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平成 19 年２月期 中間決算短信(連結) 

 

平成 18 年 10 月 13 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 経理部長 氏名 池 田 克 義 TEL(03)3344-1711(代) 

中間決算取締役会開催日 平成 18 年 10 月 13 日    

親 会 社 等 の 名 称 東日本旅客鉄道株式会社（コード番号：9020） 親会社等における当社の議決権所有比率25.3％ 

米国会計基準採用の有無 無     
 
１ 18 年８月中間期の連結業績(平成 18 年３月１日～平成 18 年８月 31 日) 

(１)連結経営成績       (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８月中間期 17,029 4.5 817 109.2 932 83.2

17 年８月中間期 16,300 11.4 390 △38.7 508 △25.5

18 年２月期 33,004 7.0 1,192 6.8 1,400 15.9

 中間(当期)純利益 １株当たり中間(当期)純利益
潜在株式調整後１株当たり 

中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18 年８月中間期 550 87.0 37 39 ― ―

17 年８月中間期 294 △20.8 19 99 ― ―

18 年２月期 792 49.0 51 73 ― ―

(注) ①持分法投資損益 

②期中平均株式数(連結) 

18年８月中間期 

18年８月中間期 

―百万円

14,726,381株

17年８月中間期

17年８月中間期

―百万円

14,728,143株

18年２月期 

18年２月期 

―百万円

14,727,666株

 ③会計処理の方法の変更 無 

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間増減率であります。
 
(２)連結財政状態       (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 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

18 年８月中間期 29,557 15,760 53.2 1,067 43

17 年８月中間期 25,870 14,353 55.5 974 63

18 年２月期 28,108 15,442 54.9 1,046 52

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年８月中間期 14,726,195株 17年８月中間期 14,727,545株 18年２月期 14,726,616株
 
(３)連結キャッシュ・フローの状況            (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。 

 
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

18 年８月中間期 971 △687 △180 3,689

17 年８月中間期 467 △764 △181 3,090

18 年２月期 1,788 △1,257 △512 3,587

 (４)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 ３社  持分法適用非連結子会社数 ０社 持分法適用関連会社数 ０社 

 (５)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結(新規) ０社 (除外) ０社 持分法(新規) ０社 (除外) ０社 
 

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

 売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

 百万円 百万円 百万円

通     期 34,150 1,750 950

(参考)  １株当たり予想当期純利益(通期)  64 円 51 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添付資料の６頁を参照して下さい。 
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１ 企業集団の状況 

当社の企業集団は、当社、子会社７社及び関連会社２社で構成され、警備請負サービスを中心としたセキュ

リティ事業、並びに建物総合管理業務等の分野において事業活動を行っております。 
当社グループの事業に係る位置づ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。 

 
（セキュリティ事業） 

常駐警備 ………当社のほか、子会社の㈱セントラルプラニング、関西シーエスピー㈱、新安全警備保障㈱、

エスシーエスピー㈱、第二エスシーエスピー㈱、関連会社のジェイアールエフ・パトロール

ズ㈱、㈱トーノーセキュリティで事業を行っております。 

 

機械警備 ………当社のほか、子会社の新安全警備保障㈱、関連会社の㈱トーノーセキュリティで事業を行

っております。また、子会社の㈱セントラルプラニング及び関連会社のジェイアールエフ・

パトロールズ㈱での契約先について、当社が警備を実施しております。 

 

運 輸……………当社のほか、子会社の新安全警備保障㈱、関連会社の㈱トーノーセキュリティで事業を行

っております。 

 
工事･機器販売…当社のほか、子会社の新安全警備保障㈱、㈱ＣＳＰフロンティア研究所、関連会社の㈱ト

ーノーセキュリティで事業を行っております。 

 

（その他の事業） 

清掃を中心とする建物総合管理には子会社の㈱セントラルプラニング、関西シーエスピー㈱、関連会社の

㈱トーノーセキュリティが従事しております。また、グループ各社の損害保険の窓口として、子会社の㈱セ

ントラルエージェンシーが保険代理店業務を行っております。 
 
なお、その他の関係会社である東日本旅客鉄道㈱は、当社のセキュリティ事業の主要な契約（販売）先であ

ります。 
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事業の系統図は、次のとおりであります。（平成 18 年８月 31 日現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国    内    の    契    約    先 

 非連結子会社 
  ㈱セントラル 
  エージェンシー 

グループ各社の 
保険代理店業務 

その他の関係会社 
東日本旅客鉄道㈱ セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
シ
ス
テ
ム
の 

研
究
・開
発
、
製
造
、
販
売 

警
備
請
負 

警備請負 
建物総合管理 警

備
請
負 

警備請負 
警
備
請
負 

 連結子会社 
新安全警備保障㈱ 

技術指導及び業務支援 

 非連結子会社 
エスシーエスピー㈱ 
第二エスシーエスピー㈱ 

 非連結子会社 
㈱ＣＳＰフロンティア研究所 

 関連会社 
ｼﾞｪｲｱｰﾙｴﾌ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙｽﾞ㈱ 
㈱トーノーセキュリティ  

技術指導 

セントラル警備保障㈱ 

( 当  社 ) 

装備品等 
の購入 

 連結子会社 
㈱セントラルプラニング 
関西シーエスピー㈱ 
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２ 経 営 方 針 

(1)会社の経営の基本方針 

 当社グループは、『仕事を通じ社会に寄与する』という『創業の理念』のもと、セキュリティ事業を中核事業

として、お客様から信頼される良質なサービスを提供することにより、社会の安全に貢献することを経営の基

本方針としております。 

 

(2)会社の利益配分に関する基本方針 

  当社は、経営基盤のより一層の強化と今後の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、株主各位への

安定的な配当の維持及び向上を図っていくことを利益配分に関する基本方針としております。 

 上記の方針に基づき、当中間期末配当につきましては、１株につき７円 50 銭といたします。 

 

(3)目標とする経営指標 

  当社グループは、株主利益の最大化を目的とした企業価値増大の経営を目指しており、株主資本利益率(ＲＯ

Ｅ)を主要な経営指標として設定し、常に収益の改善に努め、さらにコスト削減意識をもって企業経営に取り組

んでおります。 

 

(4)中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、創業 40 周年を期に経営体制を刷新し、伴せて今期、35 期（平成 19 年 2月期）から始まる

新しい中期経営計画「ＣＳＰパワーアップ計画」を策定いたしました。 

その主眼は、お客様とのグッドパートナー関係の構築とソリューション営業を実現するため、営業体制の強

化と効率化及び警備サービスの一層の品質向上を図ることであります。 

「ＣＳＰパワーアップ計画」の概要は次のとおりであります。 

① 期    間 

「ＣＳＰパワーアップ計画」は基本的には 35 期～37 期の３年計画としますが、数値計画は５年後（39 期）

のあるべき姿を見据えた計画としました。 

② 基本理念 

私たちセントラル警備保障は、お客様に愛され選ばれる信頼度 NO.１の「安心サービス企業」を目指しま

す。 

③ 基本方針 

「システム」と「人」を融合したソリューションサービスで、お客様の多様なニーズにお応えする企業

を目指します。 

・お客様価値を創造し、お客様とともに歩むＣＳＰブランドを確立いたします。 

・当社の特色を発揮できる新しい事業分野へ積極的に進出いたします。 

・ホームセキュリティ分野に経営資源を集中し、当社の主軸事業へ強化します。 

・社員一人一人の力でサービス品質を向上します。 

・コスト競争力を高め、適正な利益を確保できる企業体質へと生まれ変わります。 

・真面目で意欲があり、結果を出せる社員が報われる会社にします。 

 

