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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 5,369 ― 941 ― 1,076 ― 603 ―

20年3月期第1四半期 5,377 △1.5 872 △0.3 1,040 15.2 597 19.7

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 46.00 ―

20年3月期第1四半期 45.56 ―

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 33,494 27,981 82.3 2,103.05
20年3月期 34,645 28,005 79.6 2,104.53

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  27,569百万円 20年3月期  27,589百万円

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 ― ― ― 50.00 50.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 50.00 50.00

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 10,913 ― 1,892 ― 1,994 ― 1,138 ― 86.81
通期 22,454 0.1 3,725 0.5 3,831 3.0 2,160 2.2 164.77

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  

(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・財務諸表等】 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 
 １．本資料に記載の業績予想に関する事項は、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、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可
能性があります。なお、業績予想に関する事項は、２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。 
 ２．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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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  13,109,501株 20年3月期  13,109,501株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  0株 20年3月期  0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  13,109,501株 20年3月期第1四半期  13,109,501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１四半期のわが国の経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発する原油価格、原材料価格等の

高騰や株価の下落により、個人消費の低迷と企業収益の悪化といった景気の先行きに不安を残す状況の中で
推移しました。
このような状況の中、当社グループはグループの中核であるセキュリティ事業に経営資源を集中させ業容

拡大に努めるとともに、業務コストの適正化などの経営効率化を推進することにより、より強固な企業体質
の実現に努めてまいりました。セキュリティ事業のセントラライズド部門においては堅調に契約件数が増加
し、常駐部門においてもほぼ計画通りの売上高となりました。一方、安全商品売上は、前年並みの売上高に
は至りませんでした。
これらの結果、当第１四半期の売上高は前年同期比 8百万円(0.2％)減少し、 5,369百万円となりました。

一方、前期より継続して行っているコストの適正化により、営業利益は前年同期比 69百万円(8.0％)増益の
 941百万円となりました。また、経常利益は、前年同期に比べデリバティブ評価益が減少したこと等により
営業外収益が減少したものの、前年同期比 35百万円(3.4％)増益の 1,076百万円、四半期純利益は、特別損
失 38百万円を計上したものの、前年同期比 ５百万円(1.0％)増益の 603百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
[財政状態の変動状況]

当第１四半期の総資産は、前連結会計年度末に比べて 1,150百万円(3.3％)減少し、33,494百万円となりま
した。これは主に、法人税や配当金の支払等によって現金及び預金が減少したことにより、流動資産が
 1,068百万円減少したことによるものです。
当第１四半期の負債は、前連結会計年度末に比べて 1,126百万円(17.0％)減少し、5,512百万円となりまし

た。これは主に、賞与の支払いと納税により、賞与引当金と未払法人税等がそれぞれ減少したことにより、
流動負債が 1,137百万円減少したことによるものです。
当第１四半期の純資産は、前連結会計年度末に比べて 24百万円(0.1％)減少し、27,981百万円となりまし

た。これは、利益剰余金が 52百万円減少し、その他有価証券評価差額金が 33百万円増加したこと等による
ものです。以上の結果、自己資本比率は82.3％となりました。

[キャッシュ・フローの状況]

当第１四半期の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て 947百万円減
少し、7,371百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、256百万円となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益
 1,037百万円、減価償却費 344百万円、受取手形及び売掛金の減少額 177百万円であり、主な支出要因は、
法人税等の支払額 916百万円、賞与引当金の減少額 374百万円等です。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果支出した資金は、532百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出 455
百万円や、長期前払費用の支出 119百万円等によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果支出した資金は、671百万円となりました。これは主に、配当金の支払額 655百万円によ
るものです。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
当第１四半期の業績については、概ね計画通りに推移していると判断しており、平成20年５月７日発表時

の業績予想の修正は行っておりません。
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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) 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
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
　① 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。
　② 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、原価法によっておりましたが、当

　 第１四半期連結会計期間より「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)が適用されたことに伴い、原価法(貸借対照表価額につい
　 ては収益性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。
　 この変更により、従来の方法によった場合と比較して、損益に与える影響はありません。
　③ 従来、有形固定資産(平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)を除く）の

