
 
 
 
 
 

 

 
 
   

 

 

 
   

 
   

  
  

 
   

  
  

     

  
  

   

  
  

  
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

   

 

平成24年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
平成24年４月27日

上 場 会 社 名 株式会社白青舎 上場取引所 大
コ ー ド 番 号 9736 URL http://www.hakuseisha.co.jp
代  表  者 (役職名) 取締役社長 (氏名)筒井龍次

問合せ先責任者 (役職名)
取締役兼常務執行役員
管理本部長

(氏名)泉山茂樹 (TEL)03-5822-1561

定時株主総会開催予定日 平成24年６月28日 配当支払開始予定日 平成24年６月29日
有価証券報告書提出予定日 平成24年６月28日

決算補足説明資料作成の有無 ： 無

決算説明会開催の有無 ： 無

(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期の連結業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
（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 ％

24年３月期 9,618 △1.5 338 9.1 440 14.6 246 17.4
23年３月期 9,762 △6.9 310 △16.9 384 △8.8 210 △11.4

(注) 包括利益 24年３月期 370百万円( 166.5％) 23年３月期 139百万円(△62.7％)

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

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 ％ ％ ％

24年３月期 30.55 ― 4.4 5.9 3.5
23年３月期 26.03 ― 3.8 5.2 3.2

(参考) 持分法投資損益 24年３月期 ―百万円 23年３月期 ―百万円

（２）連結財政状態

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

24年３月期 7,545 5,812 77.0 720.11
23年３月期 7,400 5,506 74.4 682.18

(参考) 自己資本 24年３月期 5,812百万円 23年３月期 5,506百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による 

キャッシュ・フロー
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

24年３月期 251 129 △77 1,571
23年３月期 129 △964 △64 1,267

２．配当の状況

年間配当金 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 ％ ％

23年３月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00 64 30.7 1.2
24年３月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00 64 26.2 1.1

25年３月期(予想) ― 0.00 ― 8.00 8.00 23.9

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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) 4,740 0.1 125 △10.9 175 △7.8 120 △15.4 14.87
通 期 9,800 1.9 355 4.9 450 2.2 270 9.5 33.45



  

 

   

  
  

   
    

 

   
  

 

   

   

  
  

（２）個別財政状態 

 
   

  
    

   

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

   

   

 

   

 

※ 注記事項

（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

  新規 ―社 ( ) 、除外 ―社 ( )

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期 9,000,000株 23年３月期 9,000,000株

② 期末自己株式数 24年３月期 928,631株 23年３月期 928,401株

③ 期中平均株式数 24年３月期 8,071,564株 23年３月期 8,072,470株

(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、26ページ「１株当たり情報」をご覧くだ
さい。

(参考) 個別業績の概要
１．平成24年３月期の個別業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
（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 ％

24年３月期 7,927 1.7 276 △8.0 339 0.5 189 △7.1
23年３月期 7,795 △5.6 300 △9.5 337 △8.7 203 △6.2

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

24年３月期 23.43 ―
23年３月期 25.21 ―

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

24年３月期 6,636 5,234 78.9 648.48
23年３月期 6,491 4,985 76.8 617.68

(参考) 自己資本 24年３月期  5,234百万円 23年３月期 4,985百万円

２．平成25年３月期の個別業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

売上高 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 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 3,900 0.7 120 △19.1 75 △31.3 9.29
通 期 8,150 2.8 340 0.2 190 0.5 23.54

※ 監査手続の実施状況に関する表示
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品

取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。

※ 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、３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。 
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当連結会計年度におけるわが国経済は、昨年３月に発生した東日本大震災や福島第１原発事故による

景気の停滞からの復興が進み、国内景気は穏やかな回復の兆しが見られましたものの、歴史的な円高や

欧州金融危機などの影響もあり、依然として不透明な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は、震災・原発事故の影響による社会不安を背景として、

人や施設における安心・安全・快適な環境維持を求める意識が高まりました。しかし、景気動向や企業

業績並びに個人の消費・所得環境が不透明な経済情勢下においてコスト削減要請はさらに強まり、また

業務獲得における同業者間の競争は、入札制度の拡大などによりますます激化しております。 

このような経営環境の下、当社グループは、変化する事業環境に即応した事業運営と柔軟な経営への

転換に一層スピードを上げ、「生き残れる企業」かつ「成長する企業」を目指しました。また、不変の

課題である顧客満足（品質・価格・サービス）の向上とローコスト経営への更なる取組みとともに、成

長戦略の具体化に向かって経営基盤の拡充に努めました。 

まず、新規業務獲得のためにグループ開発目標額を明確に意識するとともに、営業開発案件の情報と

担当窓口の一元化を図り、相互補完機能の拡充を図りました。また、既存のお取引先における業務品質

の維持と向上を目指すとともに顧客満足を検証し改善活動を実施いたしました。さらに、グループ後方

業務の合理化と一体的業務運営の円滑化、を目指し本社及びグループ営業後方部門の所管業務の見直し

と再編成を実施いたしました。 

これらの結果、当連結会計年度における売上高は、一部入札失注案件があったことなどから９６億１

千８百万円（前連結会計年度比１．５％減）となり、営業利益は３億３千８百万円（同９．１％増）、

経常利益は４億４千万円（同１４．６％増）、当期純利益は２億４千６百万円（同１７．４％増）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）、建設業工事（ビルの設備に関する工事全