④ 数値目標 

（単位：百万円） 

35 期 36 期 37 期 38 期 39 期 
期  間 

(平成 19 年 2月期) (平成 20 年 2月期) (平成 21 年 2月期) (平成 22 年 2月期) (平成 23 年 2月期)

連結売上高 34,000 35,200 36,500 38,600 40,000 

連結営業利益 1,340 1,570 1,740 2,140 2,340 
（注）上記に記載した数値計画は、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ます。今後の業況等の変化によりましては、上記

数値計画を見直す場合があります。なお、35期の数値は期首の予測値であります。 

 
⑤ 進捗状況 

 数値目標の当中間期での進捗状況につきましては、後記の「３ 経営成績及び財政状態 (1)経営成績 ③通

期の見通し」に記載しております。 
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(5)会社の対処すべき課題 

  当社グループが目下対処すべき課題は、当 35 期（平成 19 年 2月期）からスタートした新中期経営計画「Ｃ

ＳＰパワーアップ計画」の６つの戦略目標の具現化を推進することであります。その内容は以下のとおりで

あります。 

① お客様の多様なニーズに応えるため、主力商品の販売強化、商品ラインナップの充実、新事業への積極

的進出を図って参ります。（商品戦略目標） 

② ＣＳＰグループの営業力・競争力を高めるため、営業体制及び販売促進機能の強化、販売チャンネルの

拡充、アフターフォロー体制の強化を図って参ります。（販売戦略目標） 

③ 情報の効率的な活用により、新ＯＡシステムによる業務の近代化、指令システムの高度化、お客様・株

主様への積極的な情報発信、社外情報の積極的収集、現場第一線との意思疎通の強化を図って参ります。

（情報戦略目標） 

④ 警備品質を向上するため、常駐警備部門及び機械警備部門の改善、運輸部門の効率化を図って参ります。

（運用戦略目標） 

⑤ ＣＳＰグループの経営力を強化するため、本社機構の明確化・スリム化、事業部・支社の体制見直し、

グループ経営の強化、ＣＳＬネットワークの強化、コンプライアンス体制の整備を図って参ります。（組

織・グループ戦略目標） 

⑥ 社内体制を整備するため、社員教育制度の拡充、人事制度の確立、社員の活力及び自主性の育成、福利

厚生の充実を図って参ります。（バックアップ戦略目標） 

 

(6)親会社等に関する事項 

①親会社等の商号等                                                        （平成18年８月31日現在） 

親会社等 属性 
親会社等の議決

権所有割合（％）

親会社等が発行する株券が上場

されている証券取引所等 

東日本旅客鉄道株式会社 

上場会社が他の会社の

関連会社である場合に

おける当該他の会社 

直接 25.3 

東京証券取引所市場第一部 

大阪証券取引所市場第一部 

名古屋証券取引所市場第一部 

 

②親会社等企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

  当社は、東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本）の持分法適用関連会社であり、当社は同社企業グルー

プの「その他の事業」の一翼を担っております。また、当社が同社企業グループに属することによって、

当社の事業活動及び経営判断に一定の制約を受けることはありません。 

  当社は、平成９年 12 月にＪＲ東日本と「業務提携基本契約」を締結して以来、同社が管轄する各駅の

警備、同社の本社ビル等の大型常駐警備、同社及び同社グループの集配金業務（現金輸送等）などのセキ

ュリティサービスの提供、また、新セキュリティシステムの共同開発を行う等、その提携関係を強化して

参りました。 

  同社との関係は、「業務提携基本契約」に基づき、今後とも、良質なセキュリティサービスを提供し、

その受注を拡大して行くとともに、互いの安全に対するノウハウの相乗効果によって、共に社業の発展に

寄与することを基本方針としております。 

 

③親会社等との取引に関する事項 

関係内容 

親会社等の名称 役員の 

兼任等 

事業上

の関係

取引の内容 
取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高 

(千円) 

常駐警備、機械

警備及び運輸 
1,333,900

未収 

警備料 
454,591

東日本旅客鉄道 

株式会社 
なし 

警備の 

受託 

営業

取引
機器工事収入 10,622 売掛金 3,519

(注)１ 営業取引については、取引金額には消費税等を含まず、残高には消費税等を含んで表示しており

ます。 

２ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

常駐警備、機械警備及び運輸並びに機器工事収入についての価格その他の取引条件は、当社と関

連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。 
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３ 経営成績及び財政状態 

(1)経営成績 

①当期の業績の概況 

  当中間連結会計期間におけるわが国経済は、設備投資や個人消費の増加等により企業収益が改善するなど、

緩やかな景気回復が続いております。 

  しかしながら、警備業界におきましては、国際的なテロ不安などの影響により警備サービスに対する需要

は拡大しているものの、既契約先からの値下げ要請や厳しい価格競争により収益性の改善が難しい状況にあ

ります。 

 このような状況の中、当社グループは、本年３月よりスタートさせた新中期経営計画「ＣＳＰパワーアッ

プ計画」に基づき、お客様とのグットパートナー関係を構築すべく、ソリューション営業の実現に向けた営

業体制の強化と効率化、また、警備サービスの一層の品質向上に努めて参りました。 

当社グループの主事業であります「セキュリティ事業」におきましては、強いセキュリティ・ニーズに支

えられ、堅調に売上を伸ばしております。 

特に常駐警備部門では、それぞれの警備対象施設の状況に即した「人」による木目の細かい警備サービス

が提供できることから、不特定多数の人が出入りする駅ビルなどの大型商用ビルの警備契約及びそれらの施

設での臨時警備契約がともに増加いたしました。 

また機械警備部門では、オフィスビルや店舗などの法人向けセキュリティ契約はもちろん、ＣＳＰのマン

ション・セキュリティ「HiSCT（ハイセクト）」やＣＳＰのホームセキュリティ「ファミリーガード」など

の個人向け市場での契約を順調に伸ばしております。 

さらに、前述のマンション・セキュリティ「HiSCT（ハイセクト）」を始め、出入管理の強化を目的とし

た Suica 入退館システムや各種防犯カメラなどの設置工事が増加し、工事・機器販売部門の売上を伸ばしま

した。 

  以上の結果、当中間連結会計期間における当社グループの業績は、売上高は 170 億２千９百万円（前年同

期比 4.5％増）、営業利益は８億１千７百万円（前年同期比 109.2％増）となり、経常利益は９億３千２百万

円（前年同期比 83.2％増）、当期純利益は５億５千万円（前年同期比 87.0％増）となりました。 

 

