） 

 
(注) 当連結会計年度において、その他有価証券の株式について10,798千円減損処理を行っております。表中の「取得

原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 
なお、減損処理にあたっては、期末における株価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を
行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められる場合を除き減損処理を行って
おります。 

  

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 
  

区分
連結決算日における 
連結貸借対照表計上額 

(千円)

連結決算日における時価 
(千円)

差額 
(千円)

時価が連結貸借対照表計上
額を超えるもの 196,300 198,530 2,230

時価が連結貸借対照表計上
額を超えないもの ― ― ―

合計 196,300 198,530 2,230

区分
連結決算日における 
連結貸借対照表計上額 

(千円)

取得原価 
(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

株式 680,334 360,058 320,276

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 680,334 360,058 320,276

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの

株式 13,575 16,522 △2,947

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 13,575 16,522 △2,947

合計 693,910 376,581 317,329

区分 売却額 
(千円)

売却益の合計額 
(千円)

売却損の合計額 
(千円)

株式 1,067 416 ―

債権 ― ― ―

その他 ― ―  ―

合計 1,067 416 ―

㈱白青舎（９７３６） 平成22年３月期 決算短信

- 35 -



前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 
当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

  
当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 
当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 
  

 
  

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 
該当事項はありません。 

  
当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 
該当事項はありません。 

  

(デリバティブ取引関係)

(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要
   当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として
適格退職年金を採用いたしております。

１ 採用している退職給付制度の概要
   同左

 

２ 退職給付債務に関する事項
 退職給付債務 △834,768千円
 年金資産 302,840千円
 退職給付引当金 △531,928千円

 

２ 退職給付債務に関する事項
 退職給付債務 △959,469千円
 年金資産 379,583千円
 退職給付引当金 △579,886千円

 

３ 退職給付費用に関する事項
 勤務費用 86,055千円
 利息費用 16,123千円
 期待運用収益 △3,665千円
 数理計算上差異の費用処理額 △7,625千円
   計 90,888千円

   ※連結子会社のうち中央管財株式会社は、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
 勤務費用 93,302千円
 利息費用 16,835千円
 期待運用収益 △3,871千円
 数理計算上差異の費用処理額 8,411千円
   計 114,676千円

   ※連結子会社のうち中央管財株式会社は、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。

 
 
 
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
 割引率 2.0％
 期待運用収益 1.5％
 退職給付見込額の期間配分方法

 

  期間定額基準
 

 数理計算上の差異の処理年数
 

  発生時に全額費用処理

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
 

   同左
 
 

(ストック・オプション等関係)
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

(共通支配下の取引等) 

１．当社を存続会社とする白青警備保障株式会社及び株式会社関西白青舎の吸収合併 

(1)結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後
企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

 
(2)実施した会計処理の概要 

本吸収合併は、「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「事
業分離等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指針
第10号)に基づき、共通支配下の取引に該当するため、内部取引としてすべて消去しておりま
す。従って、当該会計処理が連結財務諸表に与える影響はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

１．松坂サービス株式会社の清掃事業及び付随する事業の吸収分割による承継 

(1)相手企業の名称、取得した事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的
形式及び結合後企業の名称 

 
  

(2)連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間 
自 平成21年4月15日 至 平成22年３月31日 

  
(3)取得した事業の取得原価及びその内訳 

 
  

(企業結合等関係)

結合当事企業又は対象となった
事業の名称

株式会社白青舎(存続会社) 

白青警備保障株式会社(消滅会社) 

株式会社関西白青舎(消滅会社)

結合当事企業の事業の内容

①株式会社白青舎 

 清掃管理業務、設備管理業務、警備業務、アウトソーシング業務 

②白青警備保障株式会社 

 警備業務 

③株式会社関西白青舎 

 清掃管理業務

企業結合の法的形式 株式会社白青舎を存続会社とする吸収合併方式

結合後企業の名称 株式会社白青舎

取引の目的を含む取引の概要

①吸収合併の目的 

 グループ経営の効率化と経営資源の集中によるシナジー効果を高

めるため 

②吸収合併の日 

 平成20年４月１日

相手企業の名称 松坂サービス株式会社

取得した事業の内容 清掃事業及び付随する事業

企業結合を行った理由 業容の拡大とより強固な経営基盤の構築

企業結合日 平成21年４月15日

企業結合の法的形式 当社連結子会社のハクセイサービス株式会社による吸収分割

結合後企業の名称 ハクセイサービス株式会社

①取得した事業の取得原価 9,279千円

②取得原価の内訳

 その他 9,279千円
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(4)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

