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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年5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 ％

22年2月期第1四半期 9,913 ― 334 ― 361 ― 158 ―

21年2月期第1四半期 9,838 6.3 539 9.0 559 11.1 283 8.7

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

22年2月期第1四半期 10.97 ―

21年2月期第1四半期 19.59 ―

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

22年2月期第1四半期 30,111 15,893 52.6 1,095.59
21年2月期 29,893 16,027 53.5 1,105.66

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  15,840百万円 21年2月期  15,986百万円

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

21年2月期 ― 14.00 ― 14.00 28.00
22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

14.00 ― 14.00 28.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28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

19,500 ― 760 ― 820 ― 380 ― 26.28

通期 39,700 △0.0 1,750 △0.7 1,930 △0.6 990 △7.4 68.47
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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）  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、４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 

 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。 
 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。実際の業績等は、業況
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、上記予想数値に関する事項は３ページを参照してください。 

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） 22年2月期第1四半期 14,816,692株 21年2月期  14,816,692株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  358,041株 21年2月期  357,641株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 14,458,847株 21年2月期第1四半期 14,460,611株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国に端を発した世界的な金融市場の混乱の影響がまだ色濃

く残っており、多くの企業で収益悪化が表面化し、設備投資や雇用環境が厳しい状況で推移しました。 

当警備業界におきましては、近年の治安悪化を背景に、法人・個人を問わず安心・安全のニーズは高いものの、

激しい企業間競争に加えて、法人顧客にあっては景気低迷によるコスト抑制意識が高く、また個人マーケットにお

いても消費意欲の低下など、厳しい環境に置かれております。 

このような状況の中、当社グループは平成21年３月よりスタートした新中期経営計画「ＣＳＰニューパワーアッ

プ計画」に基づき、お客さま価値の創造、ソリューション型営業の実践、主力商品・サービスの販売強化などによ

り、より高品質な警備サービスの提供及びお客さまとのグッドパートナー関係を構築するとともにＣＳＰブランド

の向上に努めて参りました。 

その結果、当第１四半期連結会計期間における当社グループの業績は、売上高は99億１千３百万円となりまし

た。利益面につきましては、労務費及び退職給付費用の増加などにより営業利益は３億３千４百万円、経常利益は

３億６千１百万円となり、四半期純利益は１億５千８百万円となりました。 

事業部門別の業績は次のとおりであります。 

(セキュリティ事業） 

常駐警備部門につきましては、当第１四半期連結会計期間中に警備体制の縮小・解約の動きが顕著になりました

が、新規契約・臨時警備などが堅調だったこともあり、常駐警備部門の売上高は51億３千４百万円となりました。 

機械警備部門につきましては、厳しい企業間競争の中、マンションセキュリティ「HiSCT（ハイセクト・シリー

ズ）」及び「安心部屋」が好調に推移しました。この結果、機械警備部門の売上高は31億８百万円となりました。 

運輸警備部門につきましては、集配金サービスが堅調に推移したこともあり、売上高は６億６千８百万円となり

ました。 

工事・機器販売部門につきましては、鉄道系ＩＣカード（Suica・PASMO・ICOCAなど）が利用できる入退室管理シ

ステム「centrics（セントリックス・シリーズ）」が堅調に推移しましたが、大型案件が伸び悩んだこともあり、

工事・機器販売部門の売上高は８億３千７百万円となりました。 

これらの結果、当第１四半期連結会計期間のセキュリティ事業の売上高は97億４千９百万円となりました。 

(その他の事業) 

その他の事業につきましては清掃業務や電気設備の保安業務等の建物総合管理サービスを中心に事業を行ってお

ります。当第１四半期連結会計期間の売上高は１億６千４百万円となりました。 

  

【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

－　3　－

セントラル警備保障㈱ (9740) 平成22年２月期 第１四半期決算短信



(1) 連結貸借対照表 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ２億１千８百万円増加し、301億１千１百万円

（前連結会計年度末比0.7％増）となりました。その主な内容は、現金及び預金の増加１億３千９百万円、未収警備

料の増加１億５千万円、繰延税金資産の増加２億７千２百万円、受取手形及び売掛金の減少２億８千３百万円、投

資有価証券の評価額の減少１億９百万円であります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ３億５千２百万円増加し、142億１千８百万円（同2.5％増）となりました。そ

