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平成 18年２月期     個別財務諸表の概要 
平成 18 年４月 14 日 

上 場 会 社 名 セントラル警備保障株式会社 上 場 取 引 所 東証第一部 

コ ー ド 番 号 ９７４０ 本社所在都道府県 東京都 

(URL http://www.we-are-csp.co.jp/)   

代 表 者 役職名 代表取締役執行役員社長 氏名 白 川 保 友  

問 合 せ 責 任 者 役職名 取締役常務執行役員 氏名 久 持 俊 司 TEL(０３)３３４４－１７１１(代) 

決算取締役会開催日 平成 18 年４月 14 日  中間配当制度の有無 有 

配当支払開始予定日 平成 18 年５月 26 日  単元株制度採用の有無 有(１単元 100 株) 

定時株主総会開催予定日 平成 18 年５月 25 日    

 
１ 18 年２月期の業績(平成 17 年３月１日～平成 18 年２月 28 日) 
(1) 経営成績                    (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 売上高 営業利益 経常利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
18 年２月期 29,680 2.9 841 △18.8 1,054 △9.8 
17 年２月期 28,838 5.3 1,036 △7.1 1,169 △4.5 

 

 当期純利益 
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 

株主資本 
当期純利益率 

総資本 
経常利益率 

売上高 
経常利益率 

 百万円 ％ 円  銭 ％ ％ ％ ％ 
18 年２月期 586 9.0 37  95 ― 4.1 4.6 3.6 
17 年２月期 537 △9.6 33  51 ― 4.1 5.5 4.1 

(注) ①期中平均株式数    18 年２月期 14,727,666 株   17 年２月期 14,737,171 株 
②会計処理の方法の変更    無 
③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。 

 
(2) 配当状況 

１株当たり年間配当金 
 

 中間 期末 
配当金総額 
(年    間) 

配当性向 
株主資本 
配 当 率 

 円    銭 円    銭 円    銭 百万円 ％ ％ 
18 年２月期 15  00 7  50 7  50 220 39.5 1.5 
17 年２月期 15  00 7  50 7  50 221 44.8 1.6 
 
(3) 財政状態                (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 
 百万円 百万円 ％ 円    銭 
18 年２月期 24,247 14,915 61.5 1,010  97 
17 年２月期 22,044 13,537 61.4 916  13 
(注) ①期末発行済株式数 

②期末自己株式数 
18 年２月期 
18 年２月期 

14,726,616 株 
90,076 株 

17 年２月期 
17 年２月期    

14,728,715 株 
87,977 株 

 

 
２ 19 年２月期の業績予想(平成 18 年３月１日～平成 19 年２月 28 日) 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

中間 期末  
 百万円 百万円 百万円 円  銭 円  銭 円  銭 

中 間 期 14,970 540 240 ７ 50   
通    期 30,500 1,350 700  ７ 50 15 00 

(参考)  １株当たり予想当期純利益(通期) 45 円 67 銭 
※上記に記載した予想数値は、現時点で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場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は平成 18 年２月期決算短信（連結）添付資料の８ページを参照して下さい。 
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１ 財務諸表等 

財務諸表 

① 貸借対照表 

 

  第33期 
(平成17年２月28日) 

第34期 
(平成18年２月28日) 比較増減(△) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比 

(％) 金額(千円) 構成比 
(％) 金額(千円) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金   5,418,862   5,199,410   △219,451 