 
  
(5)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

 
  

(6)企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計
算書に及ぼす影響の概算額 

 
なお、影響の概算額については監査証明を受けておりません。 

  

(共通支配下の取引等) 

２．株式交換による中央管財株式会社の完全子会社化 

(1)結合当事企業及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的
を含む取引の概要 

 
  

(2)実施した会計処理の概要 
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、共通支配下の取引等を適用した会計処理を実施しておりま
す。 
  

①のれんの金額 78,750千円

②発生原因

今後の事業展開によって期待される将来の収益力から発生したものであります。

③償却方法及び償却期間

のれんの償却については、５年で均等償却しております。

流動資産 11,505千円

固定資産 10,400千円

のれん 78,750千円

資産合計 100,655千円

流動負債 20,259千円

固定負債 55,435千円

負債合計 75,694千円

売上高 42,000千円

経常利益 4,000千円

当期純利益 4,000千円

結合当事企業及びその事業の内
容

①結合当事企業  中央管財株式会社 

②事業の内容   清掃管理業務、設備管理業務、警備業務

企業結合の法的形式
当社を完全親会社とし、中央管財株式会社を完全子会社とする株式

交換

結合後企業の名称 名称に変更はありません。

取引の目的を含む取引の概要

①株式交換の目的 

 経営環境に即応した事業運営への切替を強力に推し進め、グルー

プ経営の効率化を推進し、意思決定の迅速化と機動性を高めるた

め。 

②株式交換の日(効力発生日) 

 平成22年１月31日
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(3)子会社株式の追加取得に関する事項 

 
  

(イ)株式の種類及び交換比率 
中央管財株式会社の普通株式１株に対して、当社の普通株式を12株割当交付いたしまし
た。なお、当社が保有していた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
よる株式の割当てを行っておりません。 

(ロ)交換比率の算定方法 
株式交換比率の算定につき、当社及び中央管財株式会社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
管財株式会社については類似会社比準方式及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株式
会社の株式交換比率を算定しております。 

(ハ)交換株式数及びその評価額 
258,000株  70,950千円 

  

(イ)負ののれんの金額 
185,614千円 

(ロ)発生原因 
本株式交換により減少する少数株主持分の金額が、追加取得した中央管財株式会社の普
通株式の取得原価を上回ることにより発生したものであります。 

(ハ)償却方法及び償却期間 
５年間にわたる均等償却 

  

該当事項はありません。 

  

①取得原価及びその内訳
当社の普通株式 70,950千円

取得に直接要した支出額 1,500千円

取得原価 72,450千円

②株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付株式数及びその評価額

③発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

④企業結合契約に規定される条件付取得対価の内容及びそれらの今後の会計処理方針
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

  

 
（注）算定上の基礎は以下のとおりであります。 

１．1株当たり純資産額 

 
２．1株当たり当期純利益 

 
  

(賃貸等不動産関係)

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 
１株当たり純資産額 638.68円
  

１株当たり純資産額 672.86円
 

 
１株当たり当期純利益 27.30円
  

１株当たり当期純利益 29.65円
 

 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、潜在株式が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、潜在株式がないため記載しておりません。

項目
前連結会計年度 

（平成21年３月31日）
当連結会計年度 

（平成22年３月31日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 5,347,961 5,432,075

普通株式に係る純資産額（千円） 5,088,000 5,432,075

差額の主な内訳（千円） 

  少数株主持分

 

259,960

 

―

普通株式の発行済株式数（株） 9,000,000 9,000,000

普通株式の自己株式数（株） 1,033,585 926,925

1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数

（株）
7,966,415 8,073,075

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益（千円） 219,775 237,269

普通株式に係る当期純利益（千円） 219,775 237,269

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式の期中平均株式数（株） 8,050,534 8,001,769

㈱白青舎（９７３６） 平成22年３月期 決算短信

- 40 -



 
  