②セグメント別の状況 

  全セグメントの売上高、営業利益のそれぞれの合計額に占める「セキュリティ事業」の割合が、いずれも

90％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

③通期の見通し 

  通期の見通しにつきましては、わが国経済は引続き緩やかな景気回復を持続していくものと思われますが、

警備業界におきましては同業社間の価格競争等による受注価格の下落傾向に加え、雇用情勢の改善による人

件費高騰が懸念されるなど、当社グループを取り巻く厳しい経営環境は依然として続くものと思われます。 

  このような中、当社グループは本年３月よりスタートさせた新中期経営計画「ＣＳＰパワーアップ計画」

の達成に向けて、ＣＳＰグループの総力を挙げて取組んで参る所存であります。 

 なお、数値目標の当中間期での進捗率は、今期予想連結売上高 34,150 百万円に対し 49.9％、今期予想連

結経常利益 1,750 百万円に対し 53.3％であり、概ね計画どおり推移しております。当下期につきましては、

引続きセキュリティ事業の販売強化に努めるとともに一層のコスト削減に取り組み、更なる売上高拡大と収

益率の向上を図って参ります。 

平成 19年２月期の通期の連結業績予想につきましては、売上高 341億５千万円、営業利益 15億４千万円、

経常利益 17 億５千万円、当期純利益は９億５千万円を見込んでおります。 
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(2)財政状態 

当期の概況 

  当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ･

フローで９億７千１百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローで６億８千７百万円の減少、財務活

動からのキャッシュ・フローで１億８千万円の減少の結果、前連結会計年度末に比べ１億２百万円増加し、

36 億８千９百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間の税金等調整前中間純利益は９億１千６百万円でありましたが、減価償却による資金

の内部留保５億８千７百万円、前払年金費用の増加１億８千９百万円などにより、営業活動から得られた資

金は９億７千１百万円(前年同期比 107.6％増)となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間の投資活動の結果使用した資金は６億８千７百万円(前年同期比 10.0％減)であり、そ

の主な内容は、有形固定資産の取得による支出６億５千６百万円などであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間の財務活動の結果使用した資金は１億８千万円(前年同期比 0.3％減)で、主に配当金

の支払１億１千万円によるものであります。 

 

平成17年２月期 平成18年２月期 平成19年２月期
 

中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率(％) 61.7 53.7 55.5 54.9 53.2

時価ベースの自己資本比率(％) 56.6 51.6 51.5 50.1 48.5

債務償還年数(年) 0.4 1.6 3.3 1.6 1.4

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ 143.6 61.2 11.3 21.6 25.6

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 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。 

※ 営業キャッシュ・フローは、(中間)連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。有利子負債は、(中間)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全ての負

債を対象としております。また、利払いにつきましては、(中間)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。 

※ 債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍にしております。 
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(3)事業等のリスク情報 

当社グループの事業等に関するリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考え

られる主な事項を以下に掲載しています。 

当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の早期対応に努めて参

る所存であります。 

①情報管理及びプライバシー保護に関するリスク 

当社グループは、セキュリティ事業の各サービスの実施にあたって、業務運営上の必要から契約先の機

密情報その他の情報を知り得る立場にあります。 

当社グループは、従来から徹底した管理体制と社員教育により契約先の情報が外部に漏洩しないよう情

報の管理及びプライバシー保護に努めております。当社はさらに、これらの情報管理体制をより強化して

契約先との信頼関係を一層強固なものとするため、平成15年5月に全社を挙げてＩＳＭＳ（情報セキュリ

ティ・マネジメントシステム）認証を取得いたしました。 

また、平成17年４月から施行された個人情報保護法への対応については、当社内で「個人情報の保護に

関する基本方針」を定め、一連の個人情報保護に関する社内ルールを整備して、ＩＳＭＳをベースにした

情報管理を徹底させております。 

しかしながら、契約先の情報が外部に漏洩した場合には、当社グループの信用が損なわれることとなり、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

②価格競争に関するリスク 

市場規模に比べて警備業者は大小とりまぜて9,266社(警察庁公表「平成17年度における警備業の概況」

より)と多数にのぼっており、同業者間の価格競争が年々激しくなっております。当社グループは、これ

らの同業他社と競合状態にあり、今後の価格競争の動向によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

③社員採用に関するリスク 

景気の回復に伴って、都市部を中心に雇用状況が好転しつつあり、定期採用社員の応募ペースが低下す

るとともに、退職者の補充や新規契約の開始に当っての中途採用が難しくなっています。既に警備委託料

の上昇や募集経費の増加がみられ、さらに募集の魅力を高めるための採用給のアップも視野に入れると、

これら警備コストの増加を警備料金に転嫁できないときには、利益率が低下する可能性があります。 

④自動車費の増加に関するリスク 

当社では、機械警備の駆けつけ・巡回や輸送警備に多くの自動車を運行しています。原油価格の高騰に

伴う燃料代の上昇および路上放置自動車の取り締まり強化に伴う駐車料金の増加により、自動車費の増加

が予測されます。さらに同乗者を配置した場合の人件費負担など、自動車運行を取り巻く環境が大きく変

化した場合、警備コストの増加を警備料金に転嫁できないときには、利益率が低下する可能性があります。 

⑤技術の陳腐化に関するリスク 

機械警備業務における最近の傾向としては、ＩＴ技術の高度化を背景として、画像伝送システム等を利

用した機械警備業務や、ＧＰＳ（地球測位システム）等を利用した位置検索・緊急通報サービスなど、新

たな機械警備業務が進展を遂げています。 

また、情報ネットワークの拡大に伴い、各種情報の漏洩、コンピュータ・ウィルスによるデータの破壊

などの脅威から重要な情報資産を守るため、サイバーセキュリティの分野での需要も増大しております。 

当社グループとしましては、当該技術分野の研究・開発等により、技術革新等による既存の機器・装置

の陳腐化や犯罪の高度化・凶悪化に対応しておりますが、急速な環境変化への対応が遅れた場合には、当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥法令に抵触した場合のリスク 

ア. 警備業法等 

当社グループは、セキュリティ事業の実施にあたって、警備業法及び関係法令の規制を受けております。 

警備業法は警備業務の実施の適正を図るため昭和47年に制定されたもので、目的を達成するために必要

な規制を定めております。同法によれば、警備業を行うためには本社の所在する都道府県公安委員会から

認定を受ける必要があります。当社は、昭和58年３月に東京都公安委員会より同法に基づく認定（第２号）

を受け、５年ごとに更新手続きを行っております。 

また、平成17年11月に施行されました同法の改正に対しては、適確に対応すべく登録作業を完了し、引

き続き資格取得の促進を図っております。 

なお、当社の他、子会社である㈱セントラルプラニング、関西シーエスピー㈱、新安全警備保障㈱、エ

スシーエスピー㈱、第二エスシーエスピー㈱、関連会社であるジェイアールエフ・パトロールズ㈱、㈱ト

ーノーセキュリティが同様に警備業法及び関係法令の規制を受けております。 



 - 9 - 

イ. その他の法律等 

機械警備業務及び工事・機器販売の業務においては、契約先の施設に警報機器を設置しており、この設

置工事に関して建設業法上の法的規制を受けております。 

また、運輸業務（警送業務）においては、契約先の要請に応じ、現金輸送車を利用し現金等を輸送して

いるため、貨物自動車運送事業法等の法的規制を受けております。 

ウ. 法的規制に係るリスク 

当社グループでは、業務管理及び社員教育を徹底し、コンプライアンス意識の維持向上に努めておりま

すが、以上の関係法令に違反して、罰則の適用を受け、営業停止等の行政処分を受けた場合には、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦大規模災害等に関するリスク 