２ 受取手形   20,908   58,773   37,865 

３ 未収警備料 ※１  2,133,340   2,334,273   200,933 

４ 売掛金   208,957   246,923   37,966 

５ 貯蔵品   860,696   856,500   △4,195 

６ 前払費用   198,164   282,085   83,920 

７ 立替金   236,057   262,872   26,815 

８ 繰延税金資産   315,024   335,416   20,392 

９ 関係会社短期貸付金   30,000   ―   △30,000 

10 その他   105,081   197,818   92,736 

11 貸倒引当金   △6,100   △5,500   600 

流動資産合計   9,520,992 43.1  9,768,575 40.2  247,583 

Ⅱ 固定資産          

(1) 有形固定資産          

１ 建物  3,087,380   3,089,451     

減価償却累計額  1,080,108 2,007,271  1,180,366 1,909,084   △98,186 

２ 警報装置  7,442,269   8,103,183     

減価償却累計額  5,001,934 2,440,335  5,453,067 2,650,116   209,780 

３ 車両運搬具  537,247   374,755     

減価償却累計額  392,934 144,312  302,700 72,055   △72,257 

４ 器具備品  851,207   856,441     

減価償却累計額  691,735 159,472  733,682 122,759   △36,713 

５ 土地   865,038   865,038   ― 

有形固定資産合計   5,616,430 25.4  5,619,053 23.1  2,623 

(2) 無形固定資産          

１ 営業権   ―   2,400   2,400 

２ ソフトウエア   171,754   302,581   130,827 

３ 電信電話専用 
   施設利用権   25,036   21,737   △3,298 

４ 電話加入権   142,881   151,053   8,172 

無形固定資産合計   339,672 1.5  477,773 1.9  138,100 

（注）表示単位未満の端数については切捨てて表示しております。 
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  第33期 
(平成17年２月28日) 

第34期 
(平成18年２月28日) 比較増減(△) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比 

(％) 金額(千円) 構成比 
(％) 金額(千円) 

(3) 投資その他の資産          

１ 投資有価証券   3,960,280   5,836,491   1,876,211 

２ 関係会社株式   473,989   508,989   35,000 

３ 従業員長期 
   貸付金   3,571   1,858   △1,712 

４ 関係会社長期 
  貸付金   680,000   460,000   △220,000 

５ 長期前払費用   6,917   4,797   △2,120 

６ 差入保証金及び 
  敷金   1,068,629   1,044,303   △24,325 

７ 前払年金費用   257,015   417,632   160,616 

８ その他   154,028   144,355   △9,672 

９ 貸倒引当金   △37,199   △36,499   700 

投資その他の資産 
合計   6,567,232 29.7  8,381,930 34.5  1,814,697 

固定資産合計   12,523,335 56.8  14,478,757 59.7  1,955,422 

資産合計   22,044,327 100.0  24,247,332 100.0  2,203,005 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 買掛金   1,044,740   1,083,140   38,400 

２ 短期借入金   845,000   635,000   △210,000 

３ 未払金   336,999   303,054   △33,945 

４ 未払費用   1,178,749   1,187,132   8,382 

５ 未払法人税等   277,811   337,714   59,903 

６ 未払消費税等   203,469   149,906   △53,562 

７ 前受警備料   318,932   323,682   4,750 

８ 前受金   91,474   63,787   △27,686 

９ 預り金   1,877,231   1,961,173   83,942 

10 賞与引当金   608,500   621,000   12,500 

11 その他   16,476   22,778   6,301 

流動負債合計   6,799,384 30.8  6,688,371 27.5  △111,013 

Ⅱ 固定負債          

１ 長期借入金   ―   210,000   210,000 

２ 繰延税金負債   1,175,226   2,007,835   832,608 

３ 退職給付引当金   103,930   106,030   2,100 

４ 長期未払金   ―   141,710   141,710 

５ 役員退職慰労引当金   248,701   ―   △248,701 

６ 預り保証金   179,451   177,821   △1,629 

固定負債合計   1,707,309 7.7  2,643,397 10.9  936,088 

負債合計   8,506,694 38.5  9,331,768 38.4  825,074 

（注）表示単位未満の端数については切捨てて表示しております。 
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  第33期 
(平成17年２月28日) 

第34期 
(平成18年２月28日) 比較増減(△) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比 

(％) 金額(千円) 構成比 
(％) 金額(千円) 

(資本の部)          

Ⅰ 資本金 ※２  2,924,000 13.2  2,924,000 12.0  ― 

Ⅱ 資本剰余金          

１ 資本準備金   2,781,500   2,781,500   ― 

２ その他資本剰余金          

  自己株式処分差益  2,587 2,587  2,588 2,588   0 

資本剰余金合計   2,784,087 12.6  2,784,088 11.4  0 

Ⅲ 利益剰余金          

１ 利益準備金   236,500   236,500   ― 

２ 任意積立金          

  別途積立金  2,865,000 2,865,000  2,865,000 2,865,000   ― 

３ 当期未処分利益   2,862,459   3,183,716   321,256 

利益剰余金合計   5,963,959 27.0  6,285,216 25.9  321,256 

Ⅳ その他有価証券 
   評価差額金 ※４  1,919,483 8.7  2,977,986 12.2  1,058,503 

Ⅴ 自己株式 ※３  △53,897 △0.2  △55,726 △0.2  △1,829 

資本合計   13,537,632 61.4  14,915,564 61.5  1,377,931 

負債・資本合計   22,044,327 100.0  24,247,332 100.0  2,203,005 

          
（注）表示単位未満の端数については切捨てて表示しております。 
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② 損益計算書 