(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当社の100％子会社であるハクセイサービス株式会社
は、平成21年２月26日開催の取締役会決議及び平成21年
４月１日開催の臨時株主総会決議により、平成21年４月
15日を効力発生日として、Ｊ．フロントリテイリング株
式会社の100％子会社である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、承継しておりま
す。
会社分割に関する概要は次のとおりであります。
１．会社分割の目的
松坂サービス株式会社の清掃受託部門を当社グル
ープに承継し、当社同部門との連携強化、シナジー
効果を最大限に創出することにより、業容の拡大と
より強固な経営基盤の構築を図ることで更なる顧客
満足と株主価値の最大化を目指します。
２．承継した権利・義務
ハクセイサービス株式会社は、「清掃事業」の遂
行上必要と判断される資産・負債、労働契約及びそ
の他の契約（分割契約書において除外されるものを
除く）を松坂サービス株式会社から承継いたしまし
た。
①承継した事業の内容及び規模 
事業内容：清掃事業及び付随する事業 
売上高：950百万円（平成22年３月期見込み）
②承継した従業員 
304名（社員・嘱託社員115名、アルバイト189
名）

３．会社分割に際して交付する金銭等
ハクセイサービス株式会社は、松坂サービス株式
会社に本件分割に際して78,750千円を交付いたしま
した。
４．承継した資産・負債(平成21年４月15日現在)
資産       21,905千円
負債       75,694千円

―――――
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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21年3月31日) 

当事業年度 
(平成22年3月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 2,701,458 2,506,725 
受取手形 2,699 1,758 
売掛金 ※１  734,771 ※１  723,096 

有価証券 100,000 － 
商品及び製品 1,421 1,409 
原材料及び貯蔵品 18,603 20,415 
前払費用 78,094 81,738 
繰延税金資産 62,473 68,169 
その他 8,479 6,026 
貸倒引当金 △1,308 △1,595 

流動資産合計 3,706,693 3,407,745 

固定資産   
有形固定資産   
建物 ※２  912,653 ※２  914,385 

減価償却累計額 △492,145 △510,885 
建物（純額） 420,507 403,499 

機械及び装置 ※２  233,077 ※２  234,882 

減価償却累計額 △198,790 △202,134 
機械及び装置（純額） 34,287 32,748 

車両運搬具 31,382 29,170 
減価償却累計額 △29,444 △26,241 
車両運搬具（純額） 1,937 2,928 

工具、器具及び備品 177,931 176,574 
減価償却累計額 △148,657 △154,620 

工具、器具及び備品（純額） 29,274 21,954 

土地 ※２  609,331 ※２  609,331 

リース資産 4,600 27,608 
減価償却累計額 △574 △3,890 
リース資産（純額） 4,025 23,717 

建設仮勘定 1,759 9,326 
有形固定資産合計 1,101,122 1,103,505 

無形固定資産   
ソフトウエア 19,675 18,715 
その他 1,810 1,810 
無形固定資産合計 21,485 20,525 

投資その他の資産   
投資有価証券 296,235 508,679 
関係会社株式 311,067 659,980 
出資金 4,233 4,233 
長期貸付金 4,607 4,127 
従業員に対する長期貸付金 1,350 671 
長期前払費用 1,391 1,525 
繰延税金資産 198,608 78,754 
長期預金 100,000 400,000 
差入保証金 58,536 53,854 
保険積立金 188,114 137,313 
その他 6,614 6,606 
貸倒引当金 △8,537 △8,057 
投資その他の資産合計 1,162,224 1,847,689 

固定資産合計 2,284,832 2,971,721 

資産合計 5,991,526 6,379,466 
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年3月31日) 

当事業年度 
(平成22年3月31日) 

負債の部   
流動負債   
買掛金 209,925 244,379 
短期借入金 ※２  50,000 ※２  50,000 

リース債務 517 3,752 
未払金 3,506 8,791 
未払費用 255,072 251,930 
未払法人税等 56,384 93,096 
未払消費税等 30,608 58,051 
前受金 22,078 8,302 
預り金 15,476 16,014 
賞与引当金 131,442 139,159 
その他 2,349 855 
流動負債合計 777,361 874,333 

固定負債   
リース債務 3,585 20,437 
退職給付引当金 531,928 505,255 
長期未払金 46,080 46,080 
その他 26,246 15,255 
固定負債合計 607,839 587,028 

