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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 22,143 △1.3 3,941 6.3 4,020 8.1 2,141 1.3
20年3月期 22,434 1.5 3,707 9.2 3,720 △1.0 2,113 41.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 163.36 ― 7.6 11.5 17.8
20年3月期 161.20 ― 7.9 10.9 16.5

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 35,303 29,423 82.1 2,211.06
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  28,985百万円 20年3月期  27,589百万円

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

21年3月期 4,294 △4,713 △693 7,206
20年3月期 4,454 △2,934 △634 8,319

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00 655 31.0 2.4
21年3月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00 655 30.6 2.3

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 50.00 50.00 29.3

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載の業績予想に関する事項は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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結果となる可能性があります。 

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

11,170 2.0 2,086 8.5 2,108 6.4 1,121 1.1 85.51

通期 22,550 1.8 4,121 4.6 4,160 3.5 2,239 4.5 170.79

－ 1 －



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、21ページ「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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） 1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、43ページ「1株当たり情報」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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 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  ―株 20年3月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 19,623 1.4 3,562 6.7 3,675 8.6 1,957 0.1
20年3月期 19,358 △0.2 3,338 6.5 3,385 △6.2 1,956 35.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 149.32 ―

20年3月期 149.23 ―

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 33,219 27,637 83.2 2,108.22
20年3月期 32,639 26,424 81.0 2,015.65

（参考） 自己資本 21年3月期  27,637百万円 20年3月期  26,424百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載の業績予想に関する事項は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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結果となる可能性があります。 

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 
累計期間

10,030 3.4 1,908 10.2 1,974 8.7 1,082 4.4 82.54

通期 20,100 2.4 3,702 3.9 3,786 3.0 2,079 6.2 158.59

－ 2 －



当期におけるわが国の経済は、米国の大手金融機関の破綻に端を発した世界的な金融危機が急速に
広がり、株式・為替環境の悪化、企業の生産減、設備投資の抑制、雇用情勢の悪化や個人消費の低迷
など景気は極めて厳しい局面で推移しました。 
このような状況の中、当社グループは、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。 

 
  

売上高は、22,143百万円と前期に比べ 291百万円(前期比 1.3％減)の減収に終わりました。安全商
品売上を中心に「セキュリティ事業」が増収となったものの、「その他の事業」の大型電気工事が大
きく減少したことによるものです。 
営業利益は、3,941百万円と前期に比べ 234百万円(前期比 6.3％増)の増益となりました。売上高

は減収となりましたが、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個別事業毎に業務
内容の見直しと 適化を行ったことによるものです。 
経常利益は、4,020百万円と前期に比べ 299百万円(前期比 8.1％増)の増益となりました。受取利

息は減少したものの、前期に比べ営業外費用が減少したことによるものです。 
当期純利益は、2,141百万円と前期に比べ 28百万円(前期比 1.3％増)の増益となりました。将来の

リスク回避を目的として、複合金融商品を売却したことによる投資有価証券売却損 211百万円、情
報・メディカル事業の再編に伴う損失 41百万円、固定資産の減損損失 33百万円など 344百万円の特
別損失を計上しましたが、税金等調整前当期純利益が 3,732百万円と前期に比べ 91百万円(前期比 
2.5％増)の増益となったことによるものです。 

  

 
  

事業所向けセキュリティシステムであるアラームシステムと家庭向けセキュリティシステムである
「セコム・ホームセキュリティ」の販売活動と解約防止活動により、保有契約金額を増加させる活動
を展開してまいりました。 
また、セキュリティの「プロ」としての提案活動の推進や家庭向けに暮らしのお困りごとや住まい

のトラブルをサポートするサービス「セコム・ホームサービス」の提供など、きめ細やかなサービス
の提供により、お客様満足度の向上に努めてまいりました。 
その結果、契約料収入は契約数の増加により順調に推移したものの、セキュリティシステムの設置

に係る工事売上が減少し、同部門の売上高は 14,697百万円と前期に比べ ４百万円(前期比△0.0％
減)の僅かながら減収となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①当期の状況

【損益実績】 (単位：百万円、％)

区  分 前期 売上比 当期 売上比 増減 前期比

売上高 22,434 100.0 22,143 100.0 △291 △1.3

営業利益 3,707 16.5 3,941 17.8 234 6.3

経常利益 3,720 16.6 4,020 18.2 299 8.1

当期純利益 2,113 9.4 2,141 9.7 28 1.3

【部門別売上高】 (単位：百万円、％)

部門区分 金 額 構成比 前期比

（セキュリティ事業） (21,630) (97.7) (0.7)

 セントラライズドシステム部門 14,697 66.4 △ 0.0

 常駐システム部門 4,297 19.4 △ 1.9

 現金護送システム部門 934 4.2 0.4

 安全商品売上部門 1,701 7.7 15.6

（その他の事業） (512) (2.3) (△ 46.0)

合 計 22,143 100.0 △ 1.3

〈セキュリティ事業〉

セントラライズドシステム部門

セコム上信越㈱（4342）平成21年３月期　決算短信

－ 3 －



長期契約は堅調に増加し、昨年５月には新潟市で開催された「Ｇ８労働大臣会合」関連の契約など
がありましたが、前期の新潟県中越沖地震や大型施設向けの短期契約の反動により、同部門の売上高
は 4,297百万円と前期に比べ 82百万円(前期比 1.9％減)の減収となりました。 

ＣＤ補填関連の付帯収入の増加により、同部門の売上高は 934百万円と前期に比べ 3百万円(前期
比 0.4％増)の増収となりました。 

出入管理関連商品や住宅用火災警報器を含む家庭向け安全商品の売上が堅調に推移し、監視カメラ
システムやＡＥＤ(自動体外式除細動器)の販売が大きく伸びたことから、同部門の売上高は 1,701百
万円と前期に比べ 229百万円(前期比 15.6％増)の増収となりました。 
  
これらの結果、セキュリティ事業の売上高は 21,630百万円と前期に比べ 146百万円(前期比 0.7％

増)の増収となりました。なお、全売上高に占める当事業の売上高比率は 97.7％(前期 95.8％)とな
っております。 

  

情報事業部門の売上高は 60百万円と前期に比べ 10百万円の減収、メディカル事業の売上高は 193
百万円と前期に比べ 6百万円の減収となりました。 
一般電気工事・建築事業部門の売上高は 259百万円と前期に比べ 420百万円の減収となりました。

これは、前期に大型電気工事があったことによるものです。 
  
なお、当期、情報事業とメディカル事業について、事業内容の見直しを行いました。その内容につ

いては、2. 企業集団の状況に記載しております。 
  

 
  
今後の経済見通しにつきましては、企業収益の悪化に伴う設備投資の落ち込みや雇用情勢の悪化に

よる個人消費の低迷により、日本経済の景気低迷は、しばらく継続するものと思われます。 
このような状況下において、当社グループは中核であるセキュリティ事業への経営資源の集中や、

グループ全体での営業協力体制の構築により更なる業容拡大に努めるとともに、引き続きグループ会
社全体での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と今
以上の確実かつ力強い成長軌道の実現に向け邁進してまいります。 
なお、次期の業績予想につきましては、売上高は1.8％増加の 22,550百万円、営業利益は4.6％増

加の 4,121百万円、経常利益は3.5％増加の 4,160百万円、当期純利益は4.5％増加の 2,239百万円を
予想しております。 

  

常駐システム部門

現金護送システム部門

安全商品売上部門

〈その他の事業〉

②次期の見通し

(単位：百万円、％)

区 分 当期実績 次期見通し 増減額 増減率

売上高 22,143 22,550 406 1.8

営業利益 3,941 4,121 179 4.6

経常利益 4,020 4,160 139 3.5

当期純利益 2,141 2,239 97 4.5
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当期末の総資産は、前期末に比べ 658百万円(1.9％)増加し 35,303百万円となりました。 
 流動資産は、貸付金が 5,100百万円増加し、現金及び預金が 922百万円、有価証券が償還等によ
り 142百万円それぞれ減少したことにより、前期末に比べ 3,741百万円(22.8％)増加し 20,122百
万円となりました。 
固定資産は、前期末に比べ 3,083百万円(16.9％)減少し 15,180百万円となりました。１年以内

償還予定の債券を流動資産に振替えたことや、複合金融商品である仕組債の売却、そして株価の下
落等により投資有価証券が 2,616百万円、繰延税金資産が 245百万円それぞれ減少したことによる
ものです。 
なお、流動資産の貸付金は、すべてセコムグループ内金融としての貸付金であります。当期、債

券の償還や売却による収入があったことから、資金運用面で有効な方法と判断し、短期貸付として
行ったものです。 

流動負債は、未払法人税等が 492百万円減少したこと等により、前期末に比べ 728百万円
(14.1％)減少し 4,427百万円となりました。 
 固定負債は、前期末に比べ 30百万円(2.1％)減少し 1,452百万円となりました。 
 この結果、負債合計は前期末に比べ 759百万円(11.4％)減少し 5,880百万円となりました。 

純資産は、前期末に比べ 1,418百万円(5.1％)増加し 29,423百万円となりました。自己資本比率
は82.1％、１株当たり純資産額は 2,211円06銭となりました。 

  

当期におけるキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。 

 
当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前期末に比べて 1,113百万円減少し 

7,206百万円となりました。 

営業活動の結果得られた資金は 4,294百万円(前期比 160百万円 3.6％減)となりました。前期に
比べ減価償却費が減少したことと、法人税等の支払額が増加したこと等によるものであり、主な収
入要因は、税金等調整前当期純利益 3,732百万円、減価償却費 1,585百万円、長期前払費用償却額 
229百万円、投資有価証券売却損益 208百万円であり、主な支出要因は、法人税等の支払額 1,661
百万円であります。 

投資活動の結果支出した資金は 4,713百万円(前期比 1,779百万円 60.6％増)となりました。 
主な内容は、セキュリティ事業における警報機器を中心とした有形固定資産の取得による支出 

1,748百万円、セコムグループ内金融による貸付けによる支出 5,117百万円、有価証券の償還によ
る収入 1,607百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入 777百万円であります。 

財務活動の結果支出した資金は 693百万円(前期比 59百万円 9.4％増)となりました。主に配当
金の支払によるものです。 
  

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

(イ) 資産

(ロ) 負債

(ハ) 純資産

②キャッシュ・フローの状況

(単位：百万円)