当社グループでは、災害発生時の対応について、普段より対応マニュアルの整備及び定期的な教育・訓

練の実施等により、対策を講じております。また、機械警備部門では、万一に備えて東京と大阪に相互に

バックアップ機能を持たせた全国ネットワーク（機械警備統合システムＳ２１）を構築しております。 

しかしながら、広範囲に亘って大規模な地震や火災などが発生した場合には、公共の通信インフラの機

能停止、道路、鉄道などの交通インフラの遮断などにより、当社グループが提供する各種のセキュリティ

サービスの実行に支障をきたすおそれがあります。また、当社が契約先に設置している警報機器等（当社

資産）が損傷した場合には、修理・交換等の対応を余儀なくされる可能性があります。 

したがいまして、大規模な災害等が発生した場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼ

すおそれがあります。 

⑧関連当事者との取引等に関するリスク 

当社と大株主（所有株式比率25.0％）である東日本旅客鉄道㈱及びそのグループとの間の当中間連結会

計期間における売上実績は、28億２千５百万円となり、全売上高の16.5％を占めております。 

当社は、平成９年12月に東日本旅客鉄道㈱と「業務提携基本契約」を締結して以来、同社が管轄する各

駅の警備、同社の本社ビル等の常駐警備、同社及び同社グループの集配金業務（現金輸送等）などのセキ

ュリティサービスの提供、及び、新セキュリティシステムの共同開発等を行って、その提携関係を強化し

て参りました。また、今後もその提携関係は強化していく方針でありますので、同社及び同社グループに

対する売上比率は徐々に高まっていくものと思われます。 

したがいまして、同社の業績が著しく悪化した場合、あるいは当社との提携関係を望まなくなった場合

には、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼすおそれがあります。 
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４ 中間連結財務諸表等 

(1) 中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成18年２月28日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産 

１ 現金及び預金  6,517,740 8,685,158  7,346,651

２ 受取手形及び売掛金  303,316 225,707  276,888

３ 未収警備料   2,458,334 2,600,297  2,606,368

４ たな卸資産   768,044 949,746  882,671

５ 繰延税金資産   354,117 363,781  368,029

６ その他   608,352 800,830  688,668

７ 貸倒引当金   △7,748 △5,678  △7,302

流動資産合計   11,002,156 42.5 13,619,844 46.0  12,161,975 43.2

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産    

１ 建物及び構築物 3,834,511 3,880,949 3,834,843 

減価償却累計額 1,166,633 2,667,878 1,301,962 2,578,987 1,246,802 2,588,040

２ 警報装置及び 
運搬具 

8,448,195 8,763,948 8,560,009 

減価償却累計額 5,610,658 2,837,537 5,857,641 2,906,306 5,783,629 2,776,379

３ 土地   1,604,161 1,604,161  1,604,161

４ その他  865,112 860,924 867,914 

減価償却累計額  714,802 150,310 733,177 127,747 740,308 127,605

有形固定資産合計   7,259,887 28.0 7,217,203 24.4  7,096,187 25.2

(2) 無形固定資産    

１ 営業権  632,700 452,100  542,400

２ その他  386,788 593,553  487,050

無形固定資産合計   1,019,488 3.9 1,045,653 3.5  1,029,450 3.6

(3) 投資その他の資産    

１ 投資有価証券  4,868,554 5,791,300  6,099,316

２ 差入保証金 
  及び敷金 

 1,109,027 1,110,258  1,100,142

３ 繰延税金資産  24,954 20,115  11,399

４ その他  621,749 787,007  645,784

５ 貸倒引当金   △35,521 △33,971  △35,523

投資その他の資産合計   6,588,764 25.4 7,674,710 25.9  7,821,118 27.8

固定資産合計   14,868,140 57.4 15,937,567 53.9  15,946,757 56.7

資産合計   25,870,296 100.0 29,557,411 100.0  28,108,732 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成18年２月28日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  893,296 1,000,406  980,010

２ 短期借入金  1,025,000 875,000  875,000

３ 未払費用  1,501,005 1,496,516  1,476,256

４ 未払法人税等  171,879 377,145  417,173

５ 前受警備料  313,394 300,997  326,588

６ 預り金  2,389,712 4,192,587  2,903,495

７ 賞与引当金  703,730 698,475  674,102

８ その他  506,676 595,799  581,718

流動負債合計  7,504,695 29.0 9,536,927 32.2  8,234,344 29.2

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金  2,100,000 1,960,000  2,030,000

２ 繰延税金負債  1,406,658 1,866,509  1,902,440

３ 退職給付引当金  114,431 126,330  119,926

４ 役員退職慰労 
引当金 

 7,900 10,375  9,084

５ その他  379,211 296,571  335,074

固定負債合計  4,008,201 15.4 4,259,785 14.4  4,396,525 15.6

負債合計  11,512,896 44.5 13,796,713 46.6  12,630,869 44.9

(少数株主持分)   

少数株主持分  3,476 0.0 ― ―  35,755 0.1

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  2,924,000 11.3 ― ―  2,924,000 10.4

Ⅱ 資本剰余金  2,784,088 10.7 ― ―  2,784,088 9.9

Ⅲ 利益剰余金  6,395,380 24.7 ― ―  6,782,721 24.1

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

 2,305,402 8.9 ― ―  3,007,025 10.6

Ⅴ 自己株式  △54,947 △0.2 ― ―  △55,726 △0.1

資本合計  14,353,923 55.5 ― ―  15,442,107 54.9

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 25,870,296 100.0 ― ―  28,108,732 100.0

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  ― ― 2,924,000 9.8  ― ―

２ 資本剰余金  ― ― 2,784,088 9.4  ― ―

３ 利益剰余金  ― ― 7,192,565 24.3  ― ―

４ 自己株式  ― ― △56,223 △0.1  ― ―

株主資本合計  ― ― 12,844,430 43.4  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券 
評価差額金 

 ― ― 2,863,685 9.6  ― ―

２ 繰延ヘッジ損益  ― ― 11,049 0.0  ― ―

評価・換算差額等合計  ― ― 2,874,734 9.7  ― ―

Ⅲ 少数株主持分  ― ― 41,532 0.1  ― ―

純資産合計  ― ― 15,760,698 53.3  ― ―

負債純資産合計  ― ― 29,557,411 100.0  ― ―
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② 中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   16,300,752 100.0 17,029,249 100.0  33,004,673 100.0

