
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

     

   

 
 

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日）
（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年３月期第１四半期 2,463 2.6 53 △17.8 91 △2.8 58 △7.5
25年３月期第１四半期 2,401 0.7 65 △16.9 93 △6.5 63 △25.3

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 204百万円( ―％) 25年３月期第１四半期 6百万円(△94.3％)

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益

円 銭 円 銭

26年３月期第１四半期 7.25 ―
25年３月期第１四半期 7.84 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第１四半期 8,240 6,293 76.4
25年３月期 8,024 6,169 76.9

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 6,293百万円 25年３月期 6,169百万円

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

25年３月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
26年３月期 ―

26年３月期(予想) 0.00 ― 10.00 10.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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) 4,890 2.1 123 1.9 176 0.0 110 △6.7 13.63
通期 9,730 0.1 335 △5.5 430 △5.5 267 △9.9 33.08

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） ― 、除外 １社（社名）
ハクセイサービス 
株式会社

（注）詳細は、添付資料３ページ「２ サマリー情報（注記事項）に関する事項 (１)当四半期連結累計期間における重
要な子会社の異動」をご覧ください。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（３）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

（４）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) 26年３月期１Ｑ 9,000,000株 25年３月期 9,000,000株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 928,631株 25年３月期 928,631株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 8,071,369株 25年３月期１Ｑ 8,071,369株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開

示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー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
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあた
っての注意事項等については、添付資料３ページ「１ 当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想など
の将来予測情報に関する説明」をご覧ください。



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………２ 

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………２ 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………３ 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ……………………………………………３ 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………３ 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………３ 

３．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………４ 

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………４ 

（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 ……………………………………………６ 

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………７ 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………７ 

  

○添付資料の目次

㈱白青舎(9736) 平成26年３月期第１四半期決算短信

― 1 ― 



当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年末に安倍政権が積極的な金融緩和政策を発表

した後、その政策への期待から為替相場は円安に傾き、株式市場では５月に日経平均株価が一時１万５

千円台となるなど、景況感は好転しております。しかしながら、社会保険料率の上昇や来春に予定され

ている消費税増税などの不安材料が景気動向や企業業績にどのような影響を与えるか、不透明な状況で

推移しております。 

ビルメンテナンス・警備業界におきましては、景気の先行きが不透明な状況を反映して、ビルや対象

物件の管理・サービスに係るコストを抑制する傾向はさらに強まっております。新規物件においては入

札や既存業者との相見積もり、既存物件においては顧客からの仕様変更や減額要請などにより、受注価

格は下落傾向にあります。また、取引高シェアの高い百貨店・小売業界において、消費税増税に向けて

の構造改革が進められることが予測され、当社グループを取り巻く環境はより一層厳しくなるものと予

想されます。 

このような経営環境の下、当社グループでは、経営資源の集中と効率化並びに営業力の強化を図るた

め、４月１日付で連結子会社のハクセイサービス株式会社を吸収合併し、新たな組織で新規業務、スポ

ット業務及び既存のお客様からの追加業務の獲得を目指し、営業活動を展開いたしました。 

その結果、神奈川県の工場における清掃業務や京都府の一般ビルの常駐警備業務、さらに神戸・京都

の百貨店における機械警備業務を受注することができました。しかしながら、お客様のコスト削減要請

は強く、仕様変更・見直しによる減額や解約も一部発生いたしました。 

費用面におきましては、退職給付費用や業務ソフトウェアの改修費用など、合併に伴うイニシャルコ

ストが増加いたしました。 

以上により、当第１四半期連結累計期間における売上高は、２４億６千３百万円（前年同四半期比

２．６％増）、営業利益５千３百万円（同１７．８％減）、経常利益９千１百万円（同２．８％減）、

四半期純利益５千８百万円(同７．５％減)となりました。 

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ２億１千６百万円増加して８２億

４千万円となりました。このうち流動資産は、１億２千２百万円減少して４０億７千４百万円となりま

した。これは主として、有価証券が２億円減少したことによるものであります。また、固定資産は前連

結会計年度末に比べ３億３千８百万円増加して４１億６千６百万円となりました。これは主として、投

資有価証券が３億３千１百万円増加したことによるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ９千２百万円増加して１９億４千７百万円となりました。このうち