前期 当期 増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,454 4,294 △ 160

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,934 △ 4,713 △ 1,779

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 634 △ 693 △ 59

現金及び現金同等物の増加額 886 △ 1,113 △ 1,999

現金及び現金同等物の期首残高 7,433 8,319 886

現金及び現金同等物の期末残高 8,319 7,206 △ 1,113

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率 ： （純資産－少数株主持分）／ 総資産 
時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総数 ／ 総資産 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債 ／ キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ ： キャッシュ・フロー／利払い 
(注) １．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 
３．キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。 
４．有利子負債は連結貸借対照表の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。 
  

当社は、安定した経営基盤の確立を目指すとともに、株主の皆様への利益還元を経営の 重要課題の
一つとして位置づけ、安定的かつ継続的に利益配分することを基本方針に、連結当期純利益の３割を還
元する方針としております。 
 当期につきましては、期末時点の株主様に対して当初の予定通り50円の期末（年間）配当を行わせて
いただく予定であります。これにより連結配当性向は30.6％となります。 
 内部留保金の使途につきましては、新規契約先の増加に対応するための警報機器及び設備への投資や
戦略的事業への投資等に活用し、企業体質の強化及び事業の拡大に努めてまいります。 
次期の配当につきましては、連結当期純利益 2,239百万円を予想しており、この３割を配当とさせて

いただく予定であります。１株あたりの配当金は50円を予定いたしております。 
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、当社の剰余金の配当は、期

末配当の年１回を基本としております。配当の決定機関は中間配当は取締役会、期末配当は株主総会で
あります。 

  

近の有価証券報告書（平成20年６月25日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更があり
ませんので、開示を省略いたします。 

  

  

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率 75.3 77.2 77.6 79.6 82.1

時価ベースの自己資本比率 103.1 112.7 105.2 88.9 56.6

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

0.1 0.1 0.1 0.0 0.0

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

241.8 427.6 414.7 438.0 288.1

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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当社の企業集団は、親会社（セコム株式会社）、子会社３社で構成されており、下記の事業を営んでおり

ます。 

当社グループの事業は、オンラインセキュリティサービス（機械警備）を中心としたセキュリティ事業

と、その他の事業に分けられ、それぞれ以下のサービスを提供いたしております。 

 

ビルや工場などのご契約先施設に警備員が常駐して、火災や盗難の未然防止、施設への出入管理、設

備の監視などにより安全管理を行っております。また、イベント会場などでの安全管理も行っておりま

す。 

現金・有価証券の貴重品運搬警備、金融機関などのＣＤ／ＡＴＭ機への現金補填などの資金管理業

務、小売店などからの売上金回収業務などを行っております。 

防盗性能の高い金庫や監視カメラ、指紋やＩＣカードを用いた出入管理システムなど、これまで培っ

たノウハウを生かした「安全商品」を販売しております。これらの「安全商品」は、セントラライズド

システムなどと連動することにより、より高品質かつ高機能なサービスが提供しております。 

今期、不正アクセス遠隔監視サービスなどのサイバーセキュリティサービスの事業内容の見直しを行

ない、現在はインターネット接続サービスを中心としたサービスを提供しております。 

生活習慣病予防に重点を置いた健康管理システムである「サープス」の撤退を含め、今期、事業全体

の見直しを行ない、現在は新潟市を中心に在宅介護サービスを提供しております。 

建物などにおける一般電気工事建築工事や改装工事、ＣＡＴＶ工事や光ファイバー敷設などの通信工

事などを行っております。 

2. 企業集団の状況

(1) 事業の内容

《セキュリティ事業》

①セントラライズドシステム部門

事務所や工場、学校や金融機関などの事業所を対

象とした“アラームシステム”や一般家庭を対象と

した“ホームセキュリティ”などの機械警備を中心

とした部門であります。

セントラライズドシステムでは、ご契約先に設置

したセンサーなどの警報機器により24時間365日集

中監視を行っております。ご契約先からの異常信号

を受信した際には、コントロールセンターの管制員

が状況を判断、緊急対処員をご契約先に急行させる

とともに、必要に応じて警察・消防・ガス会社など

に通報するシステムになっております。

 

②常駐システム部門

③現金護送システム部門

④安全商品売上部門

《その他の事業》

①情報事業部門

②メディカル事業部門

③一般電気工事・建築事業部門

セコム上信越㈱（4342）平成21年３月期　決算短信

－ 7 －



当社グループの事業の系統は以下のとおりとなります。 

 

（平成21年３月31日現在） 

 
(注) １．親会社のセコム株式会社は、有価証券報告書を提出しております。 

２．議決権の所有（被所有）割合欄の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。 

３．特定子会社に該当しております。 

  

(2) 事業の系統

(3) 関係会社の状況

名称 住所
資本金又は
出資金 
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
又は被所有割合

関係内容
所有割合
(％)

被所有割合
(％)

(親会社)

セコム株式会社(注)１，２ 東京都渋谷区 66,377
セキュリティ
サービス事業

―
50.9
(0.4)

機器等の購入及び技術援助
役員の兼任(当社への兼任) 
 取締役…２名 
 監査役…２名

(連結子会社)

セコムジャスティック 
上信越株式会社（注）３

新潟県新潟市 
中央区

40 同上 100.0 ―

業務提携及び業務指導、
商品の売却、不動産の賃貸 
役員の兼任 
(当社からの兼任) 
 取締役…３名 
 監査役…１名

セコムテクノ 
上信越株式会社（注）３

新潟県新潟市 
中央区

30 同上 80.49 ―

工事発注及び業務委託
業務指導 
不動産の賃貸 
役員の兼任 
(当社からの兼任) 
 取締役…３名

セコム佐渡株式会社 新潟県佐渡市 23 同上 54.5 ―

業務・技術指導 
役員の兼任 
(当社からの兼任) 
 取締役…４名
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当社グループは、1967年の創業以来、セコムグループ（当社の親会社を中心に構成される企業集団）

の一員として、“あらゆる「不安」のない社会”の実現に向けて、「社会システム産業」の構築を目指

してきました。当社グループは、新潟県・群馬県・長野県における警備業の先駆者として、“信頼され

る安心を社会へ。”のコーポレートメッセージのもと、ますます高まりつつあるお客様の「安全」「安

心」のニーズにお応えすることにより、業容の拡大に向け邁進しております。 

また、昨今の経済情勢の変化や犯罪の凶悪化などの環境の変化により、様々な不安に晒される社会と

なっており、こうした状況の中、当社グループはセキュリティのプロフェッショナルで構成される企業

集団として、企業目標である「社会システム産業」の構築に社員一同一丸となって取り組むことで、成

長し続けていきます。これにより企業価値を高めていくことが、株主利益の向上につながるものと考え

ております。 

  

当社グループの当面の課題は、増収増益基盤を確固たるものとすることであります。そのために、経

営資源をセキュリティ事業に集中し、業容の拡大に努めるとともに、コスト管理の徹底と業務内容の見

直しによるコストの適正化を追求してまいります。 

  

現在の社会において、「安全」「安心」に対する需要は重要な位置を占めるとともに、要求されるサ

ービスの質や信頼性に対する期待も非常に高いものとなっております。当社グループは、質の高いサー

ビスを提供することにより、お客様、社会の皆様そして株主の皆様から「信頼される会社」となり、そ

れにより社会全体に貢献できるものと考えております。 

そのためには、我々セコムグループのコーポレートメッセージである「信頼される安心を、社会

へ。」を目標に、社員全員が「セコムの基本理念」を共有し、「セコムらしさ」を行動の規範とするこ

とが重要であると考えております。それにより、社員一人ひとりの士気を高揚させ、組織の一体感の醸

成と活性化を図ってまいります。また、セキュリティのプロ集団として、お客様に対する提案活動を強

化し、グループの総合力を活かした多様で高度な付加価値の高いサービスを提供し、お客様満足度を向

上させることで、社会の皆様や株主の皆様からも高い評価を得てまいりたいと考えております。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 10,466 9,543 

現金護送業務用現金及び預金 ※1 965 ※1 877 

受取手形及び売掛金 377 329 

未収契約料 958 917 

有価証券 1,778 1,636 

たな卸資産 ※2 73 ※2 77 

繰延税金資産 372 304 

短期貸付金 1,000 6,100 

その他 407 350 

貸倒引当金 △18 △15 

流動資産合計 16,381 20,122 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 4,830 4,841 

減価償却累計額 △2,610 △2,698 

建物及び構築物（純額） 2,220 2,143 

機械装置及び運搬具 204 177 

減価償却累計額 △175 △156 

機械装置及び運搬具（純額） 28 20 

警報機器及び設備 13,722 13,932 

減価償却累計額 △10,528 △10,775 

警報機器及び設備（純額） 3,194 3,156 

工具、器具及び備品 293 326 

減価償却累計額 △198 △213 

工具、器具及び備品（純額） 95 113 

土地 3,875 3,873 

建設仮勘定 83 70 

有形固定資産合計 9,496 9,378 

無形固定資産 

ソフトウエア 7 13 

その他 8 7 

無形固定資産合計 16 20 

投資その他の資産 

投資有価証券 5,210 2,593 

長期貸付金 368 386 

長期前払費用 623 621 

前払年金費用 － 544 

繰延税金資産 1,472 1,227 

保険積立金 317 286 

その他 1,157 537 

貸倒引当金 △398 △414 

投資その他の資産合計 8,750 5,781 

固定資産合計 18,263 15,180 

資産合計 34,645 35,303 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 215 147 

1年内返済予定の長期借入金 28 29 

未払金 562 548 

設備関係未払金 174 141 

未払法人税等 945 452 

未払消費税等 144 125 

未払費用 158 100 

預り金 1,067 1,024 

前受契約料 1,313 1,307 

賞与引当金 543 543 

その他 2 6 

流動負債合計 5,156 4,427 

固定負債 

長期借入金 143 114 

長期未払金 2 2 

長期預り保証金 1,067 1,072 

退職給付引当金 243 231 

役員退職慰労引当金 25 30 

その他 0 1 

固定負債合計 1,483 1,452 

負債合計 6,639 5,880 

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 20,664 22,150 

株主資本合計 27,595 29,081 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △6 △95 

評価・換算差額等合計 △6 △95 

少数株主持分 415 437 

純資産合計 28,005 29,423 

負債純資産合計 34,645 35,303 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 22,434 22,143 