般）及びその他の業務（指定管理者業務、ホテルの客室等整備、クリーンルーム清掃、厨房・調理場の

サニテーション）等、多様化するお客様のニーズにお応えできるよう幅広く請負業務を行っておりま

す。 

当事業においては、営業開発部門の強化を図ったことなどにより、ビジネスホテル、大学など大型物

件を含む新規物件を受注することができました。さらに、既存のお取引先において提案営業が奏功し、

大型の設備改修工事を受注することができました。しかし、入札制度の拡大等により既存物件の失注も

発生したことから、売上高は６９億１千３百万円（前連結会計年度比１．９％減）、セグメント利益

(経常利益)は７億５千９百万円（同９．４％増）となりました。 

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 9,762 9,618 △143 △1.5％

営業利益 310 338 28 9.1％

経常利益 384 440 56 14.6％

当期純利益 210 246 36 17.4％

（ビルメンテナンス事業）
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当事業では、多数の人が利用するデパート・オフィスビル・駐車場などにおける常駐警備や、設置し

ている監視カメラ・警備機器による機械警備のほか、保安警備・工務警備の請負などを主たる事業とし

ております。 

当事業においては、東京地区の複数の大型商業施設において常駐警備業務の拡大が図れたこと及び関

西地区において大学・駐車場ビル等の新規受注がありましたが、ビルメンテナンス業務と同様に既存物

件の失注が発生したことなどから、売上高は２４億８千４百万円（前連結会計年度比０．２％減）、セ

グメント利益(経常利益)は１億７千８百万円（同１４．４％減）となりました。 

上記２事業のほか、人材派遣事業・賃貸ビル事業・コールセンター事業・倉庫事業などを行っており

ます。人材派遣事業及びコールセンター事業において業務の増加がありましたものの、運送事業におい

て解約が発生したことなどから、売上高は２億２千万円（前連結会計年度比２．９％減）となりました

が、本社ビルにおける空室率の改善が寄与したことから、セグメント利益(経常利益)は７千９百万円

（同４６．４％増）となりました。 

セグメントの状況は次のとおりであります。 

 

 

今後の見通しにつきましては、震災復興需要による景気の押し上げが期待される一方、欧州の金融危

機再燃など不安材料も解決されておらず、わが国経済への影響は不透明であります。また、雇用情勢の

悪化や将来の消費税増税や年金受給に対する不安が個人消費に影響するとの懸念もあり、経営環境は厳

しさが続くものと思われます。 

このような厳しい経営環境のもとで、当社グループは「成長戦略の遂行」、「ローコスト経営の推

進」、「顧客満足の向上」及び「クレームゼロの達成」を基本方針として取り組み、引き続き新規業務

の受注と既存物件における利益率の向上に注力するところであります。 

なお、平成25年３月期上期に受注を予定している名古屋市及び静岡市における新規業務において、一

部費用の先行を見込んでおります。 

（警備事業）

（その他）

＜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 7,045 6,913 △131 △1.9％

警備事業 2,490 2,484 △5 △0.2％

その他 227 220 △6 △2.9％

調整額 ― ― ― ―

合計 9,762 9,618 △143 △1.5％

＜セグメント利益(経常利益)＞                       (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 694 759 65 9.4％

警備事業 208 178 △30 △14.4％

その他 54 79 25 46.4％

調整額 △ 573 △577 △4 △0.7％

合計 384 440 56 14.6％

②次期の見通し
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平成25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１億４千５百万円増加して、７５億４

千５百万円となりました。これは主として、現金及び預金が６億２千４百万円増加した一方で、長期預

金が４億円、繰延税金資産が１億８百万円減少したことによるものであります。 

負債は、前連結会計年度末と比べ１億６千万円減少して、１７億３千３百万円となりました。これは

主として、退職給付引当金が１億３千８百万円減少したことによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末と比べ３億５百万円増加して５８億１千２百万円となりました。これは

主として、当期純利益の計上に加え、その他有価証券評価差額金が１億２千４百万円増加したことによ

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２．６％増加し７７．０％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 9,618 9,800 181 1.9％

連結営業利益 338 355 16 4.9％

連結経常利益 440 450 9 2.2％

連結当期純利益 246 270 23 9.5％

(個別)                                  (単位：百万円)

当事業年度 次期予想 比 較 増 減 率

売上高 7,927 8,150 222 2.8％

経常利益 339 340 0 0.2％

当期純利益 189 190 0 0.5％

（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 7,400 7,545 145

負債合計 1,893 1,733 △160

純資産 5,506 5,812 305

自己資本比率 74.4％ 77.0％ 2.6％

１株当たり純資産 682円18銭 720円11銭 37円93銭

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 129 251 121

投資活動によるキャッシュ・フロー △964 129 1,094

財務活動によるキャッシュ・フロー △64 △77 △12

現金及び現金同等物の増加額 △899 303 1,203

現金及び現金同等物の期末残高 1,267 1,571 303
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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