 

  
第33期 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

第34期 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

比較増減(△) 

区分 注記 
番号 

金額(千円) 百分比 
(％) 

金額(千円) 百分比 
(％) 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高   28,838,738 100.0  29,680,705 100.0  841,966 

Ⅱ 売上原価   22,765,059 78.9  23,718,447 79.9  953,387 

売上総利益   6,073,678 21.0  5,962,258 20.0  △111,420 
Ⅲ 販売費及び一般 
   管理費 

         

１ 役員報酬  226,636   225,878     

２ 給料  1,664,031   1,704,727     

３ 賞与  282,235   261,777     

４ 賞与引当金繰入額  134,353   135,313     

５ 退職給付費用  44,819   52,196     

６ 法定福利費  309,536   328,902     
７ 役員退職慰労 
   引当金繰入額  42,816   ―     

８ 事務消耗品費  137,086   129,410     

９ 通信費  109,998   104,623     

10 交通費  148,648   140,110     

11 家賃  465,375   462,268     

12 事務所管理費  106,966   107,998     

13 広告宣伝費  371,254   376,099     

14 貸倒引当金繰入額  3,545   3,864     

15 減価償却費  167,823   148,385     

16 その他  822,077 5,037,204 17.4 938,913 5,120,470 17.2  83,265 

営業利益   1,036,474 3.5  841,788 2.8  △194,686 

Ⅳ 営業外収益          

１ 受取利息 ※１ 9,364   12,337     

２ 受取配当金 ※１ 63,582   131,185     

３ 受取保険金等  57,545   65,853     

４ 受取手数料  13,145   15,172     

５ 雑収入  9,188 152,825 0.5 14,650 239,199 0.8  86,373 

Ⅴ 営業外費用          

１ 支払利息  13,941   14,345     

２ 貯蔵品評価損  200   7,647     

３ 貯蔵品廃棄損  2,822   2,701     

４ 雑損失  2,457 19,421 0.0 1,385 26,079 0.0  6,657 

経常利益   1,169,877 4.0  1,054,907 3.5  △114,970 

Ⅵ 特別利益          

１ 前期損益修正益  18,402   5,606     

２ 固定資産売却益 ※２ ―   1,176     

３ その他  963 19,366 0.0 6 6,789 0.0  △12,576 

      
 
（注）表示単位未満の端数については切捨てて表示しております。 



 - 6 - 

 

  
第33期 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

第34期 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

比較増減(△) 

区分 注記 
番号 

金額(千円) 百分比 
(％) 

金額(千円) 百分比 
(％) 

金額(千円) 

Ⅶ 特別損失          

１ 前期損益修正損  10,944   18,249     
２ 投資有価証券 
   評価損  7,603   ―     

３ 固定資産除却損 ※３ 57,284   64,176     

４ 固定資産売却損 ※４ 5,380   5,796     

５ その他  587 81,799 0.2 ― 88,222 0.2  6,422 

税引前当期純利益   1,107,444 3.8  973,475 3.2  △133,969 
法人税、住民税及び
事業税 

 485,000   291,000     

 法人税等調整額  84,447 569,447 1.9 96,196 387,196 1.3  △182,251 

 当期純利益   537,996 1.8  586,278 1.9  48,282 

 前期繰越利益   2,435,001   2,707,894   272,892 

 中間配当額   110,538   110,456   △81 

 当期未処分利益   2,862,459   3,183,716   321,256 

          

（注）表示単位未満の端数については切捨てて表示しております。 
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③利益処分計算書 
 

株主総会承認年月日  
第33期 

(平成17年５月26日) 
第34期 

(平成18年５月25日) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益   2,862,459  3,183,716 

Ⅱ 利益処分額      

１ 配当金  110,465  110,449  

２ 役員賞与金 
  (うち監査役賞与金) 

 
44,100 
(3,600) 

