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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

21年3月期第1四半期 3,950 ― 75 ― 122 ― 57 ―
20年3月期第1四半期 3,975 6.2 244 68.4 294 52.3 148 52.9

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

21年3月期第1四半期 5.47 ―
20年3月期第1四半期 13.72 ―

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

21年3月期第1四半期 19,799 16,771 84.7 1,597.19
20年3月期 20,409 16,784 82.2 1,598.43

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  16,771百万円 20年3月期  16,784百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 8,170 ― 360 ― 430 ― 240 ― 22.85
通期 16,500 3.9 810 10.8 940 10.2 470 13.5 44.76

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

 一部簡便な会計処理を適用しておりますが、重要性が乏しいため注記を省略しております。 
 また、四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理については、該当事項はありません。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

 （注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表】「４．その他」をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 ・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 ・業績予想（平成20年５月８日発表）の見直しは行っておりません。 
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。実際の実績等は、業績の変化等により、
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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  11,440,000株 20年3月期  11,440,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  939,682株 20年3月期  939,576株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  10,500,338株 20年3月期第1四半期  10,807,004株
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【定性的情報・財務諸表等】 
 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

  当第 1四半期におけるわが国経済は、内閣府の６月月例経済報告では、「景気回復は足踏み状態にあるが、このところ一部

に弱い動きがみられる。」との基調判断がされており、実体経済面でも景気の不透明感が顕在化してまいりました。 

  当警備業界におきましては、７月に警察庁から発表された「平成１９年における警備業の概況」に記載のとおり、警備業

者数もこの数年漸減傾向にあり、同業他社との受注競争の激化や警備品質の確保のためのコストアップ要因等を抱え、収益

面では引続き厳しい状況の中で推移いたしました。 

  このような状況のもと、当社グループは、機械警備、ホームセキュリティの拡販並びにビル総合管理業務の受注拡大を目

指し役職員一同業容の拡大と収益力の強化に取り組んでまいりましたが、一方で、金融機関の企業内ＣＤ機やノンバンクか

らのＡＴＭ機管理業務の解約等の影響もあり、当社グループの当第 1四半期における業績は次のとおりとなりました。 

売上高は、3,950 百万円となりました。営業利益は、75 百万円、経常利益は、122 百万円、四半期純利益は、57 百万円とな

りました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  当第 1四半期末における資産の残高は、19,799 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 610 百万円の減少となりまし

た。この主な要因は、現金及び預金が 338 百万円、受託管理業務に係る受託現預金が 341 百万円それぞれ減少したことによ

るものです。 

  純資産は、期末配当金 78 百万円がありましたものの、四半期純利益 57 百万円等により 16,771 百万円となり、前期末比  

13 百万円の減少となりましたが、自己資本比率は 84.7％となり、前期末比 2.5 ポイント上昇しました。 

  連結キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 

  当第1四半期における連結キャッシュ・フローの状況は、税金等調整前第1四半期純利益が99百万円になったことに加え、

減価償却費199百万円や受託管理業務の当社資金に係る受託現預金及び立替金が300百万円減少したこと等がありましたが、

一方で、有形・無形固定資産の取得 370 百万円や法人税等の支払い 158 百万円、短期借入金の返済 300 百万円、配当金の支

払い 78 百万円等により、現金及び現金同等物は前期末に比べ 484 百万円の減少となりました。 

  この結果、当第 1四半期末の現金及び現金同等物の残高は、3,874 百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  第２四半期に向け、新組織体制のもと売上高の増加と利益水準の向上を図っていることから、業績予想につきましては現

時点で見直しを行っておりません。 

  但し、今後の業績推移により、第２四半期連結累計会計期間及び通期の業績見込について見直しが必要と判断した場合に

は速やかに開示いたします。 

 

４．その他 

 （１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

    該当事項はありません。 

 

 （２）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

   ① 「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 19 年３月 14 日 企業会計基準第 12 号）及び「四

半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成 19 年３月 14 日 企業会計基準適用指針第

14 号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財

務諸表を作成しております。 

 

   ② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 18 年７月５日 企業会計基準第９号）を当第１

四半期連結会計期間から適用し、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については評価額の低下に基づく

簿価切下げの方法）により算定しております。 

     これによる影響はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 
 （１）四半期連結貸借対照表 

                                                   (単位：千円) 

 
当第１四半期連結会計期間末

（平成 20 年６月 30 日） 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

（平成 20 年３月 31 日） 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,963,134 3,301,350

受託現預金 4,562,775 4,903,925

受取手形及び売掛金 1,123,577 1,122,353

有価証券 1,475,140 1,597,604

貯蔵品 389,159 350,014

商品 1,223 1,728

立替金 66,505 107,623

繰延税金資産 156,844 180,551

その他 210,388 165,171

貸倒引当金 △16,118 △12,721

流動資産合計 10,932,629 11,717,601

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 683,767 692,696

機械装置及び運搬具 2,536,426 2,614,436

土地 1,282,615 1,102,681

建設仮勘定 9,009 23,769

その他 143,107 146,941

有形固定資産合計 4,654,927 4,580,524

無形固定資産 

ソフトウェア 118,971 52,494

その他 67,944 68,504

無形固定資産合計 186,915 120,999

投資その他の資産 

投資有価証券 3,596,349 3,582,210

繰延税金資産 16,917 16,589

その他 421,560 401,646

貸倒引当金 △9,918 △10,085

投資その他の資産合計 4,024,909 3,990,360

固定資産合計 8,866,752 8,691,885

資産合計 19,799,381 20,409,487
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                                                   (単位：千円) 