の主な内容は、預り金の減少４億６千２百万円などがあったものの、短期借入金の増加２億６千６百万円、未払費

用の増加１億５千８百万円、賞与引当金の増加６億４千万円などによるものです。 

純資産は、利益剰余金が４千３百万円減少、その他有価証券評価差額金１億２百万円減少などにより、前連結会

計年度末に比べ１億３千４百万円減少し、158億９千３百万円（同0.8％減）となりました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結会計期間の営業活動の結果、増加した資金は10億３千４百万円であります。資金の主な増加

要因は、税金等調整前四半期純利益３億２千２百万円、減価償却費２億９千５百万円、賞与引当金６億４千万円

であります。これに対し資金の主な減少要因は、法人税等の支払額４億６千８百万円であります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結会計期間の投資活動の結果、使用した資金は５億３千４百万円であります。その主な内容

は、有形固定資産の取得による支出３億８千１百万円であります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結会計期間の財務活動の結果、増加した資金は６千４百万円であります。資金の主な増加要因

は、短期借入金による純増２億６千６百万円であり、資金の主な減少要因は、配当金の支払いによる支出２億２

百万円であります。 

  

平成22年２月期の連結業績予想につきましては、平成21年４月15日に公表した連結業績予想から変更はありませ

ん。 

  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

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 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

たな卸資産については、従来主として先入先出法による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」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに

伴い、主として先入先出法による原価法（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。なお、これによる損益に与える影響はありません。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５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21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,373,653 8,233,736

受取手形及び売掛金 357,869 641,330

未収警備料 3,374,242 3,223,480

貯蔵品 1,012,709 986,889

その他 1,554,223 1,396,896

貸倒引当金 △13,240 △13,576

流動資産合計 14,659,458 14,468,756

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,158,884 4,152,384

減価償却累計額 △1,670,850 △1,634,804

建物及び構築物（純額） 2,488,034 2,517,580

警報機器及び運搬具 10,047,985 9,814,421

減価償却累計額 △7,149,109 △7,061,470

警報機器及び運搬具（純額） 2,898,875 2,752,951

その他 2,571,230 2,579,232

減価償却累計額 △835,299 △830,961

その他（純額） 1,735,931 1,748,271

有形固定資産合計 7,122,841 7,018,802

無形固定資産 668,437 696,537

投資その他の資産   

投資有価証券 4,488,148 4,597,897

その他 3,208,088 3,146,149

貸倒引当金 △35,652 △34,892

投資その他の資産合計 7,660,585 7,709,154

固定資産合計 15,451,864 15,424,494

資産合計 30,111,322 29,893,251
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５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21年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,114,461 1,053,138

短期借入金 1,141,793 875,000

未払法人税等 387,487 473,926

前受警備料 264,374 290,554

預り金 3,347,833 3,809,937

賞与引当金 1,469,296 828,798

役員賞与引当金 51,600 42,600

その他 2,781,454 2,769,615

流動負債合計 10,558,301 10,143,570

固定負債   

長期借入金 1,610,000 1,610,000

退職給付引当金 141,710 151,006

役員退職慰労引当金 8,492 8,216

その他 1,899,727 1,952,677

固定負債合計 3,659,930 3,721,899

負債合計 14,218,231 13,865,470

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,924,000 2,924,000

資本剰余金 2,784,162 2,784,162

利益剰余金 8,647,046 8,690,812

自己株式 △327,846 △327,517

株主資本合計 14,027,362 14,071,457

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,828,276 1,931,195

繰延ヘッジ損益 △14,955 △15,806

評価・換算差額等合計 1,813,320 1,915,388

少数株主持分 52,408 40,935

純資産合計 15,893,090 16,027,781

負債純資産合計 30,111,322 29,893,251
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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21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 9,913,226

売上原価 7,853,735

売上総利益 2,059,491

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 664,509

賞与引当金繰入額 122,403

役員賞与引当金繰入額 10,000

退職給付費用 10,836

その他 917,614

販売費及び一般管理費合計 1,725,363

営業利益 334,127

営業外収益  

受取利息 4,708

受取配当金 15,159

その他 24,360

営業外収益合計 44,228

営業外費用  

支払利息 15,778

その他 649

営業外費用合計 16,428

経常利益 361,927

特別利益  

前期損益修正益 15

貸倒引当金戻入額 598

特別利益合計 613

特別損失  

前期損益修正損 8,693

固定資産除却損 30,955

その他 760

特別損失合計 40,408

税金等調整前四半期純利益 322,132

法人税、住民税及び事業税 382,415

法人税等調整額 △230,615

法人税等合計 151,799

少数株主利益 11,671

四半期純利益 158,661
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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21年３月１日 
 至 平成21年５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 322,132