負債合計 1,385,201 1,461,362 

純資産の部   
株主資本   
資本金 450,000 450,000 
資本剰余金   
資本準備金 385,637 385,637 
資本剰余金合計 385,637 385,637 

利益剰余金   
利益準備金 112,500 112,500 
その他利益剰余金   
別途積立金 840,000 840,000 
繰越利益剰余金 3,059,816 3,209,035 

利益剰余金合計 4,012,316 4,161,535 

自己株式 △301,055 △267,260 

株主資本合計 4,546,898 4,729,912 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 59,425 188,191 
評価・換算差額等合計 59,425 188,191 

純資産合計 4,606,324 4,918,103 

負債純資産合計 5,991,526 6,379,466 
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 (2)【損益計算書】 
（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年4月1日 
 至 平成21年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年4月1日 
 至 平成22年3月31日) 

売上高   
作業収入 7,083,535 7,674,262 
運送収入 104,638 50,125 
倉庫収入 54,258 50,858 
商品売上高 82,983 83,121 
その他 592,287 398,890 
売上高合計 ※1  7,917,702 ※1  8,257,258 

売上原価   
労務費 5,192,891 5,341,643 
外注工賃 1,242,009 1,486,322 
経費 308,341 305,329 
資材費 144,612 143,577 
売上原価合計 6,887,855 7,276,871 

売上総利益 1,029,847 980,387 

販売費及び一般管理費   
広告宣伝費 516 436 
貸倒引当金繰入額 － 1,042 
役員報酬 61,512 57,685 
給料及び手当 256,459 234,541 
賞与引当金繰入額 29,380 32,298 
退職給付費用 7,192 7,945 
福利厚生費 61,907 61,693 
減価償却費 24,034 15,746 
賃借料 57,465 38,738 
水道光熱費 13,440 11,618 
消耗品費 10,421 10,725 
図書印刷費 11,595 10,372 
旅費及び交通費 14,282 12,207 
通信費 25,125 20,535 
交際費 15,163 18,253 
支払手数料 37,973 37,052 
租税公課 38,725 44,138 
雑費 48,913 33,227 
販売費及び一般管理費合計 714,111 648,258 

営業利益 315,736 332,128 

営業外収益   
受取利息 9,300 9,864 
受取配当金 ※1  15,603 ※1  10,227 

受取賃貸料 2,841 ※1  5,591 

管理収入 1,032 2,200 
雑収入 11,252 12,185 
営業外収益合計 40,029 40,069 

営業外費用   
支払利息 1,089 1,660 
自己株式取得費用 581 614 
その他 465 157 
営業外費用合計 2,136 2,432 

経常利益 353,629 369,765 
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年4月1日 
 至 平成21年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年4月1日 
 至 平成22年3月31日) 

特別利益   
固定資産売却益 ※2  34,148 ※2  2,130 

投資有価証券売却益 118 416 
保険差益 5,173 12,570 
抱合せ株式消滅差益 ※5  1,049,468 － 
特別利益合計 1,088,908 15,117 

特別損失   
固定資産売却損 ※4  269 － 
固定資産廃棄損 ※3  1,221 ※3  844 

投資有価証券評価損 23,018 10,600 
合併関連費用 8,540 － 
事務所移転費用 3,489 － 
事業買収関連費用 7,198 － 
特別損失合計 43,738 11,445 

税引前当期純利益 1,398,799 373,437 

法人税、住民税及び事業税 124,967 130,579 
法人税等調整額 32,301 25,780 

法人税等合計 157,268 156,360 

当期純利益 1,241,530 217,077 
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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20年４月１日 
  至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日） 

株主資本   
資本金   
前期末残高 450,000 450,000 
当期末残高 450,000 450,000 

資本剰余金   
資本準備金   
前期末残高 385,637 385,637 
当期末残高 385,637 385,637 

その他資本剰余金   
前期末残高 － － 
当期変動額   
自己株式の処分 － △4,128 
自己株式処分差損の振替 － 4,128 
当期変動額合計 － － 

当期末残高 － － 

資本剰余金合計   
前期末残高 385,637 385,637 
当期変動額   
自己株式の処分 － △4,128 
自己株式処分差損の振替 － 4,128 
当期変動額合計 － － 