売上原価 13,925 13,513 

売上総利益 8,509 8,629 

販売費及び一般管理費 

広告宣伝費 112 96 

役員報酬 179 176 

従業員給料及び手当 1,952 1,929 

従業員賞与 315 315 

賞与引当金繰入額 149 145 

退職給付費用 69 82 

役員退職慰労引当金繰入額 6 5 

法定福利費 314 311 

賃借料 293 291 

減価償却費 117 76 

貸倒引当金繰入額 2 0 

業務提携契約料 330 330 

業務委託費 199 222 

その他 757 701 

販売費及び一般管理費合計 4,802 4,688 

営業利益 3,707 3,941 

営業外収益 

受取利息 244 111 

受取配当金 17 19 

受取賃貸料 32 35 

その他 89 42 

営業外収益合計 383 208 

営業外費用 

支払利息 10 14 

固定資産除売却損 ※1 50 ※1 42 

長期前払費用一時償却額 30 42 

デリバティブ評価損 233 － 

その他 45 31 

営業外費用合計 370 130 

経常利益 3,720 4,020 

特別利益 

保険解約返戻金 － 53 

受取和解金 5 － 

その他 － 3 

特別利益合計 5 56 

特別損失 

投資有価証券評価損 48 17 

投資有価証券売却損 － 211 

事業再編損 ※2 － ※2 41 

過年度損益修正損 － 37 

減損損失 ※3 4 ※3 33 

たな卸資産評価損 15 － 

その他 15 2 

特別損失合計 84 344 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

税金等調整前当期純利益 3,640 3,732 

法人税、住民税及び事業税 1,565 1,183 

法人税等調整額 △60 374 

法人税等合計 1,505 1,557 

少数株主利益 22 33 

当期純利益 2,113 2,141 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 3,530 3,530 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,530 3,530 

資本剰余金 

前期末残高 3,401 3,401 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,401 3,401 

利益剰余金 

前期末残高 19,141 20,664 

当期変動額 

剰余金の配当 △589 △655 

当期純利益 2,113 2,141 

当期変動額合計 1,523 1,486 

当期末残高 20,664 22,150 

株主資本合計 

前期末残高 26,072 27,595 

当期変動額 

剰余金の配当 △589 △655 

当期純利益 2,113 2,141 

当期変動額合計 1,523 1,486 

当期末残高 27,595 29,081 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 135 △6 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△141 △89 

当期変動額合計 △141 △89 

当期末残高 △6 △95 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 135 △6 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△141 △89 

当期変動額合計 △141 △89 

当期末残高 △6 △95 

少数株主持分 

前期末残高 412 415 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2 21 

当期変動額合計 2 21 

当期末残高 415 437 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

純資産合計 

前期末残高 26,620 28,005 

当期変動額 

剰余金の配当 △589 △655 

当期純利益 2,113 2,141 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △138 △67 

当期変動額合計 1,384 1,418 

当期末残高 28,005 29,423 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 3,640 3,732 

減価償却費 1,721 1,585 

減損損失 4 33 

長期前払費用償却額 208 229 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11 12 

退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 △210 △117 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4 5 

受取利息及び受取配当金 △262 △131 

支払利息 10 14 

デリバティブ評価損益（△は益） 233 － 

投資有価証券評価損益（△は益） 48 17 

固定資産除売却損益（△は益） 50 56 

長期前払費用一時償却額 30 42 

現金護送業務用現金及び預金の増減額(△は減
少) 

407 87 

受取手形及び売掛金の増減額（△は増加） △69 50 

たな卸資産の増減額（△は増加） 142 △4 

仕入債務の増減額（△は減少） 97 △68 

未払消費税等の増減額（△は減少） 43 △18 

前受契約料の増減額（△は減少） 45 △5 

預り金の増減額（△は減少） △600 △39 

投資有価証券売却損益（△は益） － 208 

その他 △278 106 

小計 5,270 5,797 

利息及び配当金の受取額 273 174 

利息の支払額 △10 △14 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,079 △1,661 

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,454 4,294 

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） △673 △15 

有価証券の売却及び償還による収入 103 1,607 

有形固定資産の取得による支出 △1,836 △1,748 

有形固定資産の売却による収入 150 53 

無形固定資産の取得による支出 △8 △9 

子会社株式の取得による支出 △7 － 

投資有価証券の取得による支出 △1,737 △8 

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,300 777 

貸付けによる支出 △17 △5,117 

貸付金の回収による収入 5 － 

その他 △212 △253 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,934 △4,713 

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 △34 △28 

配当金の支払額 △590 △655 

少数株主への配当金の支払額 △10 △9 

その他 － △1 

財務活動によるキャッシュ・フロー △634 △693 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 886 △1,113 

現金及び現金同等物の期首残高 7,433 8,319 

現金及び現金同等物の期末残高 8,319 7,206 
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該当事項はありません。 

  

  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 子会社４社はすべて連結しておりま

す。 

連結子会社名 

 セコムジャスティック上信越㈱ 

 ㈱セコムメンテナンス上信越 

 セコムテクノ上信越㈱ 

 セコム佐渡㈱

子会社３社はすべて連結しておりま

す。 

連結子会社名 

 セコムジャスティック上信越㈱ 

 セコムテクノ上信越㈱ 

 セコム佐渡㈱

なお、連結子会社であった㈱セコムメ

ンテナンス上信越は、平成21年１月１

日を合併期日としてセコムテクノ上信

越㈱と合併し、消滅しております。

２ 持分法の適用に関する事

項

持分法を適用しない関連会社は２社あ

りますが、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、持分法の適

用範囲から除外しております。

該当ありません。

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

すべての連結子会社の決算日は、連結

決算日と一致しております。

同左

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

  有価証券

  満期保有目的の債券

償却原価法（利息法）によってお

ります。

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

  有価証券

  満期保有目的の債券

同左

その他有価証券

  時価のあるもの

  株式は連結決算日前１ヶ月の市場

価格の平均価格、債券は連結決算日

の市場価格等に基づく時価法によっ

ております（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は主

として移動平均法により算定）。 

 なお、組込デリバティブの時価を

区分して測定することができない複

合金融商品については、全体を時価

評価し、評価差額を損益に計上して

おります。

その他有価証券

  時価のあるもの

   株式は連結決算日前１ヶ月の市場

価格の平均価格、債券は連結決算日

の市場価格等に基づく時価法によっ

ております（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

動平均法により算定）。

時価のないもの 時価のないもの

移動平均法による原価法によって

おります。

同左

  デリバティブ

  時価法によっております。

      ―――――

  たな卸資産

  商品は主に移動平均法に基づく原

価法、貯蔵品については、 終仕入

原価法によっております。

  たな卸資産

  同左

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「棚卸資産

の評価に関する会計基準」(企業会

計基準第９号 平成18年７月５日公
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

   表分)を適用し、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。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

  有形固定資産   有形固定資産(リース資産を除く)

  定率法を採用しております。

①警報機器及び設備

平均見積使用期間(５～８年)に

わたり償却しております。

①警報機器及び設備

定率法を採用しております。

平均見積使用期間(５～８年)に

わたり償却しております。

②それ以外の有形固定資産

 平成10年４月１日以降取得した

建物(建物附属設備を除く)につい

ては、定額法によっております。 

 主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

 建物及び構築物 ８～50年 

 なお、取得価額が100千円以上

200千円未満の少額減価償却資産に

ついては、法人税法の規定に基づ

く３年均等償却によっておりま

す。

②それ以外の有形固定資産

 定額法を採用しております。

 主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

 建物及び構築物 ８～50年 

 なお、取得価額が100千円以上

200千円未満の少額減価償却資産に

ついては、法人税法の規定に基づ

く３年均等償却によっておりま

す。

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正((所得税法等の一

部を改正する法律 平成19年３月30

日法律第6号)及び(法人税法施行令

の一部を改正する政令 平成19年３

月30日政令第83号))に伴い、当連結

会計年度から、平成19年４月１日以

降に取得した有形固定資産（警報機

器及び設備を除く)については、改

正後の法人税法に基づく方法に変更

しております。 

 なお、当該変更に伴う損益に与え

る影響は軽微であります。

（会計方針の変更） 

 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連

結会計年度から定額法に変更してお

ります。

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、当連結会計年

度の営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益はそれぞれ 69百

万円増加しております。

(追加情報) 

 当連結会計年度から、平成19年３

月31日以前に取得した有形固定資産

(警報機器及び設備を除く)について

は、償却可能限度額まで償却が終了

した翌年から５年間で均等償却する

方法によっております。 

 なお、当該変更に伴う損益に与え
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

る影響は軽微であります。

 無形固定資産  無形固定資産(リース資産を除く)

  定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウエアに
同左

 ついては、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法を採用して

おります。

  リース資産

 所有権移転ファイナンス・リース取

引に係るリース資産

 自己所有の固定資産に適用する減価

償却方法と同一の方法を採用しており

ます。 

 所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産 

 該当ありません。 

 なお、リース取引開始日が平成20年

３月31日以前の所有権移転外ファイナ

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。

 長期前払費用  長期前払費用

  定額法を採用しております。 

 なお、警備契約先における機器設

置工事費のうち、その契約先からの

受取額を超える部分は「長期前払費

用」として処理し、契約期間（５

年）に基づく定額法によっておりま

す。

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

  貸倒引当金

  債権に対する貸倒損失に備えるた

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

  貸倒引当金

  同左

賞与引当金

  従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額に基づき計上しておりま

す。

賞与引当金

  同左

  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、当連結会計年度末において発生

していると認められる額を計上して

おります。

  なお、会計基準変更時差異につい

ては、当社は15年間での均等額を費

用処理し、子会社については一括償

却処理をしております。

  数理計算上の差異は、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(13.3年)による定額法に

  退職給付引当金

  同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 より翌連結会計年度から費用処理す

ることとしております。

  過去勤務債務は、発生連結会計年

度より平均残存勤務期間以内の一定

の年数(13年)により費用処理するこ

ととしております。

  役員退職慰労引当金

  当社及び一部の連結子会社は役員

の退職慰労金の支出に備えて、役員

退職慰労金規程に基づく連結会計年

度末要支給額を計上しております。

  役員退職慰労引当金

  同左

(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。

      ―――――

(5) 消費税等の会計処理

  消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

(5) 消費税等の会計処理

  同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。

 同左

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

原則として５年間の定額法により償

却を行っております。

 同左

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

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
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(7)【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】

【会計処理の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

―――――― (リース取引に関する会計基準等) 

 当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基

準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業審議

会第一部会)、平成19年３月31日改正))及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会

計制度委員会)、平成19年３月30日改正))を適用してお

ります。 

 これによる損益に与える影響はありません。

 なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の

所有権移転外ファイナンス・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。

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（連結貸借対照表） 

 「現金護送業務用現金及び預金」は、前連結会計年

度まで「現金及び預金」に含めて表示しておりました

が、当連結会計年度より明瞭表示のために区分掲記い

たしました。 

 なお、前連結会計年度において「現金及び預金」に

含まれている「現金護送業務用現金及び預金」残高

は、1,372百万円であります。 

 