154,565 
27,400 
(3,600) 

137,849 

Ⅲ 次期繰越利益   2,707,894  3,045,866 

      
(注) 以上のほか、第33期は平成16年11月８日に110,538千円(１株につき７円50銭)、第34期は平成17年11月８日

に110,456千円(１株につき７円50銭)の中間配当を実施いたしました。 

利益配当金については、普通配当１株につき７円50銭で実施予定です。 
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財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 第33期 第34期 

１ 有価証券の評価基
準及び評価方法 

  

(1)子会社及び関連会社株式 
 移動平均法に基づく原価法 
(2)その他有価証券 
 時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部資本直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算
出しております。) 

時価のないもの 
移動平均法に基づく原価法 

(1)子会社及び関連会社株式 
同左 

(2)その他有価証券 
 時価のあるもの 

同左 
 
 
 

時価のないもの 
同左 

２ たな卸資産の評価
基準及び評価方法 

貯蔵品 
先入先出法に基づく原価法 

貯蔵品 
同左 

３ 固定資産の減価償
却の方法 

(1)有形固定資産 
イ 建物(建物附属設備を除く) 

    平成10年３月以前取得分 
   定率法 
  平成10年４月以降取得分 
   定額法 

(1)有形固定資産 
イ 建物(建物附属設備を除く) 

同左 
 

 ロ その他の有形固定資産 
   定率法 
 なお、主な耐用年数は以下のとおりであ
ります。 
  建物   ３年～50年 
  警報装置 ５年～10年 

ロ その他の有形固定資産 
同左 

 

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 
 イ 営業権 

定額法(５年) 
ロ ソフトウェア 

社内における利用可能期間(５年)に
基づく定額法 

ハ その他の無形固定資産 
  定額法 

イ 営業権 
同左 

ロ ソフトウェア 
同左 

 
ハ その他の無形固定資産 

同左 
 (3)長期前払費用 (3)長期前払費用 
 定額法 同左 
４ 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、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検討し、回
収不能見込額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 
同左 

 

 (2) 賞与引当金 
従業員賞与の支給に備えるため、将来
の支給見込額のうち当期に負担すべ
き金額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 
同左 
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項目 第33期 第34期 

 (3) 退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当期
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、当期末に発生し
ていると認められる額を計上してお
ります。 
過去勤務債務については、その発生時
の従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数(７年)による定額法により
費用処理しております。 
数理計算上の差異については、発生時
の従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（７年）による定額法によ
り、翌期から費用処理することとして
おります。 
また、功労のあった管理職に対して、
退職時に支給する特別功労金に備え
るため、内規に基づく期末要支給額を
退職給付引当金に含めて計上してお
ります。 

(3) 退職給付引当金 
同左 

 (4) 役員退職慰労引当金 
役員の退職慰労金の支給に備えるた
め、内規に基づく期末要支給額の
100％を計上しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 
―――――― 
 
 
(追加情報) 
当社は、平成 17 年５月 26 日の定時株
主総会の日をもちまして、役員退職慰
労金制度を廃止することとし、当該慰
労金の打ち切り支給決議案が承認可
決されました。なお、当営業年度に退
任した役員に対しては、当該総会まで
の期間に対応する役員退職慰労金を
支給済であります。また、再任した役
員に対する未払額(141,710 千円)につ
いては固定負債の「長期未払金」とし
て表示しております。 
 

５ リース取引の処理
方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると
認められるもの以外のファイナンス・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ま
す。 
 

同左 
 

６ 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方法 
消費税及び地方消費税の会計処理方法は
税抜方式によっております。 
 

消費税等の会計処理方法 
同左 

 

 

表示方法の変更 

第33期 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

第34期 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

 
―――――――― 

(損益計算書) 
 前期まで特別利益の「その他」に含めて表示しており
ました「固定資産売却益」は、特別利益の総額の 100
分の 10 を超えたため区分掲記しました。 
なお、前期における「固定資産売却益」の金額は 453

千円であります。 
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注記事項 

 

(貸借対照表関係) 
 

項目 第33期 第34期 

※１ 関係会社に係る注記 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。 

未収警備料   378,240千円 

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。 

未収警備料   452,076千円 
※２ 会社が発行する株式

の総数 
普通株式  40,000,000株 普通株式  40,000,000株 

発行済株式総数 普通株式  14,816,692株 普通株式  14,816,692株 
※３ 自己株式の保有数 普通株式    87,977株 普通株式    90,076株 
※４ 配当制限 商法施行規則第124条第３号に規定す