減価償却費 295,413

賞与引当金の増減額（△は減少） 640,498

売上債権の増減額（△は増加） 132,699

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,820

仕入債務の増減額（△は減少） 61,323

その他 73,923

小計 1,500,170

利息及び配当金の受取額 19,868

利息の支払額 △16,275

法人税等の支払額 △468,854

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,034,909

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） △10,980

有形固定資産の取得による支出 △381,029

無形固定資産の取得による支出 △87,658

投資有価証券の取得による支出 △64,921

その他 10,001

投資活動によるキャッシュ・フロー △534,589

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） 266,793

配当金の支払額 △202,426

自己株式の取得による支出 △329

財務活動によるキャッシュ・フロー 64,037

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 564,357

現金及び現金同等物の期首残高 4,090,909

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,655,267
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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。 

  

当第１四半期連結会計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 
 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 
 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) 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) （要約）四半期連結損益計算書 

   前第１四半期連結累計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31日） 

                            （単位：千円） 

 
  

「参考」

【前年同四半期にかかる財務諸表】

科  目

前年同四半期
(平成21年２月期第１四半期)

金 額

Ⅰ 売上高 9,838,610

Ⅱ 売上原価 7,640,802

  売上総利益 2,197,807

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,658,205

  営業利益 539,602

Ⅳ 営業外収益 46,587

Ⅴ 営業外費用 26,958

  経常利益 559,230

Ⅵ 特別利益 45

Ⅶ 特別損失 46,988

税金等調整前四半期(当期)純利益 512,286

法人税、住民税及び事業税 407,905

法人税等調整額 △179,366

少数株主利益 526

四半期純利益 283,221
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 (2) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

    前第１四半期連結累計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31日） 

                                  （単位：千円） 

前年同四半期

(平成21年２月期第１四半期)

区分 金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

1 税金等調整前四半期(当期)純利益 512,286

2 減価償却費 338,626

3 投資有価証券評価損 2,565

4 固定資産除売却損 41,943

5 退職給付引当金の増加額(△減少額) △ 3,366

6 前払年金費用の増加額 △ 109,950

7 貸倒引当金の増加額 21

8 賞与引当金の増加額 557,782

9 役員賞与引当金の増加額(△減少額) △ 1,800

10 役員退職慰労引当金の増加額(△減少額) 1,828

11 受取利息及び受取配当金 △ 31,551

12 支払利息 19,372

13 売上債権の増加額 △ 194,669

14 たな卸資産の減少額(△増加額) △ 332,424

15 仕入債務の増加額(△減少額) △ 207,348

16 未払費用の増加額 409,928

17 前受警備料の増加額(△減少額) △ 40,107

18 その他 47,877

 小計 1,011,013

19 利息及び配当金の受取額 31,551

20 利息の支払額 △ 10,883

21 法人税等の支払額 △ 397,311

 営業活動によるキャッシュ・フロー 634,370

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

1 定期預金の預入による支出又は払戻による収入(純額) △ 660

2 有形固定資産の取得による支出 △ 280,568

3 無形固定資産の取得による支出 △ 78,743

4 投資有価証券の取得による支出 △ 1,639

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 361,611

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

1 長期借入による収入 245,000

2 長期借入金の返済による支出 △ 245,000

3 配当金の支払額 △ 180,759

4 自己株式の取得による支出 △ 415

5 自己株式の売却による収入 75

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 181,099

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額(△減少額) 91,659

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,584,591

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 3,676,251

－　11　－

セントラル警備保障㈱ (9740) 平成22年２月期 第１四半期決算短信



  

当社グループの当第１四半期連結会計期間末日現在実施中の業務別契約件数は、次のとおりでありま

す。 

 
  

当第１四半期連結会計期間における事業の種類別ごとの業務別販売実績は、次のとおりであります。

 
  (注) １ 上記金額には消費税等を含んでおりません。 

  ２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
  

  

【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

事業の種類別セグメントの名称 契約件数(件)

(セキュリティ事業)

常駐警備 816

機械警備 70,663

運輸警備 2,414

小計 73,893

(その他の事業) 342

合計 74,235

(2) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円)

(セキュリティ事業)

常駐警備 5,134,404

機械警備 3,108,919

運輸警備 668,482

工事・機器販売 837,242

小計 9,749,049

(その他の事業) 164,177

合計 9,913,226

相手先
当第１四半期連結会計期間

販売高（千円） 割合（％）

 東日本旅客鉃道㈱ 1,113,300 11.2 
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