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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 7,958 ― 186 ― 253 ― 121 ―
20年3月期第2四半期 7,945 4.4 351 24.7 416 18.6 230 32.0

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2四半期 11.56 ―
20年3月期第2四半期 21.34 ―

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2四半期 19,834 16,690 84.1 1,589.52
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2四半期  16,690百万円 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 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 16,470 3.7 650 △11.1 760 △10.9 390 △5.8 37.14

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 
・平成21年３月期第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想の修正を平成20年10月22日に発表いたしました。 
 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、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。 
・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。  

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2四半期  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2四半期  939,852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2四半期  10,500,275株 20年3月期第2四半期  10,806,964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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原油・原材料価格の高騰による景気の減速感や米国におけるサブプラ

イムローン問題が金融市場の混乱を招き景気の悪化がより一層顕在化してまいりました。 

  当警備業界におきましては、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、受託管理業務での企業内ＣＤやノンバン

クからのＣＤ／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２四半期連結累計期間における業績は次のと

おりとなりました。 

売上高は、7,958 百万円（前年同期比 0.2％増）、営業利益は、186 百万円（前年同期比 46.9％減）、経常利益は、253 百万

円（前年同期比 39.2％減）、四半期純利益は、121 百万円（前年同期比 47.4％減）となりました。 

なお、前年同期比は参考として記載しております。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期連結会計期間末における資産の残高は、19,834 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 575 百万円の減

少となりました。この主な要因は、受託現預金がノンバンク等の解約により 1,048 百万円減少したことによるものです。 

  純資産は 16,690 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 93 百万円の減少となりましたが、自己資本比率は 84.1％と

なり、前連結会計年度末比 1.9 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。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が 219 百万円にな

ったことに加え、減価償却費 409 百万円や受託管理業務に係る当社資金の受託現預金及び立替金が 1,100 百万円減少したこ

と等により総額で 1,490 百万円の資金を得ました。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入 21 百万円があ

りましたが、有形、無形の固定資産取得 558 百万円や投資有価証券の取得 9 百万円により 565 百万円の資金支出となりまし

た。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済 300 百万円や配当金の支払

78 百万円等により 378 百万円の資金支出となりました。 

 

  この結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は 4,905 百万円となり、前連結会計年度末に

比べ 546 百万円増加しました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  下期における我が国経済は、米国のサブプライムローンに端を発する金融不安を背景にした世界同時株安、円高の影響を

受け先行きの実体経済は厳しさを増していくものと予想されます。 

  当社グループにおいては、当第２四半期までの業況を踏まえ、収益に関する緊急改善対策の実施のほか既に取組んでいる

各種大型案件の成約等もあり下半期以降改善効果が見込めると予想しております。 

  但し、今後の様々な要因により予想数値が変動する場合もありますので、業績推移等により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。 
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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）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）を当連結会計年度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）を当連結

会計年度から適用し、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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 3,666,481 3,301,350

受託現預金 3,855,491 4,903,925

受取手形及び売掛金 1,153,542 1,122,353

有価証券 1,800,071 1,597,604

商品 1,214 1,728

貯蔵品 352,296 350,014

立替金 24,055 107,623

繰延税金資産 188,739 180,551

その他 205,973 165,171

貸倒引当金 △27,416 △12,721

流動資産合計 11,220,449 11,717,601

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 674,828 692,696

機械装置及び運搬具（純額） 2,485,674 2,614,436

土地 1,282,615 1,102,681

建設仮勘定 24,601 23,769

その他（純額） 131,209 146,941

有形固定資産合計 4,598,928 4,580,524

無形固定資産 197,797 120,999

投資その他の資産   

投資有価証券 3,349,288 3,582,210

繰延税金資産 27,843 16,589

その他 450,247 401,646

貸倒引当金 △10,410 △10,085

投資その他の資産合計 3,816,968 3,990,360

固定資産合計 8,613,694 8,691,885

資産合計 19,834,143 20,409,487
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 189,393 214,653

短期借入金 － 300,000

未払法人税等 98,490 188,674

預り金 317,077 350,063

賞与引当金 347,126 320,465

役員賞与引当金 15,054 36,300

その他 1,006,841 971,578

流動負債合計 1,973,983 2,381,735

固定負債   

社債 200,000 200,000

繰延税金負債 470,291 539,657

退職給付引当金 146,939 146,118

その他 352,667 357,737

固定負債合計 1,169,898 1,243,513

負債合計 3,143,881 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 7,133,710 7,091,020

自己株式 △580,589 △580,347

株主資本合計 19,481,700 19,439,252

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 695,163 831,587

土地再評価差額金 △3,486,602 △3,486,602

評価・換算差額等合計 △2,791,438 △2,655,014

純資産合計 16,690,262 16,784,238

負債純資産合計 19,834,143 20,409,487
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 7,958,536

