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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 16,557 ― 2,914 ― 2,832 ― 1,587 ―

20年3月期第3四半期 16,869 1.4 2,741 0.9 3,010 △1.0 1,715 45.9

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3四半期 121.11 ―

20年3月期第3四半期 130.83 ―

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3四半期 35,096 28,878 81.1 2,170.43
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3四半期  28,453百万円 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 ― 0.00 ― 50.00 50.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

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 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、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下さい。 
 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3四半期  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3四半期  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3四半期  13,109,501株 20年3月期第3四半期  13,109,501株
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当第３四半期連結累計期間(９ヶ月)におけるわが国の経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発
した世界的な金融危機が急速に広がり、急激な円高や株安が企業収益を圧迫し、設備投資の減退、雇用環
境の悪化や個人消費の低迷など、景気の減速基調が続いております。 
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、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。 
セキュリティ事業はセントラライズド部門が堅調に推移していることに加え、安全商品売上が出入管理

システム関連やＣＣＴＶ、住宅用火災警報器を含むホームセキュリティ関連を中心に順調に推移したこと
から 146百万円(0.9％)増収の 16,180百万円となりました。 
一方、その他の事業に含まれる一般電気工事・建築事業の売上高は、前期の大型電気工事の影響で大き

く減少しております。 
  

部門別販売実績 

 
  
これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は前年同期比 311百万円(1.8％)減少し、 16,557百

万円となりました。一方、前期から継続して行っているコストの適正化活動の推進や事業内容の見直しと
適化を行ったことにより、営業利益は前年同期比 173百万円(6.3％)増益の 2,914百万円となりまし

た。また、受取利息の減少や複合金融商品評価損を計上したことから、経常利益は前年同期比 178百万円
（5.9％）減益の 2,832百万円となり、四半期純利益は投資有価証券評価損や事業再編損(情報事業)など 
74百万円の特別損失を計上し、前年同期比 127百万円(7.4％)減益の 1,587百万円となりました。 
  

※定性的情報における前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 
  

[財政状態の変動状況] 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて 451百万円(1.3％)増加し、
35,096百万円となりました。主な内容は、貸付金の増加と現金及び預金の増加等により流動資産が 2,295
百万円増加し、１年以内償還予定の債券の有価証券への振替等により投資有価証券が減少し、固定資産が 
1,844百万円減少しております。 
負債合計は、前連結会計年度末に比べて 422百万円(6.4％)減少し、6,217百万円となりました。これは

主に、法人税等の支払いや賞与の支払いにより流動負債が 407百万円減少したことによるものです。 
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 873百万円(3.1％)増加し、28,878百万円となりました。こ

れは、四半期純利益 1,587百万円と前期決算に係る配当金△655百万円等によるものです。 
以上の結果、自己資本比率は81.1％となりました。 

【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

部門区分及び業務区分

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)

金額(百万円) 構成比(％) 前年同期比(％)

〔セキュリティ事業〕 〔16,180〕 〔97.7〕 〔0.9〕

 セントラライズドシステム部門 11,033 66.6 0.1

 常駐システム部門 3,237 19.6 △1.1

 現金護送システム部門 702 4.2 2.0

 安全商品売上部門 1,207 7.3 14.9

〔その他の事業〕 〔376〕 〔2.3〕 〔△54.9〕

合計 16,557 100.0 △1.8

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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[キャッシュ・フローの状況] 

当第３四半期連結会計期間末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 151百万円増加し、8,470百万円となりました。 

  
(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、2,769百万円となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期
純利益 2,760百万円、減価償却費 1,141百万円、利息及び配当金の受取額 147百万円であり、主な支出
要因は、法人税等の支払額 1,660百万円であります。 

  
(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、1,932百万円となりました。主な要因は、有価証券の償還による収
入 1,588百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出 1,337百万円や貸付けによる支出 
2,012百万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、685百万円となりました。これは主に、配当金の支払額 655百万円
によるものです。 
  

  

当第３四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。 
  

  
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

 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、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 50百万円増加しております。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 10,872 10,466