当期末残高 385,637 385,637 

利益剰余金   
利益準備金   
前期末残高 112,500 112,500 
当期末残高 112,500 112,500 

その他利益剰余金   
前期末残高 840,000 840,000 
当期末残高 840,000 840,000 

繰越利益剰余金   
前期末残高 1,883,166 3,059,816 
当期変動額   
剰余金の配当 △64,879 △63,731 
当期純利益 1,241,530 217,077 
自己株式処分差損の振替 － △4,128 
当期変動額合計 1,176,650 149,218 

当期末残高 3,059,816 3,209,035 

利益剰余金合計   
前期末残高 2,835,666 4,012,316 
当期変動額   
剰余金の配当 △64,879 △63,731 
当期純利益 1,241,530 217,077 
自己株式処分差損の振替 － △4,128 
当期変動額合計 1,176,650 149,218 

当期末残高 4,012,316 4,161,535 
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（単位：千円）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日） 

自己株式   
前期末残高 △261,878 △301,055 
当期変動額   
自己株式の取得 △39,176 △41,282 
自己株式の処分 － 75,078 
当期変動額合計 △39,176 33,795 

当期末残高 △301,055 △267,260 

株主資本合計   
前期末残高 3,409,424 4,546,898 
当期変動額   
剰余金の配当 △64,879 △63,731 
当期純利益 1,241,530 217,077 
自己株式の取得 △39,176 △41,282 
自己株式の処分 － 70,950 
当期変動額合計 1,137,473 183,013 

当期末残高 4,546,898 4,729,912 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金   
前期末残高 213,162 59,425 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △153,736 128,765 
当期変動額合計 △153,736 128,765 

当期末残高 59,425 188,191 

評価・換算差額等合計   
前期末残高 213,162 59,425 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） △153,736 128,765 

当期変動額合計 △153,736 128,765 

当期末残高 59,425 188,191 

純資産合計   
前期末残高 3,622,586 4,606,324 
当期変動額   
剰余金の配当 △64,879 △63,731 
当期純利益 1,241,530 217,077 
自己株式の取得 △39,176 △41,282 
自己株式の処分 － 70,950 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △153,736 128,765 
当期変動額合計 983,737 311,779 

当期末残高 4,606,324 4,918,103 
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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)【重要な会計方針】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法
 ① 子会社株式及び関連会社株式
    移動平均法による原価法

１ 有価証券の評価基準及び評価方法
 ① 子会社株式及び関連会社株式
    同左

 ② その他有価証券
時価のあるもの

    決算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)

 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

時価のないもの
同左

 ③ 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)

 ③ 満期保有目的の債券
同左

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法（収益性の低下による簿価切り下げ
の方法）によっております

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法
同左

（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）を適用しております。
なお、損益に与える影響はありません。

３ 固定資産の減価償却の方法
 ① 有形固定資産
 ａ リース資産以外の有形固定資産
 定率法を採用しております。
なお、平成10年4月1日以降取得した建物（建物
附属設備を除く）については、定額法を採用し
ております。
また、主な耐用年数は建物並びに構築物が５～
50年、機械及び装置、車両運搬具並びに工具、
器具及び備品が２～10年であります。

 
  
 

３ 固定資産の減価償却の方法
 ① 有形固定資産
 ａ リース資産以外の有形固定資産
 同左
 
  
 

 
  
 

 ｂ リース資産
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 
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロと
する定額法によっております。 
なお、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
以前のものについては、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によっており
ます。

（会計方針の変更）
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））を適用しており、通常の売買
取引にかかる方法に準じた会計処理によっておりま
す。
これにより売上総利益及び営業利益は、それぞれ177
千円増加しておりますが、経常利益、税引前当期純利
益及び当期純利益への影響はありません。

 ｂ リース資産
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 
 

同左
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前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 ② 少額減価償却資産
   取得価格が10万円以上20万円未満の資産について

は、３年均等償却をしております。

 ② 少額減価償却資産
同左

 ③ 無形固定資産
   定額法を採用しております。
   なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社

内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を
採用しております。

 ③ 無形固定資産
同左

４ 引当金の計上基準
 ① 貸倒引当金
    債権の貸倒による損失に備えるため、回収不能

見込額を計上しております。
     ａ 一般債権
       貸倒実績率法によっております。
     ｂ 貸倒懸念債権及び破産更生債権
       財務内容評価法によっております。

