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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 30,423 △10.8 1,520 △43.1 1,630 △40.7 925 △41.8
21年3月期第2四半期 34,115 ― 2,673 ― 2,748 ― 1,590 ―

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3月期第2四半期 71.30 ―
21年3月期第2四半期 122.51 ―

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3月期第2四半期 40,729 32,948 80.8 2,534.16
21年3月期 42,405 33,315 78.5 2,562.44

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  32,901百万円 21年3月期  33,268百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 100.00 100.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 100.00 100.00

3.  平成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 64,000 △5.7 3,743 △28.1 3,954 △26.1 2,270 △26.7 174.84
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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  有  
（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。 

(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 
業績予想につきましては、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
可能性があります。なお、業績予想に関する事項は３ページの「３．連結業績予想に関する定性的情報」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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 12,987,000株 21年3月期  12,987,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  3,971株 21年3月期  3,971株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 12,983,029株 21年3月期第2四半期 12,983,089株

- 2 -



当第２四半期におけるわが国経済は、昨年来の世界的な景気後退には一部持ち直しの動きがみられる

ものの、依然として企業の設備投資は抑制され、先行き不透明な事業環境で推移いたしました。 

 このような状況下におきまして、当第２四半期の連結経営成績は、売上高30,423百万円（前年同期比

10.8％減少）、経常利益1,630百万円（前年同期比40.7％減少）、四半期純利益925百万円（前年同期比

41.8％減少）となりました。 

部門別売上高の状況は、完成工事高は、全体的な工事規模の縮小や前期は大型物件の工事の完成があ

ったこと等により、前年同期比3,274百万円（17.1％）減少し15,865百万円となりました。 

 メンテナンス業務収入は、継続取引契約である保守点検については堅調に推移し増収となりました

が、補修・改修等の保全業務が減少したため、前年同期比224百万円（1.8％）減少し12,273百万円とな

りました。 

 その他売上高は、マンション専用安全管理システム等の安全商品売上は順調に増加しましたが、その

他の商品売上の減少により、前年同期比192百万円（7.8％）減少し2,283百万円となりました。 

  

  

（1）資産、負債及び純資産の状況   

流動資産は、短期貸付金が増加となりましたが、完成工事未収入金及び売掛金の減少等により前

連結会計年度末に比べ1,655百万円減少し35,184百万円、固定資産は、前連結会計年度末に比べ20百

万円減少し5,544百万円となりました。この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ1,675百万円減

少し40,729百万円となりました。 

負債は、主に工事未払金及び未成工事受入金が減少したことにより前連結会計年度末に比べ1,308

百万円減少し7,780百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ366百万円減少し32,948百万円となりました。純資産から少数

株主持分を差し引いた自己資本は32,901百万円で、自己資本比率は前連結会計年度末の78.5％から

2.3ポイント上昇し80.8％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は2,485百万円の収入、投資活動によるキャッシュフローは

1,037百万円の支出、財務活動によるキャッシュフローは1,297百万円の支出となりました。 

 この結果、現金及び現金同等物の当第２四半期末残高は8,479百万円となり、前連結会計年度末に

比べ150百万円の増加となりました。 

  

通期の連結業績予想につきましては、平成21年５月８日公表の通期業績予想から修正を行っておりま

す。詳細につきましては、平成21年10月27日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。 

  

【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

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
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（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 

（簡便な会計処理） 

  一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。 

  

（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 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額５億円以上の工事については工事進

行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会

計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、

第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分に

ついて成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例

法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 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軽微であります。 

4. その他

- 4 -

セコムテクノサービス㈱（1742）　平成22年３月期第２四半期決算短信



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 8,479,274 8,328,832

受取手形 974,803 1,180,683

完成工事未収入金 3,398,016 5,199,030

未収保守料 2,794,678 2,838,914

売掛金 744,032 1,580,728

未成工事支出金 276,803 495,687

商品 738,343 487,236

材料貯蔵品 157,675 167,711

短期貸付金 17,001,939 16,003,006

繰延税金資産 426,506 400,462

その他 221,539 211,340

貸倒引当金 △29,024 △53,667

流動資産合計 35,184,589 36,839,968

固定資産   

有形固定資産 1,656,400 1,662,910

無形固定資産 97,453 108,192

投資その他の資産   

投資有価証券 2,049,469 2,040,413

その他 1,889,471 1,866,877

貸倒引当金 △147,849 △113,256

投資その他の資産合計 3,791,091 3,794,034

固定資産合計 5,544,945 5,565,138

資産合計 40,729,534 42,405,106

- 5 -

セコムテクノサービス㈱（1742）　平成22年３月期第２四半期決算短信



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

工事未払金 3,630,620 4,606,837

買掛金 385,994 413,266

未払法人税等 737,793 785,809

未成工事受入金 122,113 273,601

前受保守料 516,905 517,517

賞与引当金 638,464 571,206

役員賞与引当金 11,070 －

その他 875,046 1,039,684

流動負債合計 6,918,008 8,207,922

固定負債   

繰延税金負債 385,577 374,055

退職給付引当金 303,577 316,434

役員退職慰労引当金 28,477 42,220

その他 144,902 148,481

固定負債合計 862,533 881,191

負債合計 7,780,542 9,089,114

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,357,810 2,357,810

資本剰余金 3,224,174 3,224,174

利益剰余金 27,338,331 27,710,948

自己株式 △16,604 △16,604

株主資本合計 32,903,711 33,276,328

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,607 △8,091

評価・換算差額等合計 △2,607 △8,091

少数株主持分 47,887 47,755

純資産合計 32,948,992 33,315,991

負債純資産合計 40,729,534 42,405,106
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年９月30日) 