３億３百万円増加し、１５億７千１百万円となりました。 

当連結会計年度における営業活動により、資金は２億５千１百万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４億５百万円、減価償却費５千８百万円による増加と、退職給付引当金１億３

千８百万円、法人税等の支払額１億７百万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１億２千９百万円増加いたしました。主な内訳は、

投資有価証券の償還による収入１億円、定期預金の預入・払戻の差額(純額)７千８百万円による増加

と、投資有価証券の取得による支出３千７百万円による減少であります。 

当連結会計年度における財務活動により、資金は７千７百万円減少いたしました。主な内訳は、配当

金の支払額６千４百万円による減少であります。 

  

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。

  

当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を経営の 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。 

(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20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率(％) 72.1 73.7 73.9 74.4 77.0

時価ベースの自己資本比率
(％)

34.6 27.6 29.8 24.2 28.0

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率(年)

0.50 0.26 0.20 1.72 0.52

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ(倍)

403.3 186.2 221.5 36.3 59.2

（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
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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１５億円で全売上高の

１６．６％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７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。 

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、賃貸ビル、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。 

当社グループは、地震等の大規模災害で当社施設及び契約先建物が相当程度の被害を受けた場合、従

業員、建物及び請負契約の減額・解約等で当社グループ業績に影響を及ぼす可能性があります。 

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

③個人情報保護について

④減損会計の導入

⑤大規模災害について

㈱白青舎(9736) 平成24年３月期 決算短信

－6－



  

当社グループは、当社、連結子会社２社（中央管財株式会社及びハクセイサービス株式会社）の計３社

で構成され、ビルメンテナンス事業、警備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。 

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

 なお、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。 

  

平成23年３月期決算短信（平成23年４月26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 

（大阪証券取引所ホームページ(上場会社情報検索ページ)） 

http://www.ose.or.jp/listed_company_info 

  

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、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、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 ・・・当社は警備事業を兼業しております。

そ    の    他 ・・・当社は、人材派遣事業、賃貸ビル事業、コールセンター事業を行うととも

に、東京都において倉庫事業を行っております。

３．経営方針
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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23年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成24年３月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,086,857 2,711,310

受取手形及び売掛金 866,261 943,555

有価証券 198,520 200,000

商品及び製品 15,760 17,237

原材料及び貯蔵品 27,481 21,620

繰延税金資産 63,492 59,122

その他 224,864 118,446

貸倒引当金 △2,916 △1,733

流動資産合計 3,480,322 4,069,559

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※１  984,804 ※１  987,451

減価償却累計額 △550,451 △570,945

建物及び構築物（純額） 434,352 416,506

機械装置及び運搬具 ※１  264,388 ※１  266,148

減価償却累計額 △239,210 △241,846

機械装置及び運搬具（純額） 25,178 24,302

工具、器具及び備品 198,893 191,418

減価償却累計額 △174,761 △174,303

工具、器具及び備品（純額） 24,132 17,115

土地 ※１  790,159 ※１  790,159

リース資産 100,203 100,203

減価償却累計額 △13,705 △26,847

リース資産（純額） 86,497 73,355

有形固定資産合計 1,360,320 1,321,439

無形固定資産   

のれん 47,250 31,500

その他 14,154 9,340

無形固定資産合計 61,404 40,840

投資その他の資産   

投資有価証券 1,008,966 1,123,520

長期貸付金 1,185 610

繰延税金資産 120,527 16,773

匿名組合出資金 500,000 484,210

長期預金 600,000 200,000

その他 270,820 292,151

貸倒引当金 △3,450 △3,450

投資その他の資産合計 2,498,049 2,113,816

固定資産合計 3,919,774 3,476,096

資産合計 7,400,097 7,545,655
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（単位：千円）

前連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成24年３月31日） 

負債の部   

流動負債   

買掛金 290,026 242,021

短期借入金 ※１  50,000 ※１  50,000

リース債務 21,987 26,187

未払費用 286,666 288,472

未払法人税等 62,291 27,397

未払消費税等 50,182 61,995

賞与引当金 146,347 141,205

その他 36,362 113,037

流動負債合計 943,865 950,316

固定負債   

リース債務 150,662 143,831

繰延税金負債 592 22,038

退職給付引当金 540,249 401,390

負ののれん 160,909 114,668

その他 97,571 101,175

固定負債合計 949,985 783,104

負債合計 1,893,851 1,733,420

純資産の部   

株主資本   

資本金 450,000 450,000

資本剰余金 395,509 395,509

利益剰余金 4,811,329 4,993,368

自己株式 △267,707 △267,760

株主資本合計 5,389,131 5,571,117

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 117,115 241,117

その他の包括利益累計額合計 117,115 241,117

純資産合計 5,506,246 5,812,234

負債純資産合計 7,400,097 7,545,655
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 (2)【連結損益及び包括利益計算書】 
（単位：千円）