――――――

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました無形固

定資産の「電話加入権」（当連結会計年度末０百万

円）、「電信電話専用施設利用権」（当連結会計年度

末８百万円）は、重要性が乏しいため当連結会計年度

より無形固定資産の「その他」として表示することに

変更いたしました。 

 

――――――

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました投資そ

の他の資産の「破産債権、更生債権その他これらに準

ずる債権」（当連結会計年度末10百万円）、「敷金保

証金」（当連結会計年度末112百万円）は、重要性が乏

しいため当連結会計年度より投資その他の資産の「そ

の他」として表示することに変更いたしました。 

 

――――――

――――――   前連結会計年度まで投資その他の資産の「その他」

に含めて表示しておりました「前払年金費用」（前連

結会計年度438百万円）は、当連結会計年度より明瞭表

示のため区分掲記いたしました。
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（連結キャッシュフロー計算書） 

 「退職給付引当金及び前払年金費用の増減額」は、

当連結会計年度より明瞭表示のために区分掲記いたし

ました。その内訳は退職給付引当金の減少額が△68百

万円、前払年金費用の増加額が△142百万円でありま

す。 

 

（連結キャッシュフロー計算書） 

         ――――――

  前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めておりました「預り金の増加

額（△減少額）」（前連結会計年度302百万円）は、当

連結会計年度より重要性が増したために区分掲記いた

しました。

――――――

         ――――――  前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業活

動によるキャッシュ・フローの「デリバティブ評価損

益(△は益)」（当連結会計年度末０百万円）は、重要

性が乏しいため当連結会計年度より営業活動によるキ

ャッシュ・フローの「その他」として表示することに

変更いたしました。

【追加情報】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度において、「役員賞与」は確定債務と

なったため、「未払費用」に計上しております。

なお、前連結会計年度は、支給・計上ともにありませ

ん。

――――――
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

※１ 当社及び子会社１社は銀行等の金融機関が設置し

ている現金自動受払機の現金補填業務を行っており

ます。現金護送業務用現金及び預金残高は、当該業

務に関連した現金及び預金残高であり、当社グルー

プによる使用が制限されております。    

※１ 当社及び子会社１社は銀行等の金融機関が設置し

ている現金自動受払機の現金補填業務を行っており

ます。現金護送業務用現金及び預金残高は、当該業

務に関連した現金及び預金残高であり、当社グルー

プによる使用が制限されております。 

※２       ―――――― ※２ たな卸資産の内訳

商品及び製品 36百万円

原材料及び貯蔵品 26百万円

仕掛品 14百万円

 ３ 偶発債務

   下記の会社、従業員の借入金及びリース等未払額

について債務保証を行っております。

従業員 15百万円

リース等による商品購入者 0

合計 16

 

 ３ 偶発債務

   従業員の借入金について債務保証を行っておりま

す。

従業員 16百万円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

※１ 固定資産除売却損の内訳

警報機器及び設備 40 百万円

車両 7

その他 3

合計 50

 上記の固定資産除売却損は、事業活動の中で経常

的に発生するものであります。

 

※１ 固定資産除売却損の内訳

警報機器及び設備 40 百万円

その他 1

合計 42

 上記の固定資産除売却損は、事業活動の中で経常

的に発生するものであります。

※２        ――――――

 

※２ 事業再編損

情報事業における監視サービス 

業務に係る再編損
29 百万円

「サープス」事業撤退を含むメデ

ィカル事業に係る再編損
12

合計 41

 

※３ 減損損失

   当連結会計年度おいて当社グループは以下の資産

グループについて減損損失（4百万円）を計上しまし

た。

用 途 種 類 地 域 減損損失

事業資産 

情報事業に

おけるソフ

トウェア

ソフト 

ウエア

新潟県 

新潟市 

１件

4 百万円

 

※３ 減損損失

   当連結会計年度おいて当社グループは以下の資産

グループについて減損損失（33百万円）を計上しま

した。

用 途 種 類 地 域 減損損失

事業資産 

メディカル

事業におけ

る不動産

建物

新潟県 

新潟市 

１件

3 百万円

賃貸不動産
土地及び

建物

新潟県 

新潟市 

１件

30 百万円

※用途ごとの減損損失の内訳

・事業資産   4百万円（ソフトウェア 4百万円）

 当社グループの資産グルーピングは、賃貸不動産及び

遊休資産においては個別物件単位で、事業資産において

は管理会計上の区分とし、賃貸不動産に係る賃料水準の

低下及び地価の下落、事業資産における業績の低迷によ

り、当連結会計年度において収益性が著しく低下した事

業資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額しておりま

す。

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、正味売却価額は路線価を合理的に

調整した額から処分費用見込額を控除して算定しており

ます。

※用途ごとの減損損失の内訳
・事業資産   3百万円（建物 3百万円）
・賃貸不動産   30百万円（内、土地 8百万円、建物  

                        22百万円)

 当社グループの資産グルーピングは、賃貸不動産及び

遊休資産においては個別物件単位で、事業資産において

は管理会計上の区分とし、賃貸不動産に係る賃料水準の

低下及び地価の下落、事業資産における業績の低迷によ

り、当連結会計年度において収益性が著しく低下した事

業資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額しておりま

す。

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、正味売却価額は路線価を合理的に

調整した額から処分費用見込額を控除して算定しており

ます。
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

  該当事項はありません。        

  

３ 新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。        

  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

  該当事項はありません。        

  
３ 新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。        

  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

次のとおり、決議を予定しております。 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 13,109,501 ― ― 13,109,501

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年6月26日 
定時株主総会

普通株式 589 45 平成19年3月31日 平成19年6月27日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年6月24日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 655 50 平成20年3月31日 平成20年6月25日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 13,109,501 ― ― 13,109,501

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年6月24日 
定時株主総会

普通株式 655 50 平成20年3月31日 平成20年6月25日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年6月23日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 655 50 平成21年3月31日 平成21年6月24日
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前連結会計年度及び当連結会計年度において、セキュリティ事業の売上高、営業利益及び資産の金額

は、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資産の金額の合計額に占める割合がいずれ

も90％超であるため、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。 

  

前連結会計年度及び当連結会計年度において、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。 

  

前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

(平成20年３月31日現在)

現金及び預金勘定 10,466百万円

有価証券勘定 1,778

定期預金(３ヶ月超) △2,318

債券(償還期間３ヶ月超) △1,607

現金及び現金同等物 8,319
 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

(平成21年３月31日現在)

現金及び預金勘定 9,543百万円

有価証券勘定 1,636

定期預金(３ヶ月超) △2,508

債券(償還期間３ヶ月超) △1,465

現金及び現金同等物 7,206

 

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31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

１．ファイナンス・リース取引

(1)所有権移転ファイナンス・リース取引

 

 

 

 

 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 取得価額相当額

工具器具備品 150 百万円

車両 38

 計 188

 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産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り算定しております。

 減価償却累計額相当額

工具器具備品 108 百万円

車両 6

 計 114

 期末残高相当額

工具器具備品 41 百万円

車両 32

 計 74

② 未経過リース料期末残高相当額

一年以内 41 百万円

一年超 32

 計 74

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定

しております。

③ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 68 百万円

減価償却費相当額 68

④ 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。

 

 

 

 

 

 ①リース資産の内容

  有形固定資産

  セキュリティ事業における車両(機械装置及び運搬

具)であります。

 ②リース資産の減価償却の方法

  連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４．会計処理基準に関する事項 (2)重要な減価償却

資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引

  該当ありません。

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ

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、その内容は、次の通り

であります。

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 取得価額相当額

工具器具備品 77 百万円

車両 38

 計 116

 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産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り算定しております。

 減価償却累計額相当額

工具器具備品 63 百万円

車両 21

 計 85

 期末残高相当額

工具器具備品 14 百万円

車両 16

 計 31

② 未経過リース料期末残高相当額

一年以内 20 百万円

一年超 10

 計 31

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定

しております。

③ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 41 百万円

減価償却費相当額 41

④ 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。
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

 

未経過リース料

一年以内 9百万円

一年超 74

 計 83
 

未経過リース料

一年以内 9百万円

一年超 64

 計 74
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Ⅰ 前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

  

 
(注) １ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

(1) 商品・機器の購入、支払業務委託料及び支払技術援助料については、市場動向を勘案して、協議の上決

定しております。 

(2) 土地賃借料については、近隣相場等を勘案して、協議の上決定しております。 

２ 上記金額のうち取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

  

２ 子会社等 

  

 
(注) １ 議決権等の所有について 

(1) 医療法人社団豁達会の議決権は有しておりません。 

(2) 出資額の割合が82.7％となっております。 

     ２ 取引内容について 

(1) 医療法人社団豁達会への出資金225百万円については、全額出資金評価損を計上しております。 

(2) 医療法人社団豁達会への貸付金残高については、５百万円の返済がありましたが、再建への取組として

流動資産「その他」から立替金17百万円を振替えております。 

(3) 医療法人社団豁達会への貸付金については、全額貸倒引当金を計上しております。 

(4) 医療法人社団豁達会への貸付金の取引条件は、現在の市場動向等を勘案して、協議の上決定しておりま

す。 

  

【関連当事者情報】

属性
会社等 
の名称

住所
資本金 

又は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等の
所有 

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社 セコム㈱
東京都 
渋谷区

66,377
セキュリテ
ィサービス
事業

(被所有)
直接 50.5
間接 0.4

兼任４名

商品・機
器の購入 
業務委託
及び技術
援助

商品の購入 767 買掛金 110

機器の購入 1,578
設備購入 
未払金

167

業務委託及
び技術援助

519 未払金 106

土地賃借料 8 前払費用 4

三者契約分
の契約料未
収入金

3,233 未収入金 193

三者契約分
の契約料預
り金

1,319 預り金 49

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等の
所有 

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

出資先
医療法人
社団豁達
会

新潟県 
新潟市
西区

272 医療法人 ― 出向２名 経営支援 金銭の貸付 17
長期 
貸付金

368
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３ 兄弟会社等 

  

 
(注) １ 取引内容について 

(1) 貸付は、当社の資金運用を目的にセコムグループ内金融の一環として実施しております。 

(2) 当社とコンピューター等のリース契約を行っております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1) 貸付金の取引条件は、セコムグループ内金融として、現在の預金金利動向等を勘案して、協議の上決定

