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1.  平成22年2月期第3四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年11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2月期第3四半期 29,193 ― 916 ― 1,027 ― 468 ―

21年2月期第3四半期 29,617 4.9 1,265 △3.2 1,355 △3.4 863 14.9

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

22年2月期第3四半期 32.44 ―

21年2月期第3四半期 59.70 ―

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3四半期 29,998 15,843 52.6 1,093.02
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3四半期  15,781百万円 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

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2月期 ― 14.00 ― 14.00 28.00
22年2月期 ― 14.00 ―

22年2月期 
（予想）

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 39,600 △0.3 1,470 △16.6 1,690 △13.0 820 △23.3 56.72

－ 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) 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、５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４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3四半期 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3四半期  358,445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3四半期 14,456,519株 21年2月期第3四半期 14,460,109株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融市場の混乱による影響がまだ残る

中、一部では回復の兆しが見られるものの、依然として多くの企業で収益の減少が続いており、それに

伴う設備投資の抑制や雇用情勢の悪化など、厳しい状況が続いております。 

当警備業界におきましては、近年の犯罪の凶悪化を背景に、多様化したセキュリティニーズは引続き

高いものの、企業の不況感は依然として強く、またデフレの影響もあり同業者間の受注競争が激しく、

厳しい経営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、お客さま価値を創造し、ソリューション型営業力を強化するため、各分

野の有力パートナーとのアライアンスの強化、付加価値のある新サービスの開発など、より満足度の高

い警備サービスの提供とＣＳＰブランドの向上に努めてまいりました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高は291億９千３百万円

となりました。利益面につきましては、退職給付費用の増加などにより営業利益は９億１千６百万円、

経常利益は10億２千７百万円となり、四半期純利益は４億６千８百万円となりました。 

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、警備の縮小・解約の動きは落ち着いたものの、臨時警備などが前期実

績を下回ったため、売上高は151億７千６百万円に留まりました。 

機械警備部門につきましては、国内初の「振り込め詐欺保険」をホームセキュリティ契約の補償制度

に拡充するなど、厳しい企業間競争の中、解約防止とサービス向上に努めた結果、売上高は93億７千３

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20億１千万円

となりました。 

工事・機器販売部門につきましては、「centrics」などの付加価値商品は堅調でしたが、デベロッパ

ー、ハウスメーカーなどの不況の影響が依然として大きく、これに関連する案件につきましては、予想

を下回る結果となりました。この結果、売上高は21億４千５百万円となりました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間のセキュリティ事業の売上高は287億６百万円となりまし

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３四半期連結累計期間の売上高は４億８千７百万円となりました。 

  

・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
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(1) 連結貸借対照表 

当第３四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１億５百万円増加し、299億９千

８百万円（前連結会計年度末比0.4％増）となりました。その主な内容は、前払年金費用の増加１億４

千万円などであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ２億８千９百万円増加し、141億５千５百万円（同2.1％増）となり

ました。その主な内容は、短期借入金の増加２億６千６百万円などによるものです。 

純資産は、その他有価証券評価差額金の減少２億５千万円などにより、前連結会計年度末に比べ１億

８千４百万円減少し、158億４千３百万円（同1.1％減）となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の変動状況は、次

の通りであり、前連結会計年度末に比べ１億６千５百万円減少して、39億２千５百万円となりまし

た。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは全体で14億９千２百万円の増加となりました。資金の主な増

加要因は、税金等調整前四半期純利益９億３千２百万円などであります。これに対し資金の主な減少

要因は、前払年金費用の増加１億４千万円であります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動によるキャッシュ・フローは全体で14億３千１百万円の減少となりました。その主な内容

は、有形固定資産の取得による支出８億４千４百万円であります。 

(財務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・フローは全体で２億２千６百万円の減少となりました。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４億４百万円であります。 

  

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平成21

年10月２日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」の通り修正しております。 

 なお、本資料に記載の業績予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したもの

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。 

  

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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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。 

  

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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１【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３四半期連結会計期間末
(平成21年11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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,194,631 8,233,736