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日

    至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日

    至 平成24年３月31日） 

売上高 9,762,340 9,618,534

売上原価 8,604,583 8,503,169

売上総利益 1,157,757 1,115,364

販売費及び一般管理費   

役員報酬 90,285 91,969

給料及び手当 290,011 262,634

賞与引当金繰入額 32,044 34,235

退職給付費用 11,922 7,342

福利厚生費 86,161 74,890

減価償却費 15,173 8,979

租税公課 75,905 42,693

のれん償却額 15,750 15,750

その他 230,257 238,465

販売費及び一般管理費合計 847,512 776,960

営業利益 310,244 338,404

営業外収益   

受取利息 10,311 8,564

受取配当金 12,100 11,731

負ののれん償却額 46,240 46,240

匿名組合投資利益 － 25,293

雑収入 10,736 14,539

営業外収益合計 79,389 106,369

営業外費用   

支払利息 3,775 4,546

雑損失 1,747 105

営業外費用合計 5,523 4,651

経常利益 384,110 440,122

特別利益   

固定資産売却益 ※２  176 ※２  15

退職給付制度終了益 － 26,183

保険差益 15,923 －

特別利益合計 16,100 26,199

特別損失   

固定資産売却損 ※３  58 －

固定資産廃棄損 ※１  2,733 ※１  622

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,065 －

早期割増退職金 32,200 －

退職給付制度終了損 － 54,440

損害賠償金 － 5,816

特別損失合計 43,057 60,880
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（単位：千円）

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

    至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 

    至 平成24年３月31日） 

税金等調整前当期純利益 357,153 405,441

法人税、住民税及び事業税 119,594 82,153

法人税等調整額 27,421 76,677

法人税等合計 147,015 158,830

少数株主損益調整前当期純利益 210,137 246,611

当期純利益 210,137 246,611

少数株主損益調整前当期純利益 210,137 246,611

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △71,055 124,002

その他の包括利益合計 △71,055 ※４  124,002

包括利益 139,081 370,614

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 139,081 370,614
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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22年４月１日

    至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日

    至 平成24年３月31日） 

株主資本   

資本金   

当期首残高 450,000 450,000

当期末残高 450,000 450,000

資本剰余金   

当期首残高 395,509 395,509

当期末残高 395,509 395,509

利益剰余金   

当期首残高 4,665,775 4,811,329

当期変動額   

剰余金の配当 △64,584 △64,572

当期純利益 210,137 246,611

当期変動額合計 145,553 182,039

当期末残高 4,811,329 4,993,368

自己株式   

当期首残高 △267,380 △267,707

当期変動額   

自己株式の取得 △326 △52

当期変動額合計 △326 △52

当期末残高 △267,707 △267,760

株主資本合計   

当期首残高 5,243,904 5,389,131

当期変動額   

剰余金の配当 △64,584 △64,572

当期純利益 210,137 246,611

自己株式の取得 △326 △52

当期変動額合計 145,226 181,986

当期末残高 5,389,131 5,571,117

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 188,171 117,115

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △71,055 124,002

当期変動額合計 △71,055 124,002

当期末残高 117,115 241,117

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 188,171 117,115

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △71,055 124,002

当期変動額合計 △71,055 124,002

当期末残高 117,115 241,117

純資産合計   

当期首残高 5,432,075 5,506,246

当期変動額   

剰余金の配当 △64,584 △64,572

当期純利益 210,137 246,611

自己株式の取得 △326 △52

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △71,055 124,002

当期変動額合計 74,170 305,988

当期末残高 5,506,246 5,812,234
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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22年４月１日

    至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日

    至 平成24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 357,153 405,441

減価償却費 64,147 58,921

のれん償却額 15,750 15,750

負ののれん償却額 △46,240 △46,240

貸倒引当金の増減額（△は減少） 212 △1,182

賞与引当金の増減額（△は減少） △22,248 △5,142

早期割増退職金 32,200 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △39,637 △138,858

長期未払金の増減額（△は減少） △16,930 4,677

受取利息及び受取配当金 △22,412 △20,296

支払利息 3,775 4,546

固定資産廃棄損 2,733 622

固定資産売却損益（△は益） △118 △15

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,065 －

匿名組合投資損益（△は益） － △25,293

損害賠償損失 － 5,816

売上債権の増減額（△は増加） 37,461 △77,294

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,664 4,347

前払費用の増減額（△は増加） 11,326 △5,122

リース投資資産の増減額（△は増加） △74,906 △8,656

仕入債務の増減額（△は減少） 26,737 △50,099

未払費用の増減額（△は減少） △39,965 1,805

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,796 11,813

リース債務の増減額（△は減少） 147,087 10,349

保険差益 △15,923 －

その他 △91,909 188,074

小計 319,900 333,964

利息及び配当金の受取額 20,186 44,510

利息の支払額 △3,580 △4,250

損害賠償金の支払額 － △15,439

法人税等の支払額 △178,960 △107,306

早期割増退職金の支払額 △27,759 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 129,787 251,477
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（単位：千円）