売上高 34,115,159 30,423,015

売上原価 27,216,847 24,908,069

売上総利益 6,898,311 5,514,945

販売費及び一般管理費 4,224,314 3,994,740

営業利益 2,673,997 1,520,204

営業外収益   

受取利息 61,061 91,418

受取配当金 459 229

その他 19,367 19,291

営業外収益合計 80,888 110,939

営業外費用   

固定資産除却損 390 99

その他 6,263 216

営業外費用合計 6,653 315

経常利益 2,748,232 1,630,828

税金等調整前四半期純利益 2,748,232 1,630,828

法人税、住民税及び事業税 1,138,475 722,941

法人税等調整額 17,885 △17,930

法人税等合計 1,156,361 705,010

少数株主利益 1,292 132

四半期純利益 1,590,578 925,686
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21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 2,748,232 1,630,828

減価償却費 63,233 64,968

貸倒引当金の増減額（△は減少） 56,667 9,950

賞与引当金の増減額（△は減少） 51,251 67,258

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 10,100 11,070

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,616 △12,857

前払年金費用の増減額（△は増加） △33,412 9,958

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △15,457 △13,742

受取利息及び受取配当金 △61,521 △91,647

固定資産除却損 390 99

投資有価証券評価損益（△は益） 6,169 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,566,518 2,887,826

たな卸資産の増減額（△は増加） △271,583 △22,186

その他の流動資産の増減額（△は増加） △63,180 △11,640

その他の固定資産の増減額（△は増加） △70,143 △32,600

仕入債務の増減額（△は減少） △1,522,833 △1,003,488

その他の流動負債の増減額（△は減少） 336,732 △328,198

その他の固定負債の増減額（△は減少） △6,718 △3,579

小計 3,779,829 3,162,018

利息及び配当金の受取額 60,145 93,088

法人税等の支払額 △1,472,478 △769,878

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,367,496 2,485,228

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △44,992 △28,276

無形固定資産の取得による支出 △10,597 △10,168

投資有価証券の取得による支出 △3,000 －

貸付けによる支出 △5,007,000 △1,000,000

貸付金の回収による収入 1,651 1,102

その他 14,134 △131

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,049,804 △1,037,474

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △1,296,288 △1,297,312

自己株式の取得による支出 △81 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,296,369 △1,297,312

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,978,677 150,441

現金及び現金同等物の期首残高 12,484,460 8,328,832

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,505,783 8,479,274
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  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 

  該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記
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（単位：千円）

 
 (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

（単位：千円）

 
 (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

（単位：千円）

 
 (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

6. その他の情報

  部門別受注実績・契約実績及び売上実績

(1) 受注実績
  当第２四半期連結累計期間における完成工事部門の受注状況は次のとおりであります。

区 分

前第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)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

  至 平成21年９月30日)
比較増減

金額 構成比 金額 構成比 金額

受 
注 
高

完 
成 
工 
事

％ ％

システム工事 14,947,083 83.3 12,267,671 75.8 △2,679,411

建築設備工事 2,998,241 16.7 3,911,784 24.2 913,542

計 17,945,325 100.0 16,179,455 100.0 △1,765,869

受 
注 
残 
高

完 
成 
工 
事

システム工事 2,093,816 41.4 1,648,853 39.4 △444,963

建築設備工事 2,962,056 58.6 2,532,502 60.6 △429,554

計 5,055,872 100.0 4,181,355 100.0 △874,517

(2) 契約実績
  当第２四半期連結累計期間におけるメンテナンス業務部門のうち保守点検の契約状況は、 
  次のとおりであります。

区 分
前第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)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

  至 平成21年９月30日)
比較増減

契 
約 
高

保守点検
件 数 3,241 件 2,921 件 △320 件

金 額 786,007 853,109 67,102

契 
約 
残 
高

保守点検
件 数 49,307 件 52,360 件 3,053 件

金 額 17,804,560 18,474,541 669,981

(3) 売上実績
  当第２四半期連結累計期間における各部門別の売上状況は次のとおりであります。

部門別

前第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)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

  至 平成21年９月30日)
比較増減

金額 構成比 金額 構成比 金額

完 
成 
工 
事

％ ％

システム工事 15,159,548 44.4 12,518,732 41.1 △2,640,816

建築設備工事 3,980,599 11.7 3,346,632 11.0 △633,966

計 19,140,147 56.1 15,865,365 52.1 △3,274,782

メ 
ン 
テ 
ナ 
ン 
ス 
業 
務

保 守 点 検 8,939,686 26.2 9,180,609 30.2 240,922

保 全 業 務 3,558,614 10.4 3,093,077 10.2 △465,536

計 12,498,301 36.6 12,273,686 40.4 △224,614

そ 
の 
他

安 全 商 品 1,278,993 3.8 1,369,402 4.5 90,408

そ   の   他 1,197,716 3.5 914,560 3.0 △283,155

計 2,476,710 7.3 2,283,963 7.5 △192,747

合    計 34,115,159 100.0 30,423,015 100.0 △3,692,144
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