４ 引当金の計上基準
 ① 貸倒引当金

同左

 ② 賞与引当金
   従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、賞与支給見込額及び当該支給見込額に対応す
る社会保険料会社負担見込額に基づき当事業年度
に見合う分を計上しております。

 ② 賞与引当金
    同左 

 ③ 退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き、発生していると認められる額を計上しており
ます。

   なお、数理計算上の差異については、発生時に全
額費用処理しております。

 ③ 退職給付引当金
    同左 

  
 
  
 
 

（会計方針の変更）
当事業年度より、「退職給付に係る会計基準」の一
部改正（その３）（企業会計基準第19号 平成20年７
月31日）を適用しております。なお、本会計基準の適
用に伴う損益への影響はありません。

５ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
  消費税等の会計処理
  消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっ
ております。

５ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
  消費税等の会計処理
    同左
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(6)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)
前事業年度

(平成21年３月31日)
当事業年度

(平成22年３月31日)

 

※１ (関係会社に対する資産及び負債) 
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。
売掛金       196,996千円

※２ 有形固定資産のうち借入金の担保に供されている
のは下記のとおりであります。

 

科目 金額(千円)

借入金
短期借入金 50,000

計 50,000

担保物件

建物 91,343

機械及び装置 1,167

土地 92,117

計 184,628

  

※１ (関係会社に対する資産及び負債) 
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。
売掛金       117,782千円

※２ 有形固定資産のうち借入金の担保に供されている
のは下記のとおりであります。

 

科目 金額(千円)

借入金
短期借入金 50,000

計 50,000

担保物件

建物 83,909

機械及び装置 778

土地 92,117

計 176,805

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

※１ 関係会社よりの収入は下記のとおりであります。
売上高 2,339,496千円
受取配当金 8,530千円

 
 

※１ 関係会社よりの収入は下記のとおりであります。
売上高 1,751,232千円
受取配当金 4,775千円
受取賃貸料 5,591千円

 

 

※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま
す。
車両運搬具 1,436千円
土地 32,711千円
計 34,148千円

 

※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま
す。
車両運搬具 95千円
工具、器具及び備品 2,035千円
計 2,130千円

 

※３ 固定資産廃棄損の内容は、次のとおりでありま
す。
建物 41千円
機械及び装置 537千円
車両運搬具 72千円
工具、器具及び備品 570千円
計 1,221千円  

※３ 固定資産廃棄損の内容は、次のとおりでありま
す。
建物 12千円
機械及び装置 539千円
車両運搬具 49千円
工具、器具及び備品 243千円
計 844千円

 

※４ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま
す。
車両運搬具 269千円

※５ 白青警備保障株式会社並びに株式会社関西白青舎
の吸収合併に伴い、抱合せ株式消滅差益を計上し
ております。
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前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 
単元未満株式の買取りによる増加        1,560株 
取締役会決議による自己株式の取得による増加 142,000株 
  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 
単元未満株式の買取りによる増加        1,340株 
取締役会決議による自己株式の取得による増加 150,000株 

  
減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 
株式交換による自己株式の処分による減少   258,000株 
  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 890,025 143,560 ― 1,033,585

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 1,033,585 151,340 258,000 926,925
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

ファイナンスリース取引（借主側）
所有権移転外ファイナンスリース
①リース資産の内容
有形固定資産
主として、警備事業における警備機械(機械及び
装置)及びビルメンテナンス事業における洗浄用
機械(工具、器具及び備品)であります。

②リース資産の減価償却方法
重要な会計方針 「３．固定資産の減価償却の方
法」に記載のとおりであります。
なお、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。

ファイナンスリース取引（借主側）
所有権移転外ファイナンスリース
①リース資産の内容
有形固定資産
同左 
  
 

②リース資産の減価償却方法
同左 
 
なお、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

 

科目
機械及び 
装置 
(千円)

工具、器具 
及び備品 
(千円)

合計 
(千円)

取得価額 
相当額 594,944 72,802 667,747

減価償却 
累計額相当額 344,488 50,680 395,169

期末残高 
相当額 250,456 22,121 272,578

  