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

    至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 

    至 平成24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 △1,418,963 △740,000

定期預金の払戻による収入 1,464,908 818,963

有価証券の取得による支出 △100,000 △100,000

有価証券の売却による収入 4,702 －

有価証券の償還による収入 － 100,000

投資有価証券の取得による支出 △269,764 △37,951

投資有価証券の売却による収入 154 －

投資有価証券の償還による収入 － 100,000

匿名組合出資金の払込による支出 △500,000 －

匿名組合出資金の払戻による収入 － 15,789

有形固定資産の取得による支出 △180,632 △13,761

有形固定資産の売却による収入 781 19

保険積立金の解約による収入 40,662 －

長期貸付けによる支出 △1,700 △800

長期貸付金の回収による収入 1,756 1,496

その他 △6,758 △14,537

投資活動によるキャッシュ・フロー △964,853 129,218

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 △326 △52

配当金の支払額 △64,457 △64,245

その他 － △12,980

財務活動によるキャッシュ・フロー △64,784 △77,278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △899,850 303,416

現金及び現金同等物の期首残高 2,167,744 1,267,893

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  1,267,893 ※１  1,571,310
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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

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日 
  至 平成24年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

(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

(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

(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。

(2)持分法を適用した関連会社数

該当事項はありません。

(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。

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。

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

連結会計年度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）

時価のないもの

移動平均法による原価法

匿名組合出資金の会計処理

匿名組合出資を行うに際して、匿名組合の財産の持分相当額を「匿名組合出資金」として計上しており

ます。匿名組合の出資時に「匿名組合出資金」を計上し、匿名組合が獲得した純損益の持分相当額につい

ては営業外損益に計上するとともに同額を「匿名組合出資金」に加減する処理を行っております。

②たな卸資産

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。
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当連結会計年度
(自 平成23年４月１日 
  至 平成24年３月31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（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。

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。

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。

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。

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。

(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等

財務内容評価法によっております。

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。

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。 

（追加情報） 

 当社及び連結子会社は、確定拠出年金法の施行に伴い、当社は平成23年４月1日より、また、連結子会社の

中央管財株式会社並びにハクセイサービス株式会社は平成23年10月1日より、現行の適格年金制度を廃止し、

確定拠出年金制度及び退職一時金制度へ移行いたしました。この移行に伴う会計処理については、「退職給

付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。なお、本移行

により特別利益として26,183千円、特別損失として54,440千円を計上しております。 

 また、連結子会社の中央管財株式会社は、この制度移行に伴い、退職給付債務算定の精度を高め、期間損

益計算をより適正化するため、退職給付債務の算定方法を簡便法から原則法に変更しております。

(4)のれんの償却に関する事項

のれん及び平成22年３月31日以前に発生した負ののれんの償却については、５年間の均等償却を行っておりま

す。

(5)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。

(6)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。
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表示方法の変更

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日 
  至 平成24年３月31日)

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度において、「固定負債」の「その他」に含めていた「繰延税金負債」は、金額的重要性が増した
ため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年
度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「固定負債」の「その他」に表示していた98,164千円
は、「繰延税金負債」592千円、「その他」97,571千円として組み替えております。

追加情報

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日 
  至 平成24年３月31日)

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に
関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。
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（７）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23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

※１ 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 77,087

機械装置 389

土地 92,117

計 169,594

※１ 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 70,822

機械装置 0

土地 92,117

計 162,940

(連結損益及び包括利益計算書関係)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
  至 平成24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 412千円

機械装置及び運搬具 1,675千円

工具、器具及び備品 645千円

計 2,733千円

※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 176千円

計 176千円

※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 58千円

計 58千円

―――――

 

 

 

 

※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 169千円

機械装置及び運搬具 101千円

工具、器具及び備品 351千円

計 622千円

※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 15千円

計 15千円

―――――

※４ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

その他有価証券評価差額金

当期発生額 176,895千円

組替調整額 ―千円

税効果調整前 176,895千円

税効果額 52,893千円

その他有価証券評価差額金 124,002千円

その他の包括利益合計 124,002千円
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前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23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        1,476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 当連結会計年度期首 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 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 926,925 1,476 ― 928,401

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22年6月28日 
定時株主総会

普通株式 64,584 8.00 平成22年３月31日 平成22年６月29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23年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 64,572 8.00 平成23年３月31日 平成23年６月29日
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当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24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        230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 当連結会計年度期首 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 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 928,401 230 ― 928,631

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23年6月28日 
定時株主総会

普通株式 64,572 8.00 平成23年３月31日 平成23年６月29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24年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 64,570 8.00 平成24年３月31日 平成24年６月29日
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１ 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、代表取締役

が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり

ます。 

当社は、東京及び関西地区にサービス別の統括部を置き、各統括部は取り扱うサービスについての戦

略を立案し、直轄のラインである支店、営業所は戦略に基づき事業活動を展開しております。 

従って、当社は支店、営業所を基礎としたサービス別事業セグメントから構成されており、当該事業

セグメントのうち集約基準並びに量的基準を満たした「ビルメンテナンス事業」及び「警備事業」の２

つを報告セグメントとしております。 

「ビルメンテナンス事業」は大型商業施設やビルの清掃管理、衛生管理、設備管理等の請負を主たる

事業としております。「警備事業」は大型商業施設やビルの常駐警備、機械警備、保安警備等の請負を

主たる事業としております。 

  