しております。 

(2) コンピューター等のリース料につきましては、一般の取引条件と同様に決定しております。 

３ 上記金額のうち取引金額には消費税等が含まれておりません。 

  

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等の
所有 

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社の
子会社

セコムク
レジット
㈱

東京都
渋谷区

400 リース業等 ― ―

当社のコ
ンピュー
ター等の
リース、
当社から
の貸付等

金銭の貸付 1,000
短期 
貸付金

1,000

リース料の
支払い

48 ― ―

受取利息 5
その他流
動負債

0

セコム上信越㈱（4342）平成21年3月期　決算短信

－ 30 －



Ⅱ 当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

（追加情報） 

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月

17日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18

年10月17日）を適用しております。 

 この結果、従来の開示対象範囲に加えて、連結子会社であるセコムテクノ上信越㈱と関連当事者との

取引が開示対象に追加されております。 

１ 関連当事者との取引 

（１） 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等 

  

 
(注) １ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

(1) 商品・機器の購入、業務委託料及び技術援助料については、市場動向を勘案して、協議の上決定してお

ります。 

(2) 土地賃借料については、近隣相場等を勘案して、協議の上決定しております。 

２ 上記金額のうち取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

  

(イ) 連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

  

 
(注) １ 議決権等の所有について 

(1) 医療法人社団豁達会の議決権は有しておりません。 

(2) 出資額の割合が82.7％となっております。 

     ２ 取引内容について 

(1) 医療法人社団豁達会への出資金225百万円については、全額出資金評価損を計上しております。 

(2) 医療法人社団豁達会への貸付金については、全額貸倒引当金を計上しております。 

(3) 医療法人社団豁達会への貸付金の取引条件は、現在の市場動向等を勘案して、協議の上決定しておりま

す。 

  

種類
会社等 

の名称又は
氏名

所在地
資本金 

又は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等の
所有 

(被所有)割合
(％)

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

親会社 セコム㈱
東京都 
渋谷区

66,377
セキュリテ
ィサービス
事業

(被所有)
直接 50.5
間接 0.4

機器等の購入
業務委託及び 
技術援助 
役員の兼任 ４名

商品の購入 854 買掛金 123

機器の購入 1,646
設備関係 
未払金

139

業務委託及
び技術援助

525 未払金 79

土地賃借料 8 前払費用 4

三者契約分
の契約料未
収入金

3,726 未収入金 231

三者契約分
の契約料預
り金

1,316 預り金 94

種類
会社等 

の名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等の
所有 

(被所有)割合
(％)

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

出資先
医療法人
社団豁達
会

新潟県 
新潟市
西区

272 医療法人 ―

経営支援 

役員の兼任 出向１

名

金銭の貸付 17
長期 
貸付金

386
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(ウ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の

子会社等 

  

 
(注) １ 取引内容について 

(1) 貸付は、当社の資金運用を目的にセコムグループ内金融の一環として実施しております。 

(2) 当社とコンピューター等のリース契約を行っております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1) 貸付金の取引条件は、セコムグループ内金融として、現在の預金金利動向等を勘案して、協議の上決定

しております。 

(2) コンピューター等のリース料につきましては、一般の取引条件と同様に決定しております。 

３ 上記金額のうち取引金額には消費税等が含まれておりません。 

  

（２） 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

  連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子

会社等 

  

 
(注) １ 取引内容について 

貸付は、当社の資金運用を目的にセコムグループ内金融の一環として実施しております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  貸付金の取引条件は、セコムグループ内金融として、現在の預金金利動向等を勘案して、協議の上決定して

おります。 

３ 上記金額のうち取引金額には消費税等が含まれておりません。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

セコム㈱ (東証、大証に上場) 

  

種類
会社等 

の名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等の
所有 

(被所有)割合
(％)

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

親会社の
子会社

セコムク
レジット
㈱

東京都
渋谷区

400 リース業等 ―
資金の貸付及びコン

ピュータ等のリース

金銭の貸付 6,000
短期 
貸付金

6,000

リース料の
支払い

24 ― ―

受取利息 17 ― ―

種類
会社等 

の名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等の
所有 

(被所有)割合
(％)

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

同 一 の
親 会 社
を 持 つ
会社

セコムク
レジット
㈱

東京都 
渋谷区

400 リース業等 ― 資金の貸付 金銭の貸付 100
短期 
貸付金

100
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(税効果会計関係)

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度末 
(平成21年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

 繰延税金資産(流動)

賞与引当金 220百万円

未払事業税 64

未払社会保険料 25

たな卸資産評価損 23

その他 39

計 372
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

 繰延税金資産(流動)

賞与引当金 221百万円

未払事業税 30

未払社会保険料 26

その他 26

計 304

 

 繰延税金資産(固定)

減損損失 488百万円

貸倒引当金 158

役員退職慰労引当金 10

固定資産評価損 102

投資有価証券評価損 304

未実現利益消去に伴う税金資産 238

繰越欠損金 168

その他有価証券評価差額金 4

その他 76

計 1,551

 

 繰延税金資産(固定)

減損損失 465百万円

貸倒引当金 153

役員退職慰労引当金 12

固定資産評価損 102

投資有価証券評価損 127

未実現利益消去に伴う税金資産 252

繰越欠損金 104

その他有価証券評価差額金 65

その他 69

計 1,353

 

 繰延税金負債(固定)

 前払年金費用 △78

繰延税金資産(固定)の純額 1,472

繰延税金資産の合計 1,845
 

 繰延税金負債(固定)

 前払年金費用 △126

繰延税金資産(固定)の純額 1,227

繰延税金資産の合計 1,531

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

連結財務諸表提出会社の法定実効税率 40.4％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.8

受取配当金等永久に益金に算入されない 

項目
△0.2

住民税均等割 1.0

その他 △0.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.3
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

連結財務諸表提出会社の法定実効税率 40.4％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5

受取配当金等永久に益金に算入されない 

項目
△0.1

住民税均等割 0.9

その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.7
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前連結会計年度 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成20年３月31日現在) 

 
  

２ その他有価証券で時価のあるもの(平成20年３月31日現在) 

 
（注） 債券は複合金融商品であります。その評価差額は、連結損益計算書の営業外費用に233百万円計上しておりま

す。 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券(平成20年３月31日現在) 

 
  

（注） 当連結会計年度において、時価のある株式について43百万円、時価のない株式について4百万円の減損処理を

行っております。 

 なお、当該株式の減損処理にあたっては、当該期末日の時価が取得原価に比べて30％以上下落した銘柄につ

いて、その適用対象としております。但し、当該期末日の時価が取得原価に比べて30％以上、50％未満の下落

率の銘柄については、当該期末日より前１年間の各日の時価が継続して30％以上下落している銘柄について、

減損処理を実施することとしております。 

  

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額(平

成20年３月31日現在) 

(有価証券関係)

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えるもの

国債 425 426 0

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えないもの

国債 2,502 2,502 △0

その他の債券 1,896 1,548 △348

合計 4,825 4,477 △347

区分 取得原価(百万円)
連結貸借対照表計上額 

(百万円)
差額(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 116 148 31

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 641 599 △42

その他の債券 1,200 854 △345

小計 1,841 1,454 △387

合計 1,958 1,602 △355

区分 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

 マネー・マネージメント・ファンド等 171

 非上場株式 368

 投資事業有限責任組合 22

区分
１年以内 
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超 
(百万円)

国 債 1,525 1,400 ― ―

その他の債券 82 64 40 2,910

合 計 1,607 1,464 40 2,910
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当連結会計年度 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成21年３月31日現在) 

 
  

２ その他有価証券で時価のあるもの(平成21年３月31日現在) 

 
  

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 
  

４ 時価評価されていない主な有価証券(平成21年３月31日現在) 

 
  

（注） 当連結会計年度において、時価のある株式について 14百万円、時価のない株式について ３百万円の減損処

理を行っております。 

 なお、当該株式の減損処理にあたっては、当該期末日の時価が取得原価に比べて30％以上下落した銘柄につ

いて、その適用対象としております。但し、当該期末日の時価が取得原価に比べて30％以上、50％未満の下落

率の銘柄については、当該期末日より前１年間の各日の時価が継続して30％以上下落している銘柄について、

減損処理を実施することとしております。 

  

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額(平

成21年３月31日現在) 

 
  

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えるもの

国債 1,400 1,402 1

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えないもの

その他の債券 1,714 1,174 △540

合計 3,115 2,576 △538

区分 取得原価(百万円)
連結貸借対照表計上額 

(百万円)
差額(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 10 12 1

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 741 579 △ 162

合計 752 591 △ 160

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

675 2 211

区分 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

 マネー・マネージメント・ファンド等 171

 非上場株式 335

 投資事業有限責任組合 16

区分
１年以内 
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超 
(百万円)

国 債 1,400 ― ― ―

その他の債券 64 50 ― 1,600

合 計 1,464 50 ― 1,600
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前連結会計年度(自平成19年４月１日 至平成20年３月31日) 

１．取引の状況に関する事項 

(1) 取引の内容及び利用目的 

利用しているデリバティブ取引は選択権付金利スワップ取引であります。資金運用において 現

在の低金利情勢が続くことに備え、長期固定金利を享受する目的で利用しております。 

また、余資金の運用を目的として債券による複合金融商品取引を行なっております。 

  

(2) 取引に対する取組方針 

資金運用における利回り向上を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。 

また、複合金融商品については、商品特性を評価し、安全性が高いと判断された商品のみを利用

しております。 

  

(3) 取引に関するリスクの内容 

金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有しておりますが、その契約先は信用度の高

い金融機関であるため、信用リスクはないものと判断しております。 

また、複合金融商品取引は、為替相場の大幅な変動により元本が毀損し、額面全額で償還されな

いリスクを有しております。 

  

(4) 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引については、社内規定により、取締役会での決定をもって行っております。 

複合金融商品を含む資金運用の取引実態は四半期ごとに取締役会に報告され、資金運用の基本方

針の取締役会での承認をもって、取引の実行及び管理は社内規定に従い、管理本部で行なわれてお

ります。 

  

(5) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

金利スワップ取引における契約額は、計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取

引のリスクの大きさを示すものではありません。 

  

２．取引の時価等に関する事項 

  デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

(1) 金利関連 

 
(注) 時価の算定方法 時価評価額は契約を締結している取引銀行から提示されたオプション（選択権）の評価額

（現在価値）に基づき算定しております。 

  