科目
機械及び 
装置 
(千円)

工具、器具 
及び備品 
(千円)

合計 
(千円)

取得価額 
相当額 589,944 67,689 657,634

減価償却 
累計額相当額 405,350 57,177 462,527

期末残高 
相当額 184,594 10,512 195,106

 

 

２ 未経過リース料期末残高相当額
１年以内 78,737千円
１年超 205,708千円
合計 284,446千円  

２ 未経過リース料期末残高相当額
１年以内 52,894千円
１年超 152,814千円
合計 205,708千円

 

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 100,162千円
減価償却費相当額 89,116千円
支払利息相当額 11,100千円

 

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 87,103千円
減価償却費相当額 77,471千円
支払利息相当額 8,365千円

４ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法
減価償却相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとす
る定額法によっております。
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。

４ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法
減価償却相当額の算定方法

  同左 
 
利息相当額の算定方法
同左
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前事業年度(平成21年３月31日) 
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

当事業年度(平成22年３月31日) 
子会社株式及び関連会社株式 
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められる子会社株式及び関連会社株式は以下のとおりであります。 

 
(注)上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められる
ものであります。 

  
（追加情報） 
当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）
を適用しております。 

  

 
  

(有価証券関係)

区分 貸借対照表計上額(千円)

(1)子会社株式 263,373

(2)関連会社株式 ―

計 263,373

(税効果会計関係)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の
内訳

   (繰延税金資産)
  未払事業税 7,618千円
  賞与引当金 53,496千円
  貸倒引当金 3,959千円
  長期未払金 18,754千円
  退職給付引当金 216,494千円
  投資有価証券評価損 35,791千円
  その他 9,433千円
  繰延税金資産小計 345,549千円
  評価性引当額 △43,680千円
   繰延税金資産合計 301,868千円

   (繰延税金負債)
  その他有価証券評価差額金 △40,786千円
   繰延税金負債合計 △40,786千円
  差引：繰延税金資産の純額 261,082千円

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の
内訳

   (繰延税金資産)
  未払事業税 9,640千円
  賞与引当金 56,637千円
  貸倒引当金 500千円
  長期未払金 2,279千円
  退職給付引当金 205,639千円
  投資有価証券評価損 26,043千円
  その他 13,091千円
  繰延税金資産小計 313,832千円
  評価性引当額 △37,744千円
   繰延税金資産合計 276,088千円

   (繰延税金負債)
  その他有価証券評価差額金 △129,163千円
   繰延税金負債合計 △129,163千円
  差引：繰延税金資産の純額 146,924千円

 

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 40.7％
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4％
受取配当金等永久に益金に算入されない
項目 △0.3％

抱合株式消滅差益 △30.5％
評価性引当額 0.7％
その他 0.2％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 11.2％

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

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の項目別内訳については、その差異が法定実
効税率の100分の５以下であるため、記載を省略してお
ります。
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前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

４．連結財務諸表(8)連結財務諸表に関する注記事項（企業結合等関係）と同内容のため注記を省
略しております。 
  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

４．連結財務諸表(8)連結財務諸表に関する注記事項（企業結合等関係）と同内容のため注記を省
略しております。 

  

 
（注）算定上の基礎は以下のとおりであります。 

１．1株当たり純資産額 

 
２．1株当たり当期純利益 

 
  

 

(企業結合等関係)

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 
１株当たり純資産額 578.22円
  

１株当たり純資産額 609.20円
 

 
１株当たり当期純利益 154.22円
  

１株当たり当期純利益 27.13円
 

 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、潜在株式が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、潜在株式がないため記載しておりません。

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 4,606,324 4,918,103

普通株式に係る純資産額（千円） 4,606,324 4,918,103

差額の主な内訳（千円） ― ―

普通株式の発行済株式数（株） 9,000,000 9,000,000

普通株式の自己株式数（株） 1,033,585 926,925

1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数

（株）
7,966,415 8,073,075

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

損益計算書上の当期純利益（千円） 1,241,530 217,077

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,241,530 217,077

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式の期中平均株式数（株） 8,050,534 8,001,769

(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当社は、平成21年４月８日付で、当社の100％子会社
であるハクセイサービス株式会社の増資（総額120,000
千円、うち資本金60,000千円)を全額引受けました。

―――――
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