受取手形及び売掛金 451,382 641,330

未収警備料 3,316,444 3,223,480

有価証券 300,000 －

貯蔵品 819,031 986,889

その他 1,802,300 1,396,896

貸倒引当金 △13,821 △13,576

流動資産合計 14,869,968 14,468,756

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,143,921 4,152,384

減価償却累計額 △1,728,204 △1,634,804

建物及び構築物（純額） 2,415,717 2,517,580

警報機器及び運搬具 10,311,578 9,814,421

減価償却累計額 △7,444,928 △7,061,470

警報機器及び運搬具（純額） 2,866,649 2,752,951

その他 2,421,530 2,579,232

減価償却累計額 △708,718 △830,961

その他（純額） 1,712,812 1,748,271

有形固定資産合計 6,995,179 7,018,802

無形固定資産 624,872 696,537

投資その他の資産   

投資有価証券 4,305,824 4,597,897

その他 3,239,946 3,146,149

貸倒引当金 △37,202 △34,892

投資その他の資産合計 7,508,568 7,709,154

固定資産合計 15,128,621 15,424,494

資産合計 29,998,589 29,893,251
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11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２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 980,991 1,053,138

短期借入金 1,141,793 875,000

未払法人税等 469,728 473,926

前受警備料 267,561 290,554

預り金 3,942,138 3,809,937

賞与引当金 1,494,715 828,798

役員賞与引当金 30,900 42,600

その他 2,317,673 2,769,615

流動負債合計 10,645,501 10,143,570

固定負債   

長期借入金 1,540,000 1,610,000

退職給付引当金 163,859 151,006

役員退職慰労引当金 9,764 8,216

その他 1,795,884 1,952,677

固定負債合計 3,509,508 3,721,899

負債合計 14,155,010 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 8,754,884 8,690,812

自己株式 △346,001 △327,517

株主資本合計 14,117,045 14,071,457

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,680,397 1,931,195

繰延ヘッジ損益 △16,290 △15,806

評価・換算差額等合計 1,664,106 1,915,388

少数株主持分 62,427 40,935

純資産合計 15,843,579 16,027,781

負債純資産合計 29,998,589 29,893,251
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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：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 29,193,291

売上原価 23,149,370

売上総利益 6,043,921

販売費及び一般管理費  

役員報酬 222,597

給料及び手当 1,745,102

賞与 93,832

賞与引当金繰入額 320,089

役員賞与引当金繰入額 30,000

退職給付費用 34,271

その他 2,681,213

販売費及び一般管理費合計 5,127,107

営業利益 916,814

営業外収益  

受取利息 12,318

受取配当金 79,765

その他 71,005

営業外収益合計 163,090

営業外費用  

支払利息 46,821

その他 5,402

営業外費用合計 52,223

経常利益 1,027,680

特別利益  

前期損益修正益 63

その他 369

特別利益合計 432

特別損失  

前期損益修正損 14,270

固定資産除却損 75,871

その他 5,463

特別損失合計 95,605

税金等調整前四半期純利益 932,507

法人税、住民税及び事業税 619,959

法人税等調整額 △178,804

法人税等合計 441,154

少数株主利益 22,436

四半期純利益 468,916
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 9,687,240

売上原価 7,679,387

売上総利益 2,007,852

販売費及び一般管理費  

役員報酬 68,861

給料及び手当 574,942

賞与引当金繰入額 135,978

役員賞与引当金繰入額 9,376

退職給付費用 11,403

その他 882,099

販売費及び一般管理費合計 1,682,661

営業利益 325,190

営業外収益  

受取利息 2,026

受取配当金 900

その他 26,143

営業外収益合計 29,070

営業外費用  

支払利息 15,305

その他 3,085

営業外費用合計 18,391

経常利益 335,869

特別利益  

前期損益修正益 48

特別利益合計 48

特別損失  

前期損益修正損 1,214

固定資産除却損 20,785

その他 4,903

特別損失合計 26,903

税金等調整前四半期純利益 309,014

法人税、住民税及び事業税 448,585

法人税等調整額 △296,107

法人税等合計 152,477

少数株主利益 6,710

四半期純利益 149,826
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11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 932,507