(2) 複合金融商品関連 

組込デリバティブの時価を区分して測定できない複合金融商品は、複合金融商品全体を時価評価

し、「注記事項（有価証券関係）」に含めて記載しております。 

  

(デリバティブ取引関係)

区分 取引の種類

当連結会計年度（平成20年３月31日）

契約額等
（百万円）

うち１年超
（百万円）

時価評価額 
（百万円）

評価損益
（百万円）

市場取引以外
の取引

選択権付金利スワップ取引
受取固定・支払変動

100 100 △0 △0
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当連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日) 

１．取引の状況に関する事項 

(1) 取引の内容及び利用目的 

利用しているデリバティブ取引は選択権付金利スワップ取引であります。資金運用において 現

在の低金利情勢が続くことに備え、長期固定金利を享受する目的で利用しております。 

また、余資金の運用を目的として債券による複合金融商品取引を行なっております。 

なお、当期、上記記載の選択権付金利スワップ取引は、契約満了となり、債券による複合金融商

品取引は、満期保有目的の債券を除き、全て将来のリスク回避を目的として売却しております。 

  

(2) 取引に対する取組方針 

資金運用における利回り向上を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。 

また、複合金融商品については、商品特性を評価し、安全性が高いと判断された商品のみを利用

しております。 

  

(3) 取引に関するリスクの内容 

金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有しておりますが、その契約先は信用度の高

い金融機関であるため、信用リスクはないものと判断しております。 

また、複合金融商品取引は、為替相場の大幅な変動により元本が毀損し、額面全額で償還されな

いリスクを有しております。 

  

(4) 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引については、社内規定により、取締役会での決定をもって行っております。 

複合金融商品を含む資金運用の取引実態は四半期ごとに取締役会に報告され、資金運用の基本方

針の取締役会での承認をもって、取引の実行及び管理は社内規定に従い、管理本部で行なわれてお

ります。 

  

(5) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

金利スワップ取引における契約額は、計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取

引のリスクの大きさを示すものではありません。 

  

２．取引の時価等に関する事項 

  デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

(1) 複合金融商品関連 

組込デリバティブの時価を区分しない複合金融商品は、複合金融商品全体を時価評価し、「注記

事項（有価証券関係）の満期保有目的の債券で時価のあるもの」に含めて記載しております。 
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前連結会計年度 

１．採用している退職給付制度の概要 

（1）当社及び連結子会社の退職給付制度 

当社及び連結子会社の従業員は、通常、退職時に退職一時金又は年金の受給資格を有しております。 

当社においては、退職金制度と確定拠出年金制度を採用しております。退職金制度の退職金算定方法

は、年収の一定率を毎年累積した額に10年国債応募者利回り３年平均の利息(経過措置あり)を付与するも

のであります。また、確定拠出年金制度は、平成15年４月に退職金制度の過去の積立分を含めた20％相当

を移行したものであり、年収の一定率を拠出しております。なお、退職金制度の累積額と確定拠出年金制

度への拠出額の割合は、平成17年4月に、退職金制度の一部について追加的に確定拠出年金制度に移行

し、当該割合を過去の積立分も含めて70％：30％に変更しております。 

  

（2）制度別の補足説明 

① 企業年金基金 

 
(注)連合設立型の基金であります。 

② 厚生年金基金 

 
(注)総合設立型の基金であります。 

  

 
  

２ 退職給付債務に関する事項(平成20年３月31日現在) 

 
  

(退職給付関係)

設定時期

セコム上信越㈱ 平成15年 (注)

設定時期

セコムテクノ上信越㈱ 平成４年 (注)

設定時期

セコムジャスティック上信越㈱ 昭和58年

イ 退職給付債務 △2,791百万円

ロ 年金資産 3,022

ハ 未積立退職給付債務 231

ニ 会計基準変更時差異の未処理額 350

ホ 未認識数理計算上の差異 465

ヘ 未認識過去勤務債務（債務の減額） △853

  差引 194

ト 前払年金費用 438

チ 退職給付引当金 △243
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３ 退職給付費用に関する事項(自平成19年４月１日 至平成20年３月31日) 

 
(注)その他は確定拠出型等の退職給付費用であります。 

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
  

イ 勤務費用 149百万円

ロ 利息費用 59

ハ 期待運用収益 △106

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 50

ホ 数理計算上の差異の費用処理額 33

ヘ 過去勤務債務の費用処理額 △118

ト 退職給付費用 67

チ その他（注） 190

          計 258

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率 2.0％

ハ 期待運用収益率 3.0％

ニ 数理計算上の差異の処理年数 13.3年 （発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数による定額法により、翌連結会計年度から費用処

理することとしております。)

ホ 会計基準変更時差異の処理年数 当社は15年での按分額を費用処理し、子会社は一括償却処理し

ております。

ヘ 過去勤務債務の処理年数 13年 （発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数による定額法により、発生連結会計年度から費用

処理することとしております。）
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当連結会計年度 

１．採用している退職給付制度の概要 

(1) 当社及び連結子会社の退職給付制度 

当社及び連結子会社の従業員は、通常、退職時に退職一時金又は年金の受給資格を有しております。 

当社においては、退職金制度と確定拠出年金制度を採用しております。退職金制度の退職金算定方法

は、年収の一定率を毎年累積した額に10年国債応募者利回り３年平均の利息(経過措置あり)を付与するも

のであります。また、確定拠出年金制度は、平成15年４月に退職金制度の過去の積立分を含めた20％相当

を移行したものであり、年収の一定率を拠出しております。なお、退職金制度の累積額と確定拠出年金制

度への拠出額の割合は、平成17年4月に、退職金制度の一部について追加的に確定拠出年金制度に移行

し、当該割合を過去の積立分も含めて70％：30％に変更しております。 

  

(2) 制度別の補足説明 

① 企業年金基金 

 
(注)連合設立型の基金であります。 

② 厚生年金基金 

 
(注)総合設立型の基金であります。 

  

 
  

２ 退職給付債務に関する事項(平成21年３月31日現在) 

 
  

設定時期

セコム上信越㈱ 平成15年 (注)

設定時期

セコムテクノ上信越㈱ 平成４年 (注)

設定時期

セコムジャスティック上信越㈱ 昭和58年

イ 退職給付債務 △2,767百万円

ロ 年金資産 2,577

ハ 未積立退職給付債務 △190

ニ 会計基準変更時差異の未処理額 300

ホ 未認識数理計算上の差異 936

ヘ 未認識過去勤務債務（債務の減額） △734

  差引 312

ト 前払年金費用 544

チ 退職給付引当金 △231
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３ 退職給付費用に関する事項(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日) 

 
(注)その他は確定拠出型等の退職給付費用であります。 

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
  

イ 勤務費用 148百万円

ロ 利息費用 55

ハ 期待運用収益 △88

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 50

ホ 数理計算上の差異の費用処理額 75

ヘ 過去勤務債務の費用処理額 △118

ト 退職給付費用 122

チ その他（注） 75

          計 198

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率 2.1％ （期首に設定した2.0％を変更しております。)

ハ 期待運用収益率 3.0％

ニ 数理計算上の差異の処理年数 13.3年 （発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数による定額法により、翌連結会計年度から費用処

理することとしております。)

ホ 会計基準変更時差異の処理年数 当社は15年での按分額を費用処理し、子会社は一括償却処理し

ております。

ヘ 過去勤務債務の処理年数 13年 （発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数による定額法により、発生連結会計年度から費用

処理することとしております。）
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

共通支配下の取引等 

１．結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引 

  の目的を含む取引の概要 

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容 

・当連結子会社のセコムテクノ上信越株式会社 

 事業内容  機器設置工事・保守点検、一般電気設備工事 

・当連結子会社の株式会社セコムメンテナンス上信越 

 事業内容  保守点検・清掃、建築工事 

  

(2) 企業結合の法的形式 

セコムテクノ上信越株式会社を存続会社とする吸収合併方式とし、株式会社セコムメンテナンス上

信越は解散いたしました。 
  

(3) 結合後企業の名称 

セコムテクノ上信越株式会社 

  

(4) 取引の目的を含む取引の概要 

両社を統合することにより、「総合設備管理会社」として事業の強化を図ること、併せてグループ

経営の効率化かつ基盤強化を図ることを目的として、平成21年１月１日に合併したものです。 

  

２．実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 終改正平成19年11月15日公表分)

に基づき共通支配下の取引として処理しております。 

  

(企業結合等関係)
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(注) 算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

 
  

  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

 

１株当たり純資産額 2,104円53銭

１株当たり当期純利益 161円20銭

 

 

１株当たり純資産額 2,211円06銭

１株当たり当期純利益 163円36銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

１ １株当たり純資産額

前連結会計年度末
平成20年３月31日

当連結会計年度末
平成21年３月31日

純資産の部の合計額 (百万円) 28,005 29,423

純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) 415 437

（うち少数株主持分） (415) (437)