Ⅱ 売上原価   12,900,830 79.1 13,241,882 77.7  25,951,167 78.6

売上総利益   3,399,921 20.8 3,787,366 22.2  7,053,506 21.3

Ⅲ 販売費及び一般管 
理費 

   

１ 給料手当  1,218,396 1,208,682 2,563,295 

２ 賞与引当金繰入額 151,305 145,789 142,506 

３ 法定福利費 180,182 181,180 363,735 

４ 退職給付費用  32,277 5,448 65,785 

５ 役員退職慰労 
引当金繰入額 

 1,393 1,291 1,800 

６ 貸倒引当金繰入額  3,945 3,937 5,879 

７ 交通費  82,970 78,312 153,819 

８ 家賃  259,378 257,556 519,740 

９ 事務所管理費  55,413 47,242 111,330 

10 広告宣伝費  211,904 242,478 382,835 

11 減価償却費  174,747 176,891 353,417 

12 その他  637,298 3,009,214 18.4 621,318 2,970,127 17.4 1,197,237 5,861,382 17.7

営業利益   390,706 2.3 817,239 4.7  1,192,123 3.6

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  95 169 787 

２ 受取配当金 88,323 111,064 108,641 

３ 受取保険金等  20,309 23,266 65,853 

４ 受取手数料  6,599 8,291 15,172 

５ その他  54,642 169,969 1.0 13,653 156,446 0.9 114,617 305,073 0.9

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  41,290 38,595 82,547 

２ 貯蔵品評価損  7,580 2,067 7,647 

３ 貯蔵品廃棄損 2,416 423 3,732 

４ その他  438 51,725 0.3 162 41,249 0.2 2,386 96,313 0.2

経常利益   508,951 3.1 932,436 5.4  1,400,883 4.2

Ⅵ 特別利益    

１ 前期損益修正益  4,976 744 5,606 

２ 投資有価証券 
売却益 

― 108,600 ― 

３ その他 115 5,092 0.0 2,214 111,559 0.6 1,427 7,033 0.0
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅶ 特別損失   

１ 前期損益修正損  10,983 7,728 18,364 

２ 投資有価証券評価損 50 ― 50 

３ 固定資産除却損 ※１ 38,756 34,604 65,042 

４ 固定資産売却損 ※２ 3,994 3,271 5,796 

５ 減損損失 ※３ ― 81,509 ― 

６ その他 ― 53,784 0.3 ― 127,114 0.7 769 90,023 0.2

税金等調整前中間
(当期)純利益 

 460,258 2.8 916,881 5.3  1,317,893 3.9

法人税、住民税 
及び事業税 

77,217 299,726 402,527 

法人税等調整額 86,592 163,810 1.0 56,413 356,140 2.0 99,916 502,443 1.5

少数株主利益  1,973 0.0 10,096 0.0  23,177 0.0

中間(当期)純利益  294,475 1.8 550,644 3.2  792,272 2.4
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③ 中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間(自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日) 

株 主 資 本 評価・換算差額等 

 

資本金 
資本 

剰余金 
利益 
剰余金 

自己株式
株主資本

合計 

その他
有価証券
評価差額金

繰延 
ヘッジ
損益 

評価・換算 
差額等 
合計 

少数株主
持分 

純資産 
合計 

平成 18 年２月 28 日
残高(千円) 

2,924,000 2,784,088 6,782,721 △55,726 12,435,082 3,007,025 ― 3,007,025 35,755 15,477,862

中間連結会計期間中
の変動額 

   

剰余金の配当   △110,449 △110,449  △110,449

利益処分による 
役員賞与 

  △30,350 △30,350  △30,350

中間純利益   550,644 550,644  550,644

自己株式の取得   △497 △497  △497

自己株式の処分  0 0 0  0

株主資本以外の項
目の中間連結会計
期間中の変動額
(純額) 

  △143,339 11,049 △132,290 5,777 △126,512

中間連結会計期間中
の変動額合計 

― 0 409,844 △496 409,348 △143,339 11,049 △132,290 5,777 282,835

平成 18 年８月 31 日
残高(千円) 

2,924,000 2,784,088 7,192,565 △56,223 12,844,430 2,863,685 11,049 2,874,734 41,532 15,760,698
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④ 中間連結剰余金計算書 

  

前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  2,784,087  2,784,087

Ⅱ 資本剰余金増加高   

自己株式処分差益  0 0 0 0

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末)残高  2,784,088  2,784,088

   

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  6,260,671  6,260,671

Ⅱ 利益剰余金増加高   

中間(当期)純利益  294,475 294,475 792,272 792,272

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 配当金  110,465 220,922 

２ 役員賞与(うち監査役賞与)  
49,300

(3,600)
159,765

49,300 

(3,600) 
270,222

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高  6,395,380  6,782,721
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⑤ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日)

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

１ 税金等調整前中間(当期) 

  純利益 
 460,258 916,881 1,317,893

２ 減価償却費  580,497 587,610 1,216,882

３ 投資有価証券評価損  50 ― 50

４ 退職給付引当金の増加額  779 6,403 6,275

５  前払年金費用の増加額  ― △189,310 △159,642

６ 貸倒引当金の増加額 

(△減少額) 
 305 △3,176 △137

７ 賞与引当金の増加額  44,940 24,373 15,312

８ 役員退職慰労引当金の 

  増加額(△減少額) 
 △273,308 1,291 △272,124

９ 受取利息及び受取配当金  △88,419 △111,234 △109,429

10 支払利息  41,290 38,595 82,547

11 投資有価証券売却益  ― △108,600 ―

12 固定資産除売却損  42,750 37,876 69,662

13 減損損失  ― 81,509 ―

14 売上債権の減少額 

(△増加額) 
 △137,523 57,251 △259,130

15 たな卸資産の減少額 

(△増加額) 
 122,085 △67,075 7,459

16 仕入債務の増加額(△減少額)  △85,037 20,395 1,675

17 未払費用の増加額  42,781 20,260 18,032

18 前受警備料の増加額 

  (△減少額) 
 △10,002 △25,590 3,190

19 役員賞与の支払額  △49,300 △30,350 △49,300

20 その他の増加額(△減少額)  △564 △19,421 186,979

    小計  691,582 1,237,689 2,076,197

21 利息及び配当金の受取額  88,419 111,234 109,429

22 利息の支払額  △41,295 △37,864 △82,557

23 法人税等の支払額  △271,035 △339,754 △315,051

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 467,670 971,304 1,788,017
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日)

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

１ 定期預金の預入による支出 

  又は払戻による収入(純額) 
 16,440 △23,760 62,680

２ 有形固定資産の取得による  

  支出 
 △597,560 △656,508 △1,037,800

３ 投資有価証券の取得による 

  支出 
 △100,713 △30,828 △136,688

４ 投資有価証券の売却による 

  収入 
 ― 195,500 ―

５ 営業譲受による支出  △3,000 ― △3,000

６ 無形固定資産の取得による 

  支出 
 ― △176,325 △221,942

７ その他  △79,811 3,938 79,148

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 △764,644 △687,984 △1,257,603