現金護送業務用現金及び預金 1,176 965

受取手形及び売掛金 379 377

未収契約料 977 958

有価証券 1,642 1,778

たな卸資産 87 73

繰延税金資産 117 372

短期貸付金 3,000 1,000

その他 441 407

貸倒引当金 △18 △18

流動資産合計 18,677 16,381

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,875 4,830

減価償却累計額 △2,677 △2,610

建物及び構築物（純額） 2,197 2,220

機械装置及び運搬具 200 204

減価償却累計額 △174 △175

機械装置及び運搬具（純額） 25 28

警報機器及び設備 13,901 13,722

減価償却累計額 △10,639 △10,528

警報機器及び設備（純額） 3,261 3,194

工具、器具及び備品 325 293

減価償却累計額 △212 △198

工具、器具及び備品（純額） 113 95

土地 3,881 3,875

建設仮勘定 43 83

有形固定資産合計 9,523 9,496

無形固定資産   

ソフトウエア 13 7

その他 7 8

無形固定資産合計 21 16

投資その他の資産   

投資有価証券 3,352 5,210

長期貸付金 381 368

長期前払費用 638 623

繰延税金資産 1,515 1,472

保険積立金 337 317

その他 1,058 1,157

貸倒引当金 △409 △398

投資その他の資産合計 6,874 8,750

固定資産合計 16,419 18,263

資産合計 35,096 34,645
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 112 215

1年内返済予定の長期借入金 28 28

未払金 717 562

設備関係未払金 142 174

未払法人税等 156 945

未払消費税等 121 144

未払費用 95 158

預り金 1,867 1,067

前受契約料 1,358 1,313

賞与引当金 143 543

その他 5 2

流動負債合計 4,749 5,156

固定負債   

長期借入金 122 143

長期未払金 2 2

長期預り保証金 1,072 1,067

退職給付引当金 241 243

役員退職慰労引当金 29 25

その他 0 0

固定負債合計 1,468 1,483

負債合計 6,217 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 21,596 20,664

株主資本合計 28,527 27,595

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △74 △6

評価・換算差額等合計 △74 △6

少数株主持分 425 415

純資産合計 28,878 28,005

負債純資産合計 35,096 34,645
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 16,557

売上原価 10,089

売上総利益 6,468

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費 79

役員報酬 134

従業員給料及び手当 1,453

従業員賞与 314

賞与引当金繰入額 36

退職給付費用 63

役員退職慰労引当金繰入額 3

法定福利費 236

賃借料 218

減価償却費 55

貸倒引当金繰入額 3

業務提携契約料 248

業務委託費 167

その他 538

販売費及び一般管理費合計 3,553

営業利益 2,914

営業外収益  

受取利息 94

受取配当金 19

受取賃貸料 25

デリバティブ評価益 0

その他 24

営業外収益合計 164

営業外費用  

支払利息 11

固定資産除売却損 32

長期前払費用一時償却額 31

デリバティブ評価損 147

その他 22

営業外費用合計 246

経常利益 2,832

特別利益  

投資有価証券売却益 2

過年度損益修正益 0

特別利益合計 3

特別損失  

投資有価証券評価損 16

事業再編損 18

過年度損益修正損 37

その他 2

特別損失合計 74
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

税金等調整前四半期純利益 2,760

法人税、住民税及び事業税 895

法人税等調整額 258

法人税等合計 1,153

少数株主利益 19

四半期純利益 1,587
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 2,760

減価償却費 1,141

長期前払費用償却額 164

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10

受取利息及び受取配当金 △113

支払利息 11

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） △67

たな卸資産の増減額（△は増加） △13

仕入債務の増減額（△は減少） △103

投資有価証券売却損益（△は益） △2

投資有価証券評価損益（△は益） 16

退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 △86

賞与引当金の増減額（△は減少） △400

有形固定資産除却損 31

前受契約料の増減額（△は減少） 45

未払消費税等の増減額（△は減少） △22

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3

預り金の増減額（△は減少） 804

未払金の増減額（△は減少） 155

デリバティブ評価損益（△は益） 147

長期前払費用一時償却額 31

現金護送業務用現金及び預金の増減額（△は減
少）

△211

その他 △7

小計 4,294

利息及び配当金の受取額 147

利息の支払額 △11

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,660

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,769

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 1,588

有形固定資産の取得による支出 △1,337

有形固定資産の売却による収入 42

投資有価証券の取得による支出 △7

投資有価証券の売却及び償還による収入 132

貸付けによる支出 △2,012

無形固定資産の取得による支出 △8

定期預金の増減額（△は増加） △78

長期前払費用の取得による支出 △234

その他 △17

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,932

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 △21

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 △685
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 151

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 8,470
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

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12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。 
  

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12月31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12月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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(1) 前第３四半期連結損益計算書 

                                          

 
  

「参考資料」

科 目

前年同四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

金 額(百万円) 百分比(％)

Ⅰ 売上高 16,869 100.0

Ⅱ 売上原価 10,507 62.3

   売上総利益 6,361 37.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,620 21.5

   営業利益 2,741 16.2

Ⅳ 営業外収益 353 2.1

Ⅴ 営業外費用 84 0.5

   経常利益 3,010 17.8

Ⅵ 特別利益 5 0.0

Ⅶ 特別損失 46 0.2

   税金等調整前四半期純利益 2,969 17.6

   法人税、住民税及び事業税 1,020 6.0

   法人税等調整額 214 1.3

   少数株主利益 19 0.1

   四半期純利益 1,715 10.2
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(2) 前第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

                                          

前年同四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31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 2,969

   減価償却費 1,258

   減損損失 1

   長期前払費用償却額 157

   退職給付引当金の減少額 △93

   役員退職慰労引当金の減少額 △5

   受取利息及び受取配当金 △202

   支払利息 6

   有形固定資産除売却損 36

   無形固定資産評価損 0

   長期前払費用一時償却額 22

   受取手形及び売上債権の増加額 △68

   たな卸資産の減少額 132

   仕入債務の減少額 △5

   未払消費税等の増加額 78

   前受契約料の増加額 116

   その他 △593

    小計 3,811

   利息及び配当金の受取額 209

   利息の支払額 △6

   法人税等の支払額 △1,008

   営業活動によるキャッシュ・フロー 3,006

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 △709

   有価証券の償還による収入 80

   有形固定資産の取得による支出 △1,363

   有形固定資産の売却による収入 134

   投資有価証券の取得による支出 △1,735

   投資有価証券の売却・償還による収入 1,300

   貸付けによる支出 △13

   貸付金の回収による収入 5

   その他 △239

   投資活動によるキャッシュ・フロー △2,541

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 △27

   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 △627

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △161

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 7,271
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