普通株式に係る期末の純資産額 (百万円) 27,589 28,985

1株当たりの純資産額の数の算定に用い
られた期末の普通株式の数

（千株） 13,109 13,109

２ １株当たり当期純利益

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期純利益 (百万円) 2,113 2,141

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 2,113 2,141

普通株式の期中平均株式数 （千株） 13,109 13,109

(重要な後発事象)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 8,701 7,526 

現金護送業務用現金及び預金 ※1 899 ※1 854 

受取手形 6 17 

未収契約料 654 655 

売掛金 303 297 

未収入金 ※2 228 ※2 264 

有価証券 1,753 1,636 

商品 37 － 

貯蔵品 19 － 

商品及び製品 － 36 

原材料及び貯蔵品 － 21 

前払費用 78 46 

繰延税金資産 292 228 

短期貸付金 ※2 1,100 ※2 6,100 

その他 71 23 

貸倒引当金 △14 △13 

流動資産合計 14,133 17,697 

固定資産 

有形固定資産 

建物 4,445 4,460 

減価償却累計額 △2,410 △2,496 

建物（純額） 2,034 1,963 

車両運搬具 50 53 

減価償却累計額 △44 △46 

車両運搬具（純額） 6 7 

警報機器及び設備 13,548 13,757 

減価償却累計額 △10,385 △10,627 

警報機器及び設備（純額） 3,162 3,129 

警備器具 123 96 

減価償却累計額 △107 △90 

警備器具（純額） 15 6 

工具、器具及び備品 262 293 

減価償却累計額 △172 △187 

工具、器具及び備品（純額） 89 106 

土地 3,657 3,655 

建設仮勘定 83 70 

有形固定資産合計 9,049 8,939 

無形固定資産 

ソフトウエア 7 12 

その他 8 7 

無形固定資産合計 15 19 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産 

投資有価証券 5,033 2,485 

関係会社株式 572 572 

長期貸付金 ※2 668 ※2 586 

長期預金 500 300 

破産更生債権等 8 8 

長期前払費用 1,164 1,201 

前払年金費用 － 544 

繰延税金資産 1,062 861 

保険積立金 256 286 

その他 571 130 

貸倒引当金 △398 △413 

投資その他の資産合計 9,440 6,563 

固定資産合計 18,505 15,521 

資産合計 32,639 33,219 

負債の部 

流動負債 

買掛金 ※2 123 ※2 123 

1年内返済予定の長期借入金 28 29 

未払金 ※2 650 ※2 615 

設備関係未払金 ※2 241 ※2 192 

未払法人税等 866 372 

未払消費税等 109 90 

未払費用 41 42 

預り金 972 969 

前受契約料 1,302 1,301 

賞与引当金 401 396 

その他 2 6 

流動負債合計 4,740 4,139 

固定負債 

長期借入金 143 114 

長期未払金 2 2 

長期預り保証金 1,060 1,064 

退職給付引当金 243 230 

役員退職慰労引当金 24 28 

その他 0 1 

固定負債合計 1,474 1,441 

負債合計 6,215 5,581 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,530 3,530 

資本剰余金 

資本準備金 3,401 3,401 

資本剰余金合計 3,401 3,401 

利益剰余金 

利益準備金 219 219 

その他利益剰余金 

別途積立金 15,941 16,941 

繰越利益剰余金 3,338 3,640 

利益剰余金合計 19,499 20,801 

株主資本合計 26,430 27,732 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △6 △94 

評価・換算差額等合計 △6 △94 

純資産合計 26,424 27,637 

負債純資産合計 32,639 33,219 
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 

契約関係収入 ※1 17,901 ※1 17,946 

商品売上高 ※1 1,456 ※1 1,676 

売上高合計 19,358 19,623 

売上原価 

契約関係収入原価 ※1 10,799 ※1 10,809 

商品売上原価 ※1 1,033 ※1 1,244 

売上原価合計 11,833 12,054 

売上総利益 7,524 7,568 

販売費及び一般管理費 

広告宣伝費 106 91 

役員報酬 103 102 

従業員給料及び手当 1,613 1,559 

従業員賞与 277 272 

賞与引当金繰入額 128 126 

退職給付費用 60 71 

役員退職慰労引当金繰入額 5 3 

法定福利費 256 253 

賃借料 272 263 

減価償却費 104 73 

貸倒引当金繰入額 1 0 

業務提携契約料 ※1 330 ※1 330 

業務委託費 ※1 193 ※1 215 

その他 731 641 

販売費及び一般管理費合計 4,186 4,006 

営業利益 3,338 3,562 

営業外収益 

受取利息 238 112 

受取配当金 ※1 55 ※1 58 

受取賃貸料 ※1 53 ※1 56 

保険配当金 － 6 

その他 47 3 

営業外収益合計 395 237 

営業外費用 

支払利息 10 14 

固定資産除売却損 ※2 49 ※2 40 

長期前払費用一時償却額 30 42 

貸倒引当金繰入額 12 17 

デリバティブ評価損 214 － 

その他 31 10 

営業外費用合計 348 125 

経常利益 3,385 3,675 

特別利益 

投資有価証券売却益 － 2 

特別利益合計 － 2 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

特別損失 

投資有価証券評価損 48 16 

投資有価証券売却損 － 209 

減損損失 ※3 4 ※3 33 

たな卸資産評価損 15 － 

事業再編損 ※4 － ※4 41 

過年度損益修正損 － 37 

その他 13 0 

特別損失合計 82 340 

税引前当期純利益 3,303 3,337 

法人税、住民税及び事業税 1,445 1,055 

法人税等調整額 △98 324 

法人税等合計 1,346 1,379 

当期純利益 1,956 1,957 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 3,530 3,530 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,530 3,530 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 3,401 3,401 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,401 3,401 

資本剰余金合計 

前期末残高 3,401 3,401 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,401 3,401 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 219 219 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 219 219 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 14,941 15,941 

当期変動額 

別途積立金の積立 1,000 1,000 

当期変動額合計 1,000 1,000 

当期末残高 15,941 16,941 

繰越利益剰余金 

前期末残高 2,972 3,338 

当期変動額 

別途積立金の積立 △1,000 △1,000 

剰余金の配当 △589 △655 

当期純利益 1,956 1,957 

当期変動額合計 366 302 

当期末残高 3,338 3,640 

利益剰余金合計 

前期末残高 18,132 19,499 

当期変動額 

別途積立金の積立 － － 

剰余金の配当 △589 △655 

当期純利益 1,956 1,957 

当期変動額合計 1,366 1,302 

当期末残高 19,499 20,801 

セコム上信越㈱（4342）平成21年３月期　決算短信

－ 49 －



(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本合計 

前期末残高 25,063 26,430 

当期変動額 

剰余金の配当 △589 △655 

当期純利益 1,956 1,957 

当期変動額合計 1,366 1,302 

当期末残高 26,430 27,732 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 134 △6 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△140 △88 

当期変動額合計 △140 △88 

当期末残高 △6 △94 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 134 △6 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△140 △88 

当期変動額合計 △140 △88 

当期末残高 △6 △94 

純資産合計 

前期末残高 25,198 26,424 

当期変動額 

剰余金の配当 △589 △655 

当期純利益 1,956 1,957 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △140 △88 

当期変動額合計 1,225 1,213 

当期末残高 26,424 27,637 
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該当事項はありません。 

  

  

 

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(5)【重要な会計方針】

項目
第42期

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第43期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び評

価方法

(1) 満期保有目的の債券 

  償却原価法（利息法）によってお 

 ります。 

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法によって 

 おります。 

(3) その他有価証券

(1) 満期保有目的の債券 

  同左 

  

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

  同左 

  

(3) その他有価証券

  時価のあるもの

  株式は決算日前１ヶ月の市場価格

の平均価格、債券は決算日の市場価

格等に基づく時価法によっておりま

す（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は主として移

動平均法により算定）。 

 なお、組込デリバティブの時価を

区分して測定することができない複

合金融商品については、全体を時価

評価し、評価差額を損益に計上して

おります。

   時価のあるもの

    株式は決算日前１ヶ月の市場価 

  格の平均価格、債券は決算日の市 

  場価格等に基づく時価法によって 

  おります（評価差額は全部純資産 

  直入法により処理し、売却原価は 

  移動平均法により算定）。

  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

２ デリバティブの評価基準及

び評価方法

時価法       ―――――

３ たな卸資産の評価基準及び

評価方法

(1) 商品…主に移動平均法に基づく原

価法 

(2) 貯蔵品… 終仕入原価法

(1) 商品…同左 

(2) 貯蔵品…同左

(会計方針の変更) 

 当事業年度より、「棚卸資産の評

価に関する会計基準」(企業会計基

準第９号 平成18年７月５日公表

分)を適用し、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）によっており

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。

４ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産…定率法
 ①警報機器及び設備 
 平均見積使用期間(５～８年)にわ

たり償却しております。
 ②それ以外の有形固定資産
 平成10年４月１日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)については、定

額法によっております。

 主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。
  建物   ８～50年
 なお、取得価額が100千円以上200千

円未満の資産については法人税法の規

定に基づく３年均等償却によっており

ます。

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
①警報機器及び設備…定率法 
 同左

②それ以外の有形固定資産…定額法
 主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。
 建物   ８～50年

 なお、取得価額が100千円以上200千

円未満の資産については法人税法の規

定に基づく３年均等償却によっており

ます。

 

(会計方針の変更) 

 法人税法の改正((所得税法等の一部

を改正する法律 平成19年３月30日法

(会計方針の変更) 

 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
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項目
第42期

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第43期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

律第6号)及び(法人税法施行令の一部

を改正する政令 平成19年３月30日政

令第83号))に伴い、当事業年度から、

平成19年４月１日以降に取得した有形

固定資産（警報機器及び設備を除く)

については、改正後の法人税法に基づ

く方法に変更しております。 

 なお、当該変更に伴う損益に与える

影響は軽微であります。

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事業年度から

定額法に変更しております。 

 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、当事業年度の営業

利益、経常利益及び税引前当期純利益

はそれぞれ 62百万円増加しておりま

す。

(追加情報) 

 当事業年度から、平成19年３月31日

以前に取得した有形固定資産(警報機

器及び設備を除く)については、償却

可能限度額まで償却が終了した翌年か

ら５年間で均等償却する方法によって

おります。 

 なお、当該変更に伴う損益に与える

影響は軽微であります。

(2) 無形固定資産…定額法 

 なお、自社利用のソフトウエアにつ

いては、社内における利用可能期間(５

年)に基づく定額法によっております。

(2) 無形固定資産…定額法(リース資

産を除く) 

 同左

      ――――― (3) リース資産 

 所有権移転ファイナンス・リース取

引に係るリース資産 

 自己所有の固定資産に適用する減価

償却方法と同一の方法を採用しており

ます。 

 所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産 

 該当ありません。 

 なお、リース取引開始日が平成20年

３月31日以前の所有権移転外ファイナ

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。

(3) 長期前払費用…定額法 

 なお、警備契約先における機器設置

工事費のうち、その契約先からの受取

額を超える部分は「長期前払費用」と

して処理し、契約期間（5年）に基づく

定額法によっております。

(4) 長期前払費用…定額法 

 同左

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権に対する貸倒損失に備えるた

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。

(1) 貸倒引当金 

 同左
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項目
第42期

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第43期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(2) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支

給見込額に基づき計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当

(3) 退職給付引当金

同左

事業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、当事業年

度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。

なお、会計基準変更時差異について

は、15年間での均等額を費用処理して

おります。

数理計算上の差異は、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(13.3年)による定額法により翌

会計年度から費用処理することとして

おります。

過去勤務債務は、発生会計年度より

平均残存勤務期間以内の一定の年数

(13年)により費用処理することとして

おります。

(4) 役員退職慰労引当金

当社の役員の退職慰労金の支出に備

えて、役員退職慰労金規程に基づく期

末要支給額を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

同左

６ 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

るもの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。

     ―――――

７ その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。
同左
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(6)【重要な会計方針の変更】

【会計処理の変更】

第42期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第43期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

―――――― (リース取引に関する会計基準等) 

 当事業年度より、「リース取引に関する会計基準」

(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業審議会第

一部会)、平成19年３月31日改正))及び「リース取引に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制