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

１ 短期借入金の純増減額  ― ― △360,000

２ 長期借入による収入  245,000 35,000 245,000

３ 長期借入金の返済による 

  支出 
 △315,000 △105,000 △175,000

４ 配当金の支払額  △110,465 △110,449 △220,922

５ 自己株式の取得による支出  △1,051 △497 △1,829

６  自己株式の売却による収入  1 0 1

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 △181,515 △180,946 △512,751

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 

  (△減少額) 
 △478,489 102,374 17,662

Ⅴ 現金及び現金同等物の 

  期首残高 
 3,569,425 3,587,087 3,569,425

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

  中間期末(期末)残高 
※ 3,090,935 3,689,461 3,587,087
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ 連結の範囲に関す
る事項 

１ 連結子会社の数及び連
結子会社名 
連結子会社数は３社であ
り社名は 

 ㈱セントラルプラニング
 関西シーエスピー㈱ 
 新安全警備保障㈱ 

であります。 

１ 連結子会社の数及び連
結子会社名 
連結子会社数は３社であ
り社名は 

 ㈱セントラルプラニング
 関西シーエスピー㈱ 
 新安全警備保障㈱ 
であります。 

１ 連結子会社の数及び連
結子会社名 
連結子会社数は３社で
あり社名は 

 ㈱セントラルプラニング
 関西シーエスピー㈱ 
 新安全警備保障㈱ 
であります。 

 ２  非連結子会社の数及び
非連結子会社名 
子会社のうち㈱セントラ

ルエージェンシー、エスシ
ーエスピー㈱、第二エスシ
ーエスピー㈱、㈱ＣＳＰフ
ロンティア研究所の４社は
連結対象としておりませ
ん。この非連結子会社の総
資産、売上高、中間純損益
(持分に見合う額)及び利益
剰余金(持分に見合う額)等
の割合は、いずれも小規模
であり、全体としても中間
連結財務諸表に重要な影響
を及ぼしておりません。 

２  非連結子会社の数及び
非連結子会社名 
子会社のうち㈱セントラ

ルエージェンシー、エスシ
ーエスピー㈱、第二エスシ
ーエスピー㈱、㈱ＣＳＰフ
ロンティア研究所の４社は
連結対象としておりませ
ん。この非連結子会社の総
資産、売上高、中間純損益
(持分に見合う額)及び利益
剰余金(持分に見合う額)等
の割合は、いずれも小規模
であり、全体としても中間
連結財務諸表に重要な影響
を及ぼしておりません。 

２ 非連結子会社の数及び
非連結子会社名 
子会社のうち㈱セントラ

ルエージェンシー、エスシ
ーエスピー㈱、第二エスシ
ーエスピー㈱、㈱ＣＳＰフ
ロンティア研究所の４社は
連結対象としておりませ
ん。この非連結子会社の総
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
の割合は、いずれも小規模
であり、全体としても連結
財務諸表に重要な影響を及
ぼしておりません。 

２ 持分法の適用に関
する事項 

 非連結子会社４社及び関
連会社１社(ジェイアール
エフ・パトロールズ㈱)は、
それぞれ中間純損益及び利
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、
持分法適用の範囲から除外
しております。 

 非連結子会社４社及び関
連会社２社(ジェイアール
エフ・パトロールズ㈱、㈱
トーノーセキュリティ)は、
それぞれ中間純損益及び利
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、
持分法適用の範囲から除外
しております。 

 非連結子会社４社及び関
連会社２社(ジェイアール
エフ・パトロールズ㈱、㈱
トーノーセキュリティ)は、
それぞれ当期純損益及び利
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、
持分法適用の範囲から除外
しております。 

３ 連結子会社の中間
決算日等(事業年度
等)に関する事項 

 連結子会社のうち、㈱セ
ントラルプラニングの中間
決算日は８月31日であり、
関西シーエスピー㈱及び新
安全警備保障㈱は６月30日
であります。中間連結財務
諸表の作成にあたっては、
それぞれ同日現在の中間財
務諸表を利用しております
が、中間連結決算日との間
に生じた重要な取引につい
ては、連結上必要な調整を
行っております。 

 連結子会社のうち、㈱セ
ントラルプラニングの中間
決算日は８月31日であり、
関西シーエスピー㈱及び新
安全警備保障㈱は６月30日
であります。中間連結財務
諸表の作成にあたっては、
それぞれ同日現在の中間財
務諸表を利用しております
が、中間連結決算日との間
に生じた重要な取引につい
ては、連結上必要な調整を
行っております。 

連結子会社のうち㈱セン
トラルプラニングの決算日
は２月末日であり、関西シ
ーエスピー㈱及び新安全警
備保障㈱は12月31日であり
ます。連結財務諸表の作成
に当たっては、それぞれ同
日現在の財務諸表を利用し
ておりますが、連結決算日
との間に生じた重要な取引
については、連結上必要な
調整を行っております。 

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 

(イ)有価証券 
その他有価証券 

  時価のあるもの 
   …中間決算日の市場

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
による) 

１ 重要な資産の評価基準
及び評価方法 

(イ)有価証券 
  その他有価証券 
  時価のあるもの 
   …中間決算日の市場

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
法による) 

１ 重要な資産の評価基準
及び評価方法 

(イ)有価証券 
  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
る) 
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 項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

 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 

  時価のないもの 
 …同左 

 
 (ロ)デリバティブ 

 …時価法 
(ロ)デリバティブ 

 …同左 
(ロ)デリバティブ 
   …同左 

 (ハ)たな卸資産 
  貯蔵品…先入先出法に

よる原価法 

(ハ)たな卸資産 
  貯蔵品…同左 

(ハ)たな卸資産 
  貯蔵品…同左 

 
 ２ 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 
(イ)有形固定資産 
 ① 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 

２ 重要な減価償却資産の
減価償却の方法 

(イ)有形固定資産 
 ① 建物(建物附属設備

を除く) 
同左 

２ 重要な減価償却資産の
減価償却の方法 

(イ)有形固定資産 
 ① 建物(建物附属設備

を除く) 
同左 

  ② その他の有形固定資
産 

    定率法 
  なお、主な耐用年数は、

以下の通りであります。
  建物及び構築物 

３年～50年
  警報装置及び運搬具 

３年～10年

② その他の有形固定資
産 

同左 

② その他の有形固定資
産 

同左 

 (ロ)無形固定資産 
 ① 営業権 

定額法(５年) 