　 減価償却の方法を定率法により行っておりましたが、警報機器及び設備を除き当第１四半
　 期連結会計期間より定額法に変更しました。
　 この変更は、平成20年１月以降、設備投資をリースから主として自社保有に転換する当社グ

　 ループ方針を決定したことを契機として減価償却の方法を見直した結果、当社グループの資産
　 は、警報機器及び設備を除き、収益に対応する費用が耐用年数にわたり安定的に発生すること
　 から、定額法がより合理的であると判断し、グループ内会計方針の統一を図ったことによるも
　 のです。
　 この変更により、従来の方法によった場合と比較して、営業利益、経常利益及び税金等調

　 整前四半期純利益がそれぞれ 15百万円増加しております。
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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：百万円）

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 9,718 10,466

現金護送業務用現金及び預金 889 965

受取手形及び売掛金 211 377

未収契約料 917 958

有価証券 1,849 1,778

たな卸資産 79 73

繰延税金資産 140 372

短期貸付金 1,000 1,000

その他 522 407

貸倒引当金 △16 △18

流動資産合計 15,312 16,381

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,850 4,830

減価償却累計額 △2,628 △2,610

建物及び構築物（純額） 2,222 2,220

機械装置及び運搬具 206 204

減価償却累計額 △177 △175

機械装置及び運搬具（純額） 29 28

警報機器及び設備 13,809 13,722

減価償却累計額 △10,547 △10,528

警報機器及び設備（純額） 3,261 3,194

工具、器具及び備品 311 293

減価償却累計額 △198 △198

工具、器具及び備品（純額） 113 95

土地 3,875 3,875

建設仮勘定 65 83

有形固定資産合計 9,567 9,496

無形固定資産

ソフトウエア 10 7

その他 8 8

無形固定資産合計 19 16

投資その他の資産

投資有価証券 5,239 5,210

長期貸付金 372 368

長期前払費用 639 623

繰延税金資産 1,418 1,472

保険積立金 318 317

その他 1,006 1,157

貸倒引当金 △400 △398

投資その他の資産合計 8,595 8,750

固定資産合計 18,181 18,263

資産合計 33,494 34,645
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（単位：百万円）

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

支払手形及び買掛金 87 215

1年内返済予定の長期借入金 28 28

未払金 545 562

設備関係未払金 141 174

未払法人税等 180 945

未払消費税等 174 144

未払費用 87 158

預り金 1,234 1,067

前受契約料 1,367 1,313

賞与引当金 169 543

その他 1 2

流動負債合計 4,019 5,156

固定負債

長期借入金 136 143

長期未払金 2 2

長期預り保証金 1,068 1,067

退職給付引当金 258 243

役員退職慰労引当金 26 25

その他 0 0

固定負債合計 1,493 1,483

負債合計 5,512 6,639

純資産の部

株主資本

資本金 3,530 3,530

資本剰余金 3,401 3,401

利益剰余金 20,612 20,664

株主資本合計 27,543 27,595

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 26 △6

評価・換算差額等合計 26 △6

少数株主持分 411 415

純資産合計 27,981 28,005

負債純資産合計 33,494 34,645
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円）

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 5,369

売上原価 3,236

売上総利益 2,132

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 29

役員報酬 44

従業員給料及び手当 486

従業員賞与 71

賞与引当金繰入額 41

退職給付費用 21

役員退職慰労引当金繰入額 1

法定福利費 78

賃借料 73

減価償却費 15

貸倒引当金繰入額 0

業務提携契約料 82

業務委託費 59

その他 184

販売費及び一般管理費合計 1,190

営業利益 941

営業外収益

受取利息 39

受取配当金 12

受取賃貸料 8

デリバティブ評価益 90

その他 12

営業外収益合計 163

営業外費用

支払利息 3

固定資産除売却損 9

長期前払費用一時償却額 8

デリバティブ評価損 0

その他 7

営業外費用合計 28

経常利益 1,076

特別利益

特別利益合計 －

特別損失

過年度損益修正損 37

その他 1

特別損失合計 38

税金等調整前四半期純利益 1,037

法人税、住民税及び事業税 165

法人税等調整額 264

法人税等合計 429

少数株主利益 4

四半期純利益 603
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

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 1,037

減価償却費 344

長期前払費用償却額 58

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

受取利息及び受取配当金 △52

支払利息 3

有形固定資産売却損益（△は益） △1

受取手形及び売掛金の増減額（△は増加） 177

たな卸資産の増減額（△は増加） △6

仕入債務の増減額（△は減少） △128

退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 △24

賞与引当金の増減額（△は減少） △374

有形固定資産除却損 9

前受契約料の増減額（△は減少） 54

未払消費税等の増減額（△は減少） 30