度委員会)、平成19年３月30日改正))を適用しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はありません。

 なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の

所有権移転外ファイナンス・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。

【表示方法の変更】

第42期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第43期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（貸借対照表） 

 「現金護送業務用現金及び預金」は、前事業年度ま

で「現金及び預金」に含めて表示しておりましたが、

当事業年度より明瞭表示のために区分掲記いたしまし

た。 

 なお、前事業年度において「現金及び預金」に含ま

れている「現金護送業務用現金及び預金」残高は、

1,314百万円であります。 

 

         ――――――

 前事業年度まで区分掲記しておりました無形固定資

産の「電話加入権」（当事業年度末０百万円）、「電

信電話専用施設利用権」（当事業年度末８百万円）

は、重要性が乏しいため当事業年度より無形固定資産

の「その他」として表示することに変更いたしまし

た。 

 

         ――――――

 前事業年度において投資その他資産の「その他」に

含めて表示していた「長期預金」は、当事業年度にお

いて資産総額の100分の1を超えたため、区分掲記いた

しました。 

 なお、前事業年度において投資その他の資産の「そ

の他」に含まれている「長期預金」残高は、100百万円

であります。 

 

         ――――――

 前事業年度まで区分掲記しておりました投資その他

の資産の「敷金及び保証金」（当事業年度末105百万

円）は、重要性が乏しいため当事業年度より投資その

他の資産の「その他」として表示することに変更いた

しました。 

 

         ――――――
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第42期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第43期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

         ――――――

 

 前事業年度まで投資その他の資産の「その他」に含

めて表示しておりました「前払年金費用」（前事業年

度433百万円）は、当事業年度より明瞭表示のため区分

掲記いたしました。

【追加情報】

第42期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第43期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度において、「役員賞与」は確定債務となっ

たため、「未払費用」に計上しております。

なお、前事業年度は、支給・計上ともにありません。

         ――――――
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

第42期 

(平成20年３月31日)

第43期 

(平成21年３月31日)

※１ 現金護送業務用現金及び預金 

 当社は銀行等の金融機関が設置している現金自動

受払機の現金補填業務を行っております。 

 現金護送業務用現金及び預金残高は、当該業務に

関連した現金及び預金残高であり、当社による使用

が制限されております。

※１ 現金護送業務用現金及び預金 

 当社は銀行等の金融機関が設置している現金自動

受払機の現金補填業務を行っております。 

 現金護送業務用現金及び預金残高は、当該業務に

関連した現金及び預金残高であり、当社による使用

が制限されております。

 

※２ 関係会社に係る注記

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する債権・債務のうち主なものは次の

通りであります。

未収入金 217 百万円

短期貸付金 1,100

長期貸付金 300

買掛金 113

未払金 401

設備購入未払金 239
 

※２ 関係会社に係る注記

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する債権・債務のうち主なものは次の

通りであります。

未収入金 253 百万円

短期貸付金 6,100

長期貸付金 200

買掛金 123

未払金 380

設備関係未払金 192

 ３ 偶発債務

   下記の会社、従業員の借入金及びリース等未払額

について債務保証を行っております。

従業員 13 百万円

リース等による商品購入者 0

合計 13

 

 ３ 偶発債務

   従業員の借入金について債務保証を行っておりま

す。

従業員 14 百万円
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(損益計算書関係)

第42期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第43期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含ま

れております。

関係会社への売上高 261 百万円

関係会社よりの仕入高 6,040

販売費及び一般管理費 614

営業取引以外の取引 81
 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

関係会社への売上高 276 百万円

関係会社よりの仕入高 6,302

販売費及び一般管理費 602

営業取引以外の取引 89

※２ 固定資産除売却損

警報機器及び設備 39 百万円

車両 7

その他 3

合計 49
 

※２ 固定資産除売却損

警報機器及び設備 39 百万円

その他 0

合計 40

   上記の固定資産除売却損は、事業活動の中で経常

的に発生するものであります。

   上記の固定資産除売却損は、事業活動の中で経常

的に発生するものであります。

 

※３ 減損損失

   当期において当社は以下の資産グループについて

減損損失（4百万円）を計上しました。

用 途 種 類 地 域 減損損失

事業資産 

情報事業に

おけるソフ

トウェア

ソフト 

ウェア

新潟県 

新潟市 

１件

4 百万円

 

※３ 減損損失 

   当期において当社は以下の資産グループについて

減損損失（33百万円）を計上しました。

用 途 種 類 地 域 減損損失

事業資産 

メディカル

事業におけ

る不動産

建物

新潟県 

新潟市 

１件

3 百万円

賃貸不動産
土地及び
建物

新潟県 

新潟市 

１件

30 百万円

※用途ごとの減損損失の内訳

・事業資産  4百万円（ソフトウェア 4百万円）

 当社の資産グルーピングは、賃貸不動産及び遊休資

産においては個別物件単位で、事業資産においては管

理会計上の区分とし、賃貸不動産に係る賃料水準の低

下及び地価の下落、事業資産における業績の低迷によ

り、当事業年度において収益性が著しく低下した事業

資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額しておりま

す。

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、正味売却価額は路線価を合理

的に調整した額から処分費用見込額を控除して算定し

ております。

※用途ごとの減損損失の内訳
・事業資産   3百万円（建物 3百万円）
・賃貸不動産 30百万円（内、土地 8百万円、建物 
            22百万円)
 当社の資産グルーピングは、賃貸不動産及び遊休資産

においては個別物件単位で、事業資産においては管理会

計上の区分とし、賃貸不動産に係る賃料水準の低下及び

地価の下落、事業資産における業績の低迷により、当事

業年度において収益性が著しく低下した事業資産の帳簿

価額を回収可能価額まで減額しております。

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、正味売却価額は路線価を合理的に

調整した額から処分費用見込額を控除して算定しており

ます。

※４        ―――――― ※４ 事業再編損

情報事業における監視サービス 

業務に係る再編損
29 百万円

「サープス」事業撤退を含むメデ

ィカル事業に係る再編損
12

合計 41

セコム上信越㈱（4342）平成21年３月期　決算短信

－ 57 －



該当事項はありません。 

  

  
該当事項はありません。 

  

  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）

自己株式に関する事項

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

自己株式に関する事項

(リース取引関係)

第42期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第43期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31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

１．ファイナンス・リース取引

(1)所有権移転ファイナンス・リース取引

 

 

 

 

 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 取得価額相当額

器具備品 138 百万円

車両 38

 計 176

 (注) 取得価額相当額は、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り算定しておりま

す。

 減価償却累計額相当額

器具備品 99 百万円

車両 6

 計 105

 期末残高相当額

器具備品 38 百万円

車両 32

 計 71

② 未経過リース料期末残高相当額

一年以内 39 百万円

一年超 31

 計 71

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、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り算

定しております。

③ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 65 百万円

減価償却費相当額 65

④ 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。

 

 

 

 ①リース資産の内容

  有形固定資産

  セキュリティ事業における車両であります。

 ②リース資産の減価償却の方法

  重要な会計方針「４ 固定資産の減価償却の方法」

に記載のとおりであります。

(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引

  該当ありません。

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ

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、その内容は、次の通り

であります。

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 取得価額相当額

工具、器具及び備品 74 百万円

車両運搬具 38

 計 113

 (注) 取得価額相当額は、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り算定しておりま

す。

 減価償却累計額相当額

工具、器具及び備品 61 百万円

車両運搬具 21

 計 83

 期末残高相当額

工具、器具及び備品 12 百万円

車両運搬具 16

 計 29

② 未経過リース料期末残高相当額

一年以内 19 百万円

一年超 9

 計 29
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前事業年度(自平成19年４月１日 至平成20年３月31日)及び当事業年度(自平成20年４月１日 至平

成21年３月31日)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

第42期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第43期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、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り算

定しております。

③ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 39 百万円

減価償却費相当額 39

④ 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。

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

一年以内 9百万円

一年超 74

 計 83

未経過リース料

一年以内 9百万円

一年超 64

 計 74

(有価証券関係)
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(税効果会計関係)

第42期 
(平成20年３月31日)

第43期
(平成21年３月31日)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

  繰延税金資産(流動)

賞与引当金 162 百万円

未払事業税 68

たな卸資産評価損 23

未払社会保険料 18

その他 19

計 292
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

  繰延税金資産(流動)

賞与引当金 160 百万円

未払事業税 23

未払社会保険料 18

その他 25

計 228

  繰延税金資産(固定)   繰延税金資産(固定)

 

 

減損損失 488 百万円

貸倒引当金 158

役員退職慰労引当金 9

固定資産評価損 102

投資有価証券評価損 304

その他有価証券評価差額金 4

その他 71

計 1,138

  繰延税金負債(固定)

前払年金費用 △76

繰延税金資産(固定)の純額 1,062

繰延税金資産合計 1,354

 

 

減損損失 465百万円

貸倒引当金 153

役員退職慰労引当金 11

固定資産評価損 102

投資有価証券評価損 126

その他有価証券評価差額金 64

その他 64

計 988

  繰延税金負債(固定)

前払年金費用 △126

繰延税金資産(固定)の純額 861

繰延税金資産合計 1,090

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.8

受取配当金等永久に益金に算入されない 
項目

△0.6

住民税均等割等 1.1

その他 △0.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.8

 
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6

受取配当金等永久に益金に算入されない 
項目

△0.6

住民税均等割等 0.9

その他 0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.3
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(注) 算定上の基礎は以下のとおりであります。 

  

 
  

 
  

  

該当事項はありません。 

  

  

役員の異動については、開示すべき事項が発生した際に適切に開示いたします。 

  

  

(１株当たり情報)

第42期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第43期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 
１株当たり純資産額 2,015円65銭

１株当たり当期純利益 149円23銭

 
１株当たり純資産額 2,108円22銭

１株当たり当期純利益 149円32銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

１ １株当たり純資産額

前事業年度末
平成20年３月31日

当事業年度末
平成21年３月31日

純資産の部の合計 (百万円) 26,424 27,637

純資産の部から控除する金額 (百万円) ― ―

普通株式に係る期末の純資産額 (百万円) 26,424 27,637

１株当たりの純資産額の算定に用いられ
た期末の普通株式の数

（千株） 13,109 13,109

２ １株当たり当期純利益

第42期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第43期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期純利益 (百万円) 1,956 1,957

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 1,956 1,957

普通株式の期中平均株式数 （千株） 13,109 13,109

(重要な後発事象)

6. その他

役員の異動
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