(ロ)無形固定資産 
 ① 営業権 

同左 

(ロ)無形固定資産 
  ① 営業権 

同左 
  ② 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 

 ② ソフトウェア 
同左 

② ソフトウェア 
同左 

  ③ その他の無形固定資
産 
定額法 

 ③ その他の無形固定資
産 

同左 

 ③ その他の無形固定資
産 

同左 
 (ハ)長期前払費用 

  定額法 
(ハ)長期前払費用 

同左 
(ハ)長期前払費用 

同左 
 ３ 重要な引当金の計上基

準 
(イ)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。 

３ 重要な引当金の計上基
準 

(イ)貸倒引当金 
同左 

３ 重要な引当金の計上基
準 

(イ)貸倒引当金 
同左 

 (ロ)賞与引当金 
  従業員賞与の支給に充

てるため、将来の支給見
込額のうち当中間連結会
計期間に負担すべき金額
を計上しております。 

(ロ)賞与引当金 
 同左 

(ロ)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
込額のうち当連結会計年
度に負担すべき金額を計
上しております。 
 

 



 - 20 - 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

 (ハ)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、当中間連結会
計期間末において発生し
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、発生
の翌連結会計年度より費
用処理しております。 
また、親会社は功労の

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
基づく当中間連結会計期
間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。 

(ハ)退職給付引当金 
同左 

(ハ)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、発生の翌連
結会計年度から費用処理
しております。   
  また、親会社は功労の
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
基づく当連結会計年度末
要支給額を退職給付引当
金に含めて計上しており
ます。 

 (ニ)役員退職慰労引当金 
  連結子会社２社は、役

員の退職慰労金の支給に
備えるため、内規に基づ
く中間期末要支給額の
100％を計上しておりま
す。 
(追加情報) 

  親会社は、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、
当中間連結会計期間に退
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「その
他」として表示しており
ます。 

(ニ)役員退職慰労引当金 
  連結子会社２社は、役

員の退職慰労金の支給に
備えるため、内規に基づ
く中間期末要支給額の
100％を計上しておりま
す。 

 

(ニ)役員退職慰労引当金 
連結子会社２社は、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。 

  (追加情報) 
  親会社は、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、
当連結会計年度に退任し
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「その他」
として表示しておりま
す。 

 ４ 重要なリース取引の処
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。

４ 重要なリース取引の処
理方法 

同左 

４ 重要なリース取引の処
理方法 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

 ５ 重要なヘッジ会計の方
法 

① 原則として繰延ヘッジ
処理によっております。
なお、特例処理の要件を
満たしている金利スワッ
プについては特例処理に
よっております。 

５ 重要なヘッジ会計の方
法 

同左 

５ 重要なヘッジ会計の方
法 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対
象 
ヘッジ手段：金利スワップ 
ヘッジ対象：借入金の利息 

③ ヘッジ方針 
  デリバティブ取引に関
する内部規程に基づき、
ヘッジ対象に係る金利変
動リスクを一定の範囲内
でヘッジしております。

  

 ④ ヘッジ有効性評価の方
法 
 ヘッジ対象のキャッシ
ュ・フロー変動の累計と
ヘッジ手段のキャッシ
ュ・フロー変動の累計を
半期ごとに比較し、両者
の変動額等を基礎にし
て、ヘッジ有効性を評価
しています。ただし、特
例処理によっている金利
スワップについては、有
効性の評価を省略してお
ります。 

  

 ５ 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。
 なお、仮払消費税額等
及び仮受消費税額等は相
殺のうえ、純額を流動負
債の「その他」に含めて
表示しております。 

６ 消費税等の会計処理方
法 

同左 

６ 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。

５ 中間連結キャッシ
ュ・フロー計算書
(連結キャッシュ・
フロー計算書)にお
ける資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・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
月以内に償還期限の到来す
る短期投資からなっており
ます。 

同左  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
に償還期限の到来する短期
投資からなっております。
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中間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 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

 
―――――――― 

（固定資産の減損に係る会計基準）
 当中間連結会計期間より、「固定資
産の減損に係る会計基準」（「固定資
産の減損に係る会計基準の設定に関
する意見書」（企業会計審議会 平成
14年８月９日））及び「固定資産の減
損に係る会計基準の適用指針」（企業
会計基準適用指針第６号 平成15年
10月31日）を適用しております。 
これにより、税金等調整前中間純

利益は71,286千円減少しておりま
す。 
 なお、減損損失累計額については、
改正後の中間連結財務諸表規則に基
づき各資産の金額から直接控除して
おります。 

 
―――――――― 

 
―――――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準） 
 当中間連結会計期間より、「貸借対
照表の純資産の部の表示に関する会
計基準」(企業会計基準第５号 平成
17年12月９日)及び「貸借対照表の純
資産の部の表示に関する会計基準等
の適用指針」(企業会計基準適用指針
第８号 平成17年12月９日)を適用
しております。 
 従来の「資本の部」の合計に相当
する金額は15,708,116千円でありま
す。 
 なお、中間連結財務諸表規則の改
正により、当中間連結会計期間にお
ける中間連結貸借対照表の純資産の
部については、改正後の中間連結財
務諸表規則により作成しておりま
す。 

 
―――――――― 

 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

 
―――――――― 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 
 投資活動によるキャッシュ・フローの「無形固定資
産の取得による支出」は、前中間連結会計期間は「そ
の他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性
が増したため、区分掲記しております。 
 なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれて
いる「無形固定資産の取得による支出」は△76,752千
円であります。 
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注記事項 

(中間連結損益計算書関係) 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

※１ 固定資産除却損のうち、主な
ものは警報装置であります。 

同左 同左 

※２ 固定資産売却損は主に運搬具
の売却によるものでありま
す。 

同左 同左 

※３ 減損損失 
当社グループは、以下の資産につ

いて減損損失を計上しました。 
 
用途 種類 金額(千円) 場所 

建物及び

構築物 
6,831

警報装置

及び運搬具
47,851

その他 7,988

事業

資産

リース資産

(警報装置

他) 

18,837

宮城県

仙台市他

(仙台支社)

合  計 81,509  

 
―――――――― 

 
 

（減損損失の認識に至った経緯） 
営業活動から生ずる損益が継続し

てマイナスとなっている資産グルー
プ(仙台支社)について帳簿価額を回
収可能価額まで減額し、当該減少額
を減損損失として認識いたしまし
た。 
（資産のグルーピングの方法） 

当社及び連結子会社の資産グルー
ピングは、事業資産について管理会
計上の区分で行っております。 
（回収可能価額の算定方法等） 

資産グループの回収可能価額は使
用価値により測定しております。な
お、仙台支社については将来キャッ
シュ・フローがマイナスのため、算
定に際して割引計算は行っておりま
せん。 

 
―――――――― 
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末 

株式数 (千株) 

当中間連結会計期間

増加株式数 (千株) 

当中間連結会計期間 

減少株式数 (千株) 

当中間連結会計期間末

株式数 (千株) 

発行済株式 

普通株式 

 

14,816

 

―

 

― 

 

14,816

合計 14,816 ― ― 14,816

自己株式 

普通株式（注） 

 

90

 

0

 

0 

 

90

合計 90 0 0 90

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は単元未満株の買取りによる増加であり、減少は単元未満株の買増請求

による売渡であります。 

 

 