る配当制限額 
商法施行規則第124条第３号に規定す
る配当制限額 

 資産の時価評価
により増加した
純資産額 

1,919,483千円 
資産の時価評価
により増加した
純資産額 

2,977,986千円 

 

(損益計算書関係) 
 

項目 第 33 期 第 34 期 

※１ 関係会社に係る注記 受取利息 9,259千円  受取利息 12,254千円 

 受取配当金 24,300千円  受取配当金 79,300千円 

※２ 固定資産売却益の内訳  車両運搬具 1,176千円 

 
―――――――― 

   

※３ 固定資産除却損の内訳 建物 2,686千円  建物 444千円 

 警報装置 49,232千円  警報装置 62,780千円 

 車両運搬具 1,542千円 車両運搬具 ―千円 

 器具備品 3,822千円 器具備品 951千円 

 合計 57,284千円 合計 64,176千円 

     

※４ 固定資産売却損の内訳 車両運搬具 5,380千円 車両運搬具 5,796千円 
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(リース取引関係) 
 

項目 第 33 期 第 34 期 

１ リース物件の所有
権が借主に移転す
ると認められるも
の以外のファイナ
ンス・リース取引 

  

  警報装置 器具備品 計    警報装置 器具備品 計  
  (千円) (千円) (千円)    (千円) (千円) (千円)  

 
取得価額 
相当額 528,108 206,832 734,940   

取得価額 
相当額 453,534 184,998 638,532 

 
減価償却 
累計額 
相当額 

278,499 116,196 394,695   
減価償却 
累計額 
相当額 

260,848 120,389 381,237 

 
期末残高 
相当額 

249,608 90,636 340,244   
期末残高 
相当額 

192,686 64,608 257,295 

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年以内 95,230 26,027 121,257   １年以内 80,871 24,073 104,944 
 １年超 154,377 64,608 218,986   １年超 111,814 40,535 152,350 
 合計 249,608 90,636 340,244   合計 192,686 64,608 257,295 

未経過リース料 
期末残高相当額 

       
  取得価額相当額及び未経過リース料期末

残高相当額の算定は、未経過リース料期末
残高が有形固定資産の期末残高等に占める
割合が低いため、支払利子込み法によって
おります。 

同左 

支払リース料 144,687千円 126,999千円 
減価償却費 
相当額 

144,687千円 126,999千円 

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
零とする定額法によっております。 

同左 

        
        
  (千円)    (千円)  
 １年以内 1,290   １年以内 54  
 １年超 54   １年超 ―  
 合計 1,344   合計 54  

２  オペレーティン
グ・リース取引 
未経過リース料 

        

 

(有価証券関係) 

第33期及び第34期 

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。 
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(税効果会計関係) 

第33期 第34期 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な
内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な
内訳 

(1) 流動資産   (1) 流動資産   
繰延税金資産   繰延税金資産   
賞与引当金 245,529千円  賞与引当金 250,573千円  
未払事業税・ 
未払事業所税 

30,405千円  
未払事業税・ 
未払事業所税 

45,884千円  

その他 39,088千円  その他 38,959千円  
繰延税金資産合計 315,024千円  繰延税金資産合計 335,416千円  

(2) 固定資産   (2) 固定資産   
繰延税金資産   繰延税金資産   
役員退職慰労引当金 100,350千円  長期未払金 57,179千円  
一括償却資産 58,143千円  一括償却資産 50,656千円  
退職給付引当金 41,935千円  退職給付引当金 42,783千円  
支払リース料否認 26,474千円  支払リース料否認 24,506千円  
ゴルフ会員権等 
評価損 

23,217千円  
ゴルフ会員権等 
評価損 

23,217千円  

その他 41,960千円  その他 51,027千円  
小計 292,083千円  小計 249,370千円  
評価性引当額 △65,178千円  評価性引当額 △74,245千円  