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と概ね同一であります。 

  

  

(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22年４月１日 
  至 平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
  至 平成24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 2,086,857千円

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金
 △818,963 〃 

現金及び現金同等物 1,267,893千円

※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 2,711,310千円

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金
△1,140,000 〃

現金及び現金同等物 1,571,310千円

(セグメント情報)
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

(単位：千円) 

 
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送事業、人材派遣事業、賃貸ビ

ル事業等を含んでおります。 

２ セグメント利益の調整額△573,268千円には負ののれん償却額46,240千円、各報告セグメントに配分していな

い全社費用等△619,509千円が含まれており、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般

管理費であります。また、セグメント資産の調整額2,127,299千円は報告セグメントに帰属しない余資運用資

金（長期預金）並びに管理部門の資産等であります。 

３ セグメント利益は、連結財務諸表の経常利益と調整を行っております。 

  

前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）

報告セグメント
その他
(注)1

合計
調整額 
(注)2

連結財務諸表
計上額 
(注)3

ビルメンテ
ナンス事業

警備事業 計

売上高

外部顧客への 
売上高

7,045,005 2,490,178 9,535,184 227,156 9,762,340 ― 9,762,340

セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 7,045,005 2,490,178 9,535,184 227,156 9,762,340 ― 9,762,340

セグメント利益 694,849 208,382 903,231 54,147 957,379 △573,268 384,110

セグメント資産 3,478,600 818,286 4,296,887 975,910 5,272,797 2,127,299 7,400,097

その他の項目

減価償却費 10,514 18,150 28,664 17,160 45,824 18,322 64,147

のれんの償却額 15,750 ― 15,750 ― 15,750 ― 15,750

負ののれんの 
償却額

― ― ― ― ― 46,240 46,240

受取利息 ― ― ― ― ― 10,311 10,311

支払利息 47 2,902 2,950 ― 2,950 824 3,775

有形固定資産及
び無形固定資産
の増加額

13,035 70,798 83,834 95,247 179,081 6,024 185,106
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(単位：千円) 

 
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、人材派遣事業、賃貸ビル事業、コ

ールセンター事業及び倉庫事業を含んでおります。 

２ セグメント利益の調整額△577,382千円には負ののれん償却額46,240千円、各報告セグメントに配分していな

い全社費用等△623,623千円が含まれており、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般

管理費であります。また、セグメント資産の調整額2,069,752千円は報告セグメントに帰属しない余資運用資

金（長期預金等）並びに管理部門の資産等であります。 

３ セグメント利益は、連結財務諸表の経常利益と調整を行っております。 

  

当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）

報告セグメント
その他
(注)1

合計
調整額 
(注)2

連結財務諸表
計上額 
(注)3

ビルメンテ
ナンス事業

警備事業 計

売上高

外部顧客への 
売上高

6,913,450 2,484,497 9,397,948 220,585 9,618,534 ― 9,618,534

セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 6,913,450 2,484,497 9,397,948 220,585 9,618,534 ― 9,618,534

セグメント利益 759,904 178,344 938,249 79,255 1,017,504 △577,382 440,122

セグメント資産  4,014,170  1,041,363 5,055,533 420,369 5,475,902  2,069,752  7,545,655

その他の項目

減価償却費  10,913  19,628 30,541 19,400 49,941  8,979 58,921

のれんの償却額 15,750 ― 15,750 ― 15,750 ― 15,750

負ののれんの 
償却額

― ― ― ― ― 46,240 46,240

受取利息 ― ― ― ― ―  8,564 8,564

支払利息 127  3,263 3,391 ― 3,391  1,154 4,546

有形固定資産及
び無形固定資産
の増加額

 4,236  8,673 12,909 2,684 15,593  884 16,478
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セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

本邦以外への外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

  

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

(単位：千円) 

 
  

  

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

本邦以外への外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

  

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

(単位：千円) 

 
  

(関連情報)

前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

(2) 有形固定資産

３ 主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

㈱大丸松坂屋百貨店 1,800,106 ビルメンテナンス事業、警備事業

当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）

１ 製品及びサービスごとの情報

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

(2) 有形固定資産

３ 主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

㈱大丸松坂屋百貨店 1,591,871 ビルメンテナンス事業、警備事業

㈱ＪＦＲサービス 1,215,070 ビルメンテナンス事業、警備事業
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該当事項はありません。 

  

(単位：千円) 

 
(注) のれん及び負ののれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略して

おります。 

  

(単位：千円) 

 
(注) のれん及び負ののれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略して

おります。 

  

該当事項はありません。 

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

報告セグメント
その他 合計 調整額

連結財務諸表
計上額ビルメンテ

ナンス事業
警備事業 計

（のれん）

当期末残高 47,250 ― 47,250 ― 47,250 ― 47,250

（負ののれん）

当期末残高 ― ― ― ― ― 160,909 160,909

当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）

報告セグメント
その他 合計 調整額

連結財務諸表
計上額ビルメンテ

ナンス事業
警備事業 計

（のれん）

当期末残高 31,500 ― 31,500 ― 31,500 ― 31,500

（負ののれん）

当期末残高 ― ― ― ― ― 114,668 114,688

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ 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。 