減価償却費 942,433

固定資産除却損 75,871

前払年金費用の増減額（△は増加） △140,815

賞与引当金の増減額（△は減少） 665,917

受取利息及び受取配当金 △92,084

支払利息 46,821

売上債権の増減額（△は増加） 96,984

たな卸資産の増減額（△は増加） 167,857

仕入債務の増減額（△は減少） △72,147

未払費用の増減額（△は減少） △209,472

その他 △342,291

小計 2,071,583

利息及び配当金の受取額 92,084

利息の支払額 △47,440

法人税等の支払額 △624,157

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,492,070

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） △19,110

有価証券の取得による支出 △300,000

有形固定資産の取得による支出 △844,036

無形固定資産の取得による支出 △145,902

投資有価証券の取得による支出 △132,357

その他 10,001

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,431,406

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

長期借入金の返済による支出 △70,000

配当金の支払額 △404,843

自己株式の取得による支出 △18,565

自己株式の売却による収入 81

財務活動によるキャッシュ・フロー △226,534

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △165,870

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 3,925,039
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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３四半期連結会計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日） 
 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30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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                            （単位：千円） 

 
  

「参考」

【前年同四半期にかかる財務諸表】

(1) （要約）四半期連結損益計算書

科  目

前第３四半期連結累計期間
自 平成20年３月１日 
至 平成20年11月30日

金 額

Ⅰ 売上高 29,617,111

Ⅱ 売上原価 23,366,512

  売上総利益 6,250,598

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,984,904

  営業利益 1,265,694

Ⅳ 営業外収益 161,484

Ⅴ 営業外費用 71,727

  経常利益 1,355,450

Ⅵ 特別利益 327,349

Ⅶ 特別損失 164,503

税金等調整前四半期(当期)純利益 1,518,297

法人税、住民税及び事業税 847,720

法人税等調整額 △198,230

少数株主利益 5,570

四半期純利益 863,237
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                                  （単位：千円） 

(2) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間

自 平成20年３月１日 
至 平成20年11月30日

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 1,518,297

2 減価償却費 1,078,632

3 減損損失 33,431

4 投資有価証券評価損益（△は益） 32,406

5 投資有価証券売却損益（△は益） 3,411

6 固定資産除売却損益（△は益） 85,946

7 退職給付引当金の増減額（△は減少） △ 1,903

8 前払年金費用の増減額（△は増加） △ 328,100

9 貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,459

10 賞与引当金の増減額（△は減少） 698,455

11 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △ 21,100

12 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,244

13 受取利息及び受取配当金 △ 99,350

14 支払利息 55,266

15 売上債権の増減額（△は増加） 87,647

16 たな卸資産の増減額（△は増加） △ 420,743

17 仕入債務の増減額（△は減少） △ 353,110

18 未払費用の増減額（△は減少） 521,650

19 前受警備料の増減額（△は減少） △ 53,673

20 その他 278,101

 小計 3,123,968

21 利息及び配当金の受取額 99,350

22 利息の支払額 △ 52,790

23 法人税等の支払額 △ 707,359

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,463,169

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

1 定期預金の増減額（△は増加） △ 268,620

2 有形固定資産の取得による支出 △ 725,338

3 有形固定資産の売却による収入 1,192

4 無形固定資産の取得による支出 △ 269,716

5 投資有価証券の取得による支出 △ 119,050

6 投資有価証券の売却による収入 184

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,381,350

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 △ 315,000

3 配当金の支払額 △ 383,198

4 自己株式の取得による支出 △ 1,529

5 自己株式の売却による収入 182

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 454,545

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額(△減少額) 627,273

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 4,211,865

セントラル警備保障㈱（9740）平成22年２月期 第３四半期決算短信

－ 13 －



  

当社グループの当第３四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３四半期連結累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 806

機械警備 65,746

運輸警備 2,485

小計 69,037

(その他の事業) 334

合計 69,371

(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 15,176,029

機械警備 9,373,650

運輸警備 2,010,888

工事・機器販売 2,145,442

小計 28,706,009

(その他の事業) 487,281

合計 29,193,291

相手先
当第３四半期連結累計期間

販売高（千円） 割合（％）

 東日本旅客鉃道㈱ 3,279,149 11.2

セントラル警備保障㈱（9740）平成22年２月期 第３四半期決算短信

－ 14 －