繰延税金資産合計 226,905千円  繰延税金資産合計 175,125千円  
繰延税金負債   繰延税金負債   
その他有価証券評価 
差額金 

△1,298,426千円  
その他有価証券評価 
差額金 

△2,014,446千円  

前払年金費用 △103,705千円  前払年金費用 △168,514千円  
繰延税金負債合計 △1,402,132千円  繰延税金負債合計 △2,182,961千円  
繰延税金負債純額 △1,175,226千円  繰延税金負債純額 △2,007,835千円  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に差異があるときの、当該差異の原因とな
った主要な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に差異があるときの、当該差異の原因とな
った主要な項目別の内訳 

法定実効税率 41.6％  法定実効税率 40.3％  
(調整)   (調整)   

交際費等永久に損金に
算入されない項目 

1.7％  
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 

△2.0％  
受取配当金等永久に益
金に算入されない項目 

△4.9％  

住民税等均等割額 6.2％  住民税等均等割額 7.1％  
評価性引当額 5.9％  評価性引当額 0.9％  
その他 △2.0％  税額控除 △3.7％  
   その他 △1.2％  

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

51.4％  
税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

39.8％  

  



 - 13 - 

(１株当たり情報) 
 

項目 第33期 第34期 

１株当たり純資産額 916円  13銭 1,010円  97銭 

１株当たり当期純利益 33円  51銭 37円  95銭 

(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。 

 第 33 期 第 34 期 

当期純利益 (千円) 537,996 586,278 

普通株主に帰属しない金額  (千円)   
利益処分による役員賞与金 44,100 27,400 

普通株式に係る当期純利益  (千円) 493,896 558,878 

期中平均株式数 (千株) 14,737 14,727 
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２ 役員の異動 

(1) 代表者の異動 
該当事項はありません。 
 
 

(2) その他の役員の異動 
 

取締役及び監査役（平成 18 年５月 25 日付予定） 
氏   名 新 現 

菅 原  擁 
取締役 執行役員 
大阪事業部長兼関西圏営業部長 

執行役員 
大阪事業部長兼関西圏営業部長 

久 持 俊 司 監査役（常勤） 
取締役 常務執行役員 
経理・財務担当 

緒 方  宏 顧問 監査役（常勤） 

 
 
(3) その他の異動 
 

執行役員（平成 18 年５月 25 日付予定） 
氏   名 新 現 

百 合 清 美 
取締役 専務執行役員 
事業統括本部長 

取締役 常務執行役員 
事業統括本部長 

久 須 美  康 博 
取締役 専務執行役員 
管理本部長 

取締役 常務執行役員 
管理本部長 

東  久 嗣 
専務執行役員 
新安全警備保障㈱代表取締役社長 

常務執行役員 
新安全警備保障㈱代表取締役社長 

大 塚 静 夫 
取締役 常務執行役員 
営業統括部長兼商品開発室長 

取締役 執行役員 
営業統括部長兼商品開発室長 

山 根 温 海 
取締役 常務執行役員 
東京システム事業部長 

取締役 執行役員 
東京システム事業部長 

近 藤 一 彦 
常務執行役員 
システムソリューション営業部長 
兼Ｓｕⅰｃａ入退館システム推進室長 

執行役員 
システムソリューション営業部長 
兼Ｓｕⅰｃａ入退館システム推進室長 

新 井 一 典 
常務執行役員 
㈱ＣＳＰフロンティア研究所 
代表取締役社長 

執行役員 
㈱ＣＳＰフロンティア研究所 
代表取締役社長兼技術担当 

古 屋 正 仁 
執行役員 
経営企画部長 

経営企画部長 

眞 壁 純 夫 
執行役員 
総務部長 

総務部長 

中 村 敏 郎 
執行役員 
研修部長 

研修部長 

中 野  豊 
執行役員 
技術統括部長 

技術統括部長 

 
 



 - 15 - 

顧問（平成 18 年５月 25 日付予定） 
氏   名 新 現 

稲 葉 武 行 
顧問 
健康保険組合・年金基金理事長 

執行役員 
研修担当 

清 水 常 隆 顧問 
顧問 
健康保険組合・年金基金理事長 

久 保 田 裕 久 退任 顧問 

 
部長職（所属長）（平成 18 年５月 25 日付予定） 

氏   名 新 現 

池 田 克 義 経理部長 
経理部担当部長兼警送部担当部長 
兼ＵＳＣＯＳ/警送事業改善ＰＴ担当 

 

 

以  上 