 
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 682.18円
 

１株当たり純資産額 720.11円

１株当たり当期純利益金額 26.03円
 

１株当たり当期純利益金額 30.55円

項目
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当期純利益（千円） 210,137 246,611

普通株式に係る当期純利益（千円） 210,137 246,611

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） 8,072,470 8,071,564

項目
前連結会計年度 

（平成23年３月31日）

当連結会計年度 

（平成24年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 5,506,246 5,812,234

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 5,506,246 5,812,234

1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（株） 8,071,599 8,071,369

(重要な後発事象)
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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23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,372,118 1,972,459

売掛金 711,923 790,962

有価証券 198,520 150,000

商品及び製品 1,538 1,626

原材料及び貯蔵品 23,271 18,107

前払費用 75,596 82,398

繰延税金資産 61,652 56,230

その他 119,486 16,257

貸倒引当金 △2,002 △759

流動資産合計 2,562,105 3,087,283

固定資産   

有形固定資産   

建物 931,050 933,943

減価償却累計額 △534,526 △553,483

建物（純額） 396,523 380,460

機械及び装置 232,936 238,304

減価償却累計額 △209,714 △215,875

機械及び装置（純額） 23,222 22,429

車両運搬具 15,914 15,165

減価償却累計額 △14,602 △14,339

車両運搬具（純額） 1,312 826

工具、器具及び備品 175,966 171,718

減価償却累計額 △155,827 △157,208

工具、器具及び備品（純額） 20,139 14,510

土地 694,593 694,593

リース資産 100,203 100,203

減価償却累計額 △13,705 △26,847

リース資産（純額） 86,497 73,355

有形固定資産合計 1,222,288 1,186,174

無形固定資産   

ソフトウエア 10,356 6,134

その他 1,810 1,810

無形固定資産合計 12,166 7,944
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 703,051 771,743

関係会社株式 519,217 615,025

出資金 4,234 4,234

匿名組合出資金 500,000 484,210

従業員に対する長期貸付金 1,185 610

長期前払費用 1,515 826

リース投資資産 74,906 83,562

繰延税金資産 109,497 －

長期預金 600,000 200,000

差入保証金 52,533 53,977

保険積立金 125,469 137,629

その他 6,575 6,592

貸倒引当金 △3,450 △3,450

投資その他の資産合計 2,694,734 2,354,962

固定資産合計 3,929,189 3,549,081

資産合計 6,491,295 6,636,365

負債の部   

流動負債   

買掛金 253,016 211,610

短期借入金 50,000 50,000

リース債務 21,987 26,187

未払金 3,156 73,474

未払費用 233,499 244,403

未払法人税等 54,836 23,843

未払消費税等 26,259 55,617

前受金 13,102 3,912

預り金 15,893 15,109

賞与引当金 129,698 128,544

流動負債合計 801,450 832,703

固定負債   

リース債務 150,662 143,831

繰延税金負債 － 21,686

退職給付引当金 462,411 309,350

資産除去債務 7,810 7,995

長期未払金 42,200 45,054

その他 41,084 41,600

固定負債合計 704,168 569,517

負債合計 1,505,619 1,402,221
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24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   

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 3,347,976 3,472,534

利益剰余金合計 4,300,476 4,425,034

自己株式 △267,587 △267,640

株主資本合計 4,868,526 4,993,031

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 117,149 241,112

評価・換算差額等合計 117,149 241,112

純資産合計 4,985,676 5,234,144

負債純資産合計 6,491,295 6,636,365
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(2)【損益計算書】 
（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日
  至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日
  至 平成24年３月31日) 

売上高   

作業収入 7,304,596 7,402,312

倉庫収入 49,969 48,331

商品売上高 80,749 81,750

その他の収入 360,373 395,086

売上高合計 7,795,688 7,927,479

売上原価   

労務費 5,055,417 5,155,218

外注工賃 1,388,202 1,470,725

経費 267,640 264,809

その他 138,869 131,375

売上原価合計 6,850,129 7,022,129

売上総利益 945,559 905,350

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 1,805 388

貸倒引当金繰入額 584 －

役員報酬 57,964 57,042

給料及び手当 235,507 222,507

賞与引当金繰入額 28,120 31,530

退職給付費用 8,985 5,405

福利厚生費 68,977 59,498

減価償却費 11,829 7,050

賃借料 44,592 43,963

水道光熱費 11,751 11,576

消耗品費 9,068 10,928

図書印刷費 9,868 9,935

旅費及び交通費 13,469 12,986

通信費 20,428 22,775

交際費 15,535 16,991

支払手数料 34,662 37,012

租税公課 38,137 38,420

雑費 33,723 40,742

販売費及び一般管理費合計 645,012 628,754

営業利益 300,546 276,595

営業外収益   

受取利息 9,414 7,704

受取配当金 15,700 15,331

受取賃貸料 5,841 5,841

管理収入 1,200 1,200

匿名組合投資利益 － 25,293

雑収入 9,612 11,826

営業外収益合計 41,768 67,196

営業外費用   

支払利息 3,775 4,546

その他 912 9

営業外費用合計 4,687 4,555

経常利益 337,626 339,236
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
  至 平成24年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 185 －