売上原価 6,113,808

売上総利益 1,844,728

販売費及び一般管理費 1,657,820

営業利益 186,908

営業外収益  

受取利息 12,722

受取配当金 38,495

違約金収入 17,896

その他 8,213

営業外収益合計 77,327

営業外費用  

支払利息 1,336

保険免責額 1,810

損害賠償金 4,274

その他 3,295

営業外費用合計 10,717

経常利益 253,518

特別利益  

投資有価証券売却益 16,486

特別利益合計 16,486

特別損失  

投資有価証券評価損 5,495

固定資産除却損 45,384

特別損失合計 50,880

税金等調整前四半期純利益 219,125

法人税、住民税及び事業税 93,245

法人税等調整額 4,436

法人税等合計 97,681

四半期純利益 121,443
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 4,007,814

売上原価 3,078,897

売上総利益 928,917

販売費及び一般管理費 817,379

営業利益 111,537

営業外収益  

受取利息 8,126

受取配当金 3,192

違約金収入 8,402

その他 3,691

営業外収益合計 23,413

営業外費用  

支払利息 649

保険免責額 810

損害賠償金 35

その他 2,316

営業外費用合計 3,811

経常利益 131,139

特別利益  

投資有価証券売却益 16,351

特別利益合計 16,351

特別損失  

投資有価証券評価損 5,495

固定資産除却損 22,464

特別損失合計 27,960

税金等調整前四半期純利益 119,531

法人税、住民税及び事業税 84,129

法人税等調整額 △28,562

法人税等合計 55,567

四半期純利益 63,964
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 219,125

減価償却費 409,411

固定資産除却損 45,384

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,021

退職給付引当金の増減額（△は減少）／前払年金
費用の増減額（△は増加）

△45,376

賞与引当金の増減額（△は減少） 26,661

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21,246

受取利息及び受取配当金 △51,217

支払利息 1,336

投資有価証券売却損益（△は益） △16,486

投資有価証券評価損益（△は益） 5,495

売上債権の増減額（△は増加） △31,188

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,767

その他の資産の増減額（△は増加） △44,400

仕入債務の増減額（△は減少） △25,259

受託現預金の増減額（△は増加） 1,034,652

受託立替金の増減額（△は増加） 65,348

その他 36,843

小計 1,622,336

利息及び配当金の受取額 52,410

利息の支払額 △1,355

法人税等の支払額 △182,429

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,490,961

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △20,000

有形固定資産の取得による支出 △469,156

無形固定資産の取得による支出 △88,896

投資有価証券の取得による支出 △9,010

投資有価証券の売却による収入 21,487

その他 532

投資活動によるキャッシュ・フロー △565,043

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（△は減少） △300,000

自己株式の取得による支出 △242

配当金の支払額 △78,753

財務活動によるキャッシュ・フロー △378,995

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 546,923

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 4,905,282
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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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

  

    株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動はありません。 
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【参考資料】 
 
 前年同四半期に係る財務諸表 

 
（１）中間連結損益計算書 

                                         (単位：千円) 

 

前中間連結会計期間 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

 売上高 7,945,614

売上原価 5,955,259

売上総利益 1,990,354

 販売費及び一般管理費 1,638,453

営業利益 351,901

営業外収益 71,065

 受取利息 8,934

 受取配当金 37,585

 警備解約違約金 15,845

 その他 8,700

 営業外費用 6,163

 支払利息 1,416

保険免責額 1,160

その他 3,587

 経常利益 416,803

特別利益 33,434

投資有価証券売却益 33,434

特別損失 53,701

 投資有価証券評価損 16,596

固定資産除却損 37,105

  税金等調整前中間純利益 396,535

法人税、住民税及び事業税 136,429

法人税等調整額 29,398

  法人税等合計 165,827

  中間純利益 230,708
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書 
 
     (単位：千円) 

 

前中間連結会計期間 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 396,535 

  減価償却費 408,308 

  固定資産除却損 37,105 

貸倒引当金の増減額（減少：△） △696 

  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：△） 
△76,392 

  賞与引当金の増減額（減少：△） 51,805 

  役員賞与引当金の増減額（減少：△） △4,660 

  受取利息及び受取配当金 △46,519 

  支払利息 1,416 

  投資有価証券売却益 △33,434 

  投資有価証券評価損 16,596 

  売上債権の増減額（増加：△） △82,236 

  たな卸資産の増減額（増加：△） 7,280 

  その他債権の増減額（増加：△） △34,121 

  仕入債務の増減額（減少：△） 46,510 

  受託現預金の増減額（増加：△） 766,921 

 受託立替金の増減額（増加：△） 33,079 

 その他 △39,402 

小計 1,448,098 

  利息及び配当金の受取額 47,847 

 利息の支払額 △1,390 

  法人税等の支払額 △140,694 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,353,860 
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                                                 (単位：千円) 

 

前中間連結会計期間 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 19 年９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） △700,000 

  有形固定資産の取得による支出 △397,876 

無形固定資産の取得による支出 △9,967 

  投資有価証券の取得による支出 △110,822 

  投資有価証券の売却による収入 137,327 

 その他 157 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,081,181 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 社債の償還による支出 △100,000 

 社債の発行による収入 98,300 

 自己株式の取得による支出 △258 

 配当金の支払額 △81,053 

財務活動によるキャッシュ・フロー △83,011 

現金及び現金同等物の増減額 189,667 

現金及び現金同等物の期首残高 3,160,226 

現金及び現金同等物の中間期末残高 3,349,894 

 

 

 

以 上 
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