 
当第１四半期連結会計期間末

（平成 20 年６月 30 日） 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

（平成 20 年３月 31 日） 

負債の部 

流動負債 

買掛金 173,667 214,653

短期借入金 ─ 300,000

未払法人税等 25,780 188,674

預り金 350,219 350,063

賞与引当金 166,037 320,465

役員賞与引当金 9,993 36,300

その他 1,048,126 971,578

流動負債合計 1,773,823 2,381,735

固定負債 

社債 200,000 200,000

  繰延税金負債 555,163 539,657

  退職給付引当金 145,850 146,118

  その他 353,462 357,737

固定負債合計 1,254,476 1,243,513

 負債合計 3,028,299 3,625,249

純資産の部 

 株主資本 

資本金 4,618,000 4,618,000

資本剰余金 8,310,580 8,310,580

  利益剰余金 7,069,746 7,091,020

  自己株式 △580,440 △580,347

  株主資本合計 19,417,885 19,439,252

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 839,798 831,587

  土地再評価差額金 △3,486,602 △3,486,602

評価・換算差額等合計 △2,646,803 △2,655,014

純資産合計 16,771,082 16,784,238

負債純資産合計 19,799,381 20,409,487
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   （２）四半期連結損益計算書 
          （第１四半期連結累計期間） 

                                                         (単位：千円) 

 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成 20 年４月 １日 

至 平成 20 年６月 30 日） 

 

 売上高 3,950,721 

売上原価 3,034,910 

売上総利益 915,811 

 販売費及び一般管理費 840,440 

営業利益 75,370 

営業外収益  

 受取利息 4,596 

 受取配当金 35,302 

 警備解約違約金 9,494 

 その他 4,521 

営業外収益合計 53,914 

 営業外費用  

 支払利息 687 

保険免責額 1,000 

損害賠償金 4,239 

その他 979 

営業外費用合計 6,906 

 経常利益 122,378 

  特別利益  

投資有価証券売却益 134 

特別利益合計 134 

特別損失  

固定資産除却損 22,920 

  特別損失合計 22,920 

  税金等調整前四半期純利益 99,593 

法人税、住民税及び事業税 9,115 

法人税等調整額 32,999 

  法人税等合計 42,114 

  四半期純利益 57,479 
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   （３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
                                                 (単位：千円) 

 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成 20 年４月 １日 

至 平成 20 年６月 30 日） 

 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 99,593 

  減価償却費 199,101 

  固定資産除却損 22,920 

貸倒引当金の増減額（減少：△） 3,230 

  退職給付引当金の増減額（減少：△）／ 

前払年金費用の増減額（増加：△） 
△20,982 

  賞与引当金の増減額（減少：△） △154,427 

  役員賞与引当金の増減額（減少：△） △26,307 

  受取利息及び受取配当金 △39,899 

  支払利息 687 

  投資有価証券売却益 △134 

  売上債権の増減額（増加：△） △1,223 

  たな卸資産の増減額（増加：△） △38,639 

  その他債権の増減額（増加：△） △47,914 

  仕入債務の増減額（減少：△） △40,985 

  受託現預金の増減額（増加：△） 271,822 

 受託立替金の増減額（増加：△） 28,178 

 その他 149,138 

小計 404,156 

  利息及び配当金の受取額 40,280 

 利息の支払額 △45 

  法人税等の支払額 △158,221 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 286,170 
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                                                 (単位：千円) 

 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成 20 年４月 １日 

至 平成 20 年６月 30 日） 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預け入れによる支出（純額） △20,000 

  有形固定資産の取得による支出 △302,634 

無形固定資産の取得による支出 △68,294 

  投資有価証券の取得による支出 △1,047 

  投資有価証券の売却による収入 135 

 その他 386 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △391,454 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入金の純増減額（減少：△） △300,000 

 自己株式の取得による支出 △93 

 配当金の支払額 △78,753 

財務活動によるキャッシュ・フロー △378,846 

現金及び現金同等物の増減額 △484,130 

現金及び現金同等物の期首残高 4,358,359 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,874,229 

 

 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務

諸表を作成しております。 

 

 

（４）継続企業の前提に関する注記 

  

    該当事項はありません。 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

  

    該当事項はありません。 
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【参考資料】 
 
 前第１四半期に係る財務諸表 

 
四半期連結損益計算書 

                                         (単位：千円) 

 

前第１四半期連結累計期間 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 19 年６月 30 日） 

 売上高 3,975,069

売上原価 2,933,156

売上総利益 1,041,913

 販売費及び一般管理費 797,689

営業利益 244,223

営業外収益 52,412

 受取利息 3,113

 受取配当金 34,655

 警備解約違約金 10,604

 その他 4,039

 営業外費用 1,694

 支払利息 693

保険免責額 454

その他 547

 経常利益 294,942

特別損失 18,252

固定資産除却損 18,252

  税金等調整前四半期純利益 276,690

法人税、住民税及び事業税 13,964

法人税等調整額 114,346

  法人税等合計 128,311

  四半期純利益 148,378

 

 
 
 

以 上 
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