保険差益 15,923 －

退職給付制度終了益 － 21,151

特別利益合計 16,108 21,151

特別損失   

固定資産売却損 58 －

固定資産廃棄損 2,271 333

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,265 －

損害賠償金 － 5,816

特別損失合計 8,595 6,150

税引前当期純利益 345,140 354,237

法人税、住民税及び事業税 117,082 81,381

法人税等調整額 24,532 83,725

法人税等合計 141,615 165,106

当期純利益 203,525 189,131
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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22年４月１日
  至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日
  至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 450,000 450,000

当期末残高 450,000 450,000

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 385,637 385,637

当期末残高 385,637 385,637

資本剰余金合計   

当期首残高 385,637 385,637

当期末残高 385,637 385,637

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 112,500 112,500

当期末残高 112,500 112,500

その他利益剰余金   

当期首残高 840,000 840,000

当期末残高 840,000 840,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 3,209,035 3,347,976

当期変動額   

剰余金の配当 △64,584 △64,572

当期純利益 203,525 189,131

当期変動額合計 138,940 124,558

当期末残高 3,347,976 3,472,534

利益剰余金合計   

当期首残高 4,161,535 4,300,476

当期変動額   

剰余金の配当 △64,584 △64,572

当期純利益 203,525 189,131

当期変動額合計 138,940 124,558

当期末残高 4,300,476 4,425,034

自己株式   

当期首残高 △267,260 △267,587

当期変動額   

自己株式の取得 △326 △52

当期変動額合計 △326 △52

当期末残高 △267,587 △267,640

株主資本合計   

当期首残高 4,729,912 4,868,526

当期変動額   

剰余金の配当 △64,584 △64,572

当期純利益 203,525 189,131

自己株式の取得 △326 △52

当期変動額合計 138,614 124,505

当期末残高 4,868,526 4,993,031
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
  至 平成24年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 188,191 117,149

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △71,041 123,962

当期変動額合計 △71,041 123,962

当期末残高 117,149 241,112

評価・換算差額等合計   

当期首残高 188,191 117,149

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △71,041 123,962

当期変動額合計 △71,041 123,962

当期末残高 117,149 241,112

純資産合計   

当期首残高 4,918,103 4,985,676

当期変動額   

剰余金の配当 △64,584 △64,572

当期純利益 203,525 189,131

自己株式の取得 △326 △52

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △71,041 123,962

当期変動額合計 67,572 248,468

当期末残高 4,985,676 5,234,144
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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

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24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

 ② その他有価証券

時価のあるもの

事業年度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)

時価のないもの

移動平均法による原価法

匿名組合出資金の会計処理

匿名組合出資を行うに際して、匿名組合の財産の持分相当額を「匿名組合出資金」として計上しておりま

す。匿名組合の出資時に「匿名組合出資金」を計上し、匿名組合が獲得した純損益の持分相当額については

営業外損益に計上するとともに同額を「匿名組合出資金」に加減する処理を行っております。

 ③ 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法

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。

３ 固定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）

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。

 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。

 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。

 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。

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。
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当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

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等

財務内容評価法によっております。

 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。

 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。

(追加情報)

当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成23年４月1日より現行の適格年金制度を廃止し、確定拠出年金制

度及び退職一時金制度へ移行いたしました。この移行に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等

に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。なお、本移行により特別利益とし

て21,151千円を計上しております。

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

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。

表示方法の変更

当事業年度
(自 平成23年４月１日 
  至 平成24年３月31日)

（貸借対照表関係）

前事業年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「仮払金」は、金額的重要性がないため、当事業
年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組
替えを行っております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「仮払金」に表示していた115,373千円は、「その
他」119,486千円として組み替えております。

前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期貸付金」は、金額的重要性がない
ため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の
財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」の「長期貸付金」に表示していた０千円
は、「その他」6,575千円として組み替えております。

（損益計算書関係）

前事業年度において、独立掲記しておりました「売上高」の「運送収入」は、金額的重要性がないため、当事業
年度より「その他の収入」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸
表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「売上高」の「運送収入」に表示していた31,304千円は、「その
他の収入」360,373千円として組み替えております。

追加情報

当事業年度
(自 平成23年４月１日 
  至 平成24年３月31日)

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関
する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の
適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。

㈱白青舎(9736) 平成24年３月期 決算短信

－35－



  

 
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ 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。 

 
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
  

該当事項はありません。 

（６）個別財務諸表に関する注記事項

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 617.68円
 

１株当たり純資産額 648.48円

１株当たり当期純利益金額 25.21円
 

１株当たり当期純利益金額 23.43円

項目
前事業年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当期純利益（千円） 203,525 189,131

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） 203,525 189,131

普通株式の期中平均株式数（株） 8,072,470 8,071,564

項目
前事業年度 

（平成23年３月31日）

当事業年度 

（平成24年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 4,985,676 5,234,144

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 4,985,676 5,234,144

1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（株） 8,071,599 8,071,369

(重要な後発事象)
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