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1

預り金の増減額（△は減少） 167

未払金の増減額（△は減少） △16

デリバティブ評価損益（△は益） △90

長期前払費用一時償却額 8

現金護送業務用現金及び預金の増減額（△は

減少）
75

その他 △157

小計 1,115

利息及び配当金の受取額 60

利息の支払額 △3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △916

営業活動によるキャッシュ・フロー 256

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入 47

有形固定資産の取得による支出 △455

有形固定資産の売却による収入 15

投資有価証券の取得による支出 △1

貸付けによる支出 △4

無形固定資産の取得による支出 △3

定期預金の増減額（△は増加） △11

長期前払費用の取得による支出 △119

その他 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △532

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △7

配当金の支払額 △655

少数株主への配当金の支払額 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー △671

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △947

現金及び現金同等物の期首残高 8,319

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,371
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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) セグメント情報

１．事業の種類別セグメント情報（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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。

２．所在地別セグメント情報（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

本国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、該当事項はありません。

３．海外売上高（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。

(6) 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」

前四半期に係る財務諸表等

(1) （要約）四半期連結損益計算書

　 （単位：百万円、％）

科 目

前年同四半期
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年６月30日)

金 額 百分比

Ⅰ 売上高 5,377 100.0

Ⅱ 売上原価 3,265 60.7

　 売上総利益 2,112 39.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,239 23.1

　 営業利益 872 16.2

Ⅳ 営業外収益 202 3.8

Ⅴ 営業外費用 33 0.6

　 経常利益 1,040 19.4

Ⅵ 特別利益 ― ―

Ⅶ 特別損失 20 0.4

　 税金等調整前四半期純利益 1,020 19.0

　 法人税、住民税及び事業税 250 4.7

　 法人税等調整額 169 3.1

　 少数株主利益 3 0.1

　 四半期純利益 597 11.1
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(2) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　 （単位：百万円）
前年同四半期

(自 平成19年４月１日
　至 平成19年６月30日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 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 1,020

　 減価償却費 383

　 減損損失 ―

　 長期前払費用償却額 52

　 持分法による投資損失 ―

　 退職給付引当金の減少額 △53

　 役員退職慰労引当金の減少額 △7

　 受取利息及び受取配当金 △67

　 支払利息 1

　 有形固定資産除売却損 13

　 無形固定資産評価損 0

　 長期前払費用一時償却額 8

　 受取手形及び売上債権の減少額 107

　 たな卸資産の減少額 17

　 仕入債務の減少額 △35

　 未払消費税等の増加額 77

　 前受契約料の増加額 241

　 その他 △813

　 小計 949

　 利息及び配当金の受取額 103

　 利息の支払額 △1

　 法人税等の支払額 △510

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 540

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　 定期預金預入による支出 △263

　 有価証券の償還による収入 32

　 有形固定資産の取得による支出 △434

　 有形固定資産の売却による収入 21

　 投資有価証券の取得による支出 △932

　 投資有価証券の償還による収入 1,300

　 貸付けによる支出 △4

　 貸付金の回収による収入 ―

　 その他 △68

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △349

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 長期借入金の返済による支出 △9

　 配当金の支払額 △589

　 少数株主への配当金の支払額 △10

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △609

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △418

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 7,433

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 7,014
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