２．配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の純額 

（千円） 
１株当たりの配当額 基準日 効力発生日 

平成18年５月25日 

定時株主総会 
普通株式 110,449 7.5円 平成18年２月28日 平成18年５月25日

 

(2)基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの 

決議 株式の種類
配当金の純額 

（千円） 
配当の原資 １株当たりの配当額 基準日 効力発生日 

平成18年10月13日 

取締役会 
普通株式 110,446 繰越利益剰余金 7.5円 平成18年８月31日 平成18年11月７日

 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

※ 現金及び現金同等物の中間期
末残高と中間連結貸借対照表
に記載されている科目の金額
との関係 

 ※ 現金及び現金同等物の中間期
末残高と中間連結貸借対照表
に記載されている科目の金額
との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残
高と連結貸借対照表に記載さ
れている科目の金額との関係

(平成 17 年 8 月 31 日現在)  (平成 18 年 8 月 31 日現在) (平成 18 年 2 月 28 日現在)
現金及び 

預金勘定 
6,517,740 千円  

現金及び 

預金勘定 
8,685,158 千円

現金及び 

預金勘定 
7,346,651 千円

警送業務用 

現金及び預金 
△3,325,704   

警送業務用 

現金及び預金 
△4,917,076  

警送業務用 

現金及び預金 
△3,704,704  

預入期間が 

３か月を超える 

定期預金 
△101,100   

預入期間が 

３か月を超える

定期預金 
△78,620  

預入期間が 

３か月を超える 

定期預金 
△54,860  

現金及び 

現金同等物 
3,090,935   

現金及び 

現金同等物 
3,689,461  

現金及び 

現金同等物 
3,587,087  
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(リース取引関係) 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

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 
(千円) 

その他 
(千円) 

計 
(千円)

 警報装置
(千円)

その他
(千円)

計 
(千円)

 警報装置 
(千円) 

その他 
(千円) 

計 
(千円)

 取得価額 
相当額 1,163,153 363,152 1,526,306 取得価額

相当額 1,045,894 311,795 1,357,690 取得価額 
相当額 1,085,405 311,048 1,396,454

 減価償却 
累計額
相当額

667,723 225,473 893,197
減価償却
累計額
相当額

622,735 215,667 838,402
減価償却 
累計額 
相当額 

632,005 199,076 831,082

 
  

減損損失
累計額
相当額

3,293 ― 3,293    

 中間期末 
残高 
相当額

495,429 137,679 633,108
中間期末
残高 
相当額

419,865 96,128 515,993 期末残高 
相当額 453,399 111,971 565,371

リース物件の取
得価額相当額、
減価償却累計額
相当額、減損損
失累計額相当額
及び中間期末
(期末)残高相当
額 
 

    

 １年以内 186,092 49,984 236,076 １年以内 167,468 46,151 213,620 １年以内 175,925 47,986 223,911

 １年超 309,337 87,694 397,032 １年超 252,396 49,976 302,373 １年超 277,474 63,985 341,460

 合計 495,429 137,679 633,108 合計 419,865 96,128 515,993 合計 453,399 111,971 565,371

未経過リース料
中間期末(期末
残高相当額 

       
リース資産減損

勘定の残高 
2,694千円

  取得価額相当額及び未経

過リース料中間期末残高相

当額の算定は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に

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  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。 

支払リース料 135,423千円 121,259千円 267,945千円

リース資産減損
勘定の取崩額 

598千円

減価償却費相当
額 

135,423千円 120,660千円 267,945千円

減損損失 3,293千円

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 同左 

  (千円)  (千円)  (千円) 

 １年以内 6,945 １年以内 6,299 １年以内 6,300

 １年超 20,541 １年超 14,418 １年超 17,418

 合計 27,487 合計 20,718 合計 23,719

２ オペレーティン

グ・リース取引 
未経過リース料 
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間(平成17年８月31日現在) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価(千円) 
中間連結貸借対照表 

計上額(千円) 
差額(千円) 

株式 776,363 4,643,436 3,867,073

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

合計 776,363 4,643,436 3,867,073

 

２ 時価評価されていない主な「有価証券」 

内容 中間連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

 非上場株式 
108,547 

 

 当中間連結会計期間(平成18年８月31日現在) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価(千円) 
中間連結貸借対照表 

計上額(千円) 
差額(千円) 

株式 713,443 5,523,370 4,809,926

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

合計 713,443 5,523,370 4,809,926

 

２ 時価評価されていない主な「有価証券」 

内容 中間連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

 非上場株式 
116,861 
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前連結会計年度(平成18年２月28日現在) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価(千円) 
連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額(千円) 

株式 779,024 5,840,895 5,061,870

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

合計 779,024 5,840,895 5,061,870

 

２ 時価評価されていない主な「有価証券」 

内容 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

 非上場株式 
106,851 

 

 

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(自 平成17年３月１日 至 平成17年８月31日) 

当社グループのデリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しているので、該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日) 

当社グループのデリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しているので、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

当社グループのデリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しているので、該当事項はありません。 



 - 28 - 

(セグメント情報) 

事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自 平成17年３月１日 至 平成17年８月31日) 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「セキュリティ事業」の割合が、いずれも90％

を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日) 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「セキュリティ事業」の割合が、いずれも90％

を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

前連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「セキュリティ

事業」の割合が、いずれも90％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

所在地別セグメント情報 

 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度における、本邦以外の国又は地域に所在する

連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載しておりません。 

 

海外売上高 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度における海外売上高がないため、記載してお

りません。 
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(１株当たり情報) 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１株当たり純資産額 974円63銭 1,067円43銭 1,046円52銭

１株当たり中間(当期)
純利益金額 

19円99銭 37円39銭 51円73銭

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間(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株当たり中間(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。 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日
  至 平成17年８月31日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
  至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日
  至 平成18年２月28日)

中間(当期)純利益 (千円) 294,475 550,644 792,272 

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 ― ― 30,350 

普通株式に係る中間(当期)純利益 

(千円) 
294,475 550,644 761,922 

期中平均株式数 (千株) 14,728 14,726 14,727 
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５ 生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当社グループは生産活動を行っておりませんが、当中間連結会計期間末日現在実施中の業務別契約件数は次の

とおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 契約件数(件) 前年同期比(％) 

(セキュリティ事業)   

 常駐警備 784 106.8 

 機械警備 56,275 106.7 

 運輸 1,989 95.9 

 小計 59,048 106.3 

(その他の事業) 290 89.5 

合計 59,338 106.2 

 

(2) 販売実績 

当中間連結会計期間における事業の種類別セグメントごとの業務別販売実績は次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(％) 

(セキュリティ事業)   

 常駐警備 8,708,887 107.1 

 機械警備 5,589,728 100.5 

運輸 1,305,061 98.6 

 工事・機器販売 1,110,138 116.0 

 小計 16,713,815 104.6 

(その他の事業) 315,433 94.7 

合計 17,029,249 104.5 

(注) １ 上記金額には消費税等を含んでおりません。 

２ 販売実績が総販売実績の10％以上の相手先はありません。 

 