流動負債は、前連結会計年度末に比べ１千２百万円増加して１０億４千４百万円となりました。また、

固定負債は前連結会計年度末に比べ７千９百万円増加して９億２百万円となりました。これは主とし

て、固定負債の退職給付引当金が１千６百万円増加したことによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ１億２千３百万円増加して６２億９千３百万円となりました。こ

れは主として、その他有価証券評価差額金が１億４千６百万円増加したことによるものであります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明
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業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因によって予想

値と異なる可能性があります。なお、平成２６年３月期の連結業績予想につきましては、平成２５年４月

２５日に「平成２５年３月期決算短信」で公表いたしました業績数値から変更はありません。 

  

前連結会計年度末において当社の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25年

４月１日付で当社が吸収合併したため、当第１四半期連結累計期間より、連結の範囲から除外してお

ります。 

  

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算
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３．四半期連結財務諸表 
  (1)四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
（平成25年３月31日） 

当第１四半期連結会計期間 
（平成25年６月30日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,873,416 2,917,632

受取手形及び売掛金 925,647 916,359

有価証券 200,000 －

商品及び製品 17,765 16,477

原材料及び貯蔵品 23,240 22,404

その他 157,696 201,974

貸倒引当金 △1,247 △785

流動資産合計 4,196,518 4,074,062

固定資産   

有形固定資産   

土地 831,226 831,226

その他（純額） 494,076 488,794

有形固定資産合計 1,325,303 1,320,021

無形固定資産   

のれん 15,750 11,812

その他 6,017 15,053

無形固定資産合計 21,767 26,865

投資その他の資産   

投資有価証券 1,543,742 1,875,040

その他 940,317 947,798

貸倒引当金 △3,450 △3,450

投資その他の資産合計 2,480,609 2,819,389

固定資産合計 3,827,679 4,166,277

資産合計 8,024,197 8,240,339

負債の部   

流動負債   

買掛金 197,640 173,854

短期借入金 50,000 50,000

未払法人税等 123,944 36,152

賞与引当金 132,816 49,761

その他 527,571 734,864

流動負債合計 1,031,971 1,044,632

固定負債   

退職給付引当金 397,441 413,513

負ののれん 68,427 58,171

その他 357,189 430,952

固定負債合計 823,058 902,637

負債合計 1,855,029 1,947,269
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（単位：千円）

前連結会計年度 
（平成25年３月31日） 

当第１四半期連結会計期間 
（平成25年６月30日） 

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 5,216,960 5,194,768

自己株式 △267,760 △267,760

株主資本合計 5,794,709 5,772,518

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 374,458 520,552

その他の包括利益累計額合計 374,458 520,552

純資産合計 6,169,167 6,293,070

負債純資産合計 8,024,197 8,240,339
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(2)四半期連結損益及び包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 

    至 平成24年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 

    至 平成25年６月30日） 

売上高 2,401,217 2,463,416

売上原価 2,112,113 2,168,081

売上総利益 289,103 295,334

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 56,393 53,203

賞与引当金繰入額 9,336 12,743

のれん償却額 3,937 3,937

その他 154,263 171,860

販売費及び一般管理費合計 223,930 241,745

営業利益 65,173 53,589

営業外収益   

受取利息 1,584 2,350

受取配当金 5,648 6,108

負ののれん償却額 11,560 10,255

匿名組合投資利益 6,200 6,502

受取補償金 － 8,213

雑収入 4,886 5,037

営業外収益合計 29,879 38,468

営業外費用   

支払利息 1,056 735

雑損失 14 13

営業外費用合計 1,070 749

経常利益 93,982 91,309

特別利益   

固定資産売却益 － 47

特別利益合計 － 47

特別損失   

固定資産廃棄損 164 8

特別損失合計 164 8

税金等調整前四半期純利益 93,817 91,348

法人税等合計 30,524 32,826

少数株主損益調整前四半期純利益 63,293 58,521

四半期純利益 63,293 58,521

少数株主損益調整前四半期純利益 63,293 58,521

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △57,138 146,094

その他の包括利益合計 △57,138 146,094

四半期包括利益 6,155 204,616

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 6,155 204,616
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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