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1.  平成23年2月期第1四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22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 ％

23年2月期第1四半期 9,796 △1.2 253 △24.1 264 △27.1 114 △27.9

22年2月期第1四半期 9,913 ― 334 ― 361 ― 158 ―

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

23年2月期第1四半期 7.93 ―

22年2月期第1四半期 10.97 ―

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

23年2月期第1四半期 31,352 16,446 52.2 1,133.95
22年2月期 30,003 16,303 54.1 1,124.53

（参考） 自己資本   23年2月期第1四半期  16,371百万円 22年2月期  16,235百万円

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

22年2月期 ― 14.00 ― 14.00 28.00
23年2月期 ―

23年2月期 
（予想）

14.00 ― 14.00 28.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23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

19,100 △2.1 390 △34.1 480 △30.6 220 △31.1 15.22

通期 39,700 2.0 1,300 △6.4 1,470 △7.5 750 △0.0 51.90
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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） 

(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 

 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５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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期第1四半期 14,816,692株 22年2月期  14,816,692株

② 期末自己株式数 23年2月期第1四半期  378,964株 22年2月期  378,756株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年2月期第1四半期 14,437,805株 22年2月期第1四半期 14,458,847株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気の持ち直しの動きが見られるものの、雇用環

境は依然として厳しい状況にあり、個人消費においても緩やかなデフレ状態が続いており、未だ不透明

感は拭いきれず、低調な景況感で推移しました。 

当警備業界におきましては、企業収益の改善が見られるものの、お客様のコスト抑制意識は未だに高

く、価格面での激しい同業間競争が続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」の２年目を迎え、お客さま価値の創造を全面に掲げ、ソリューション型営業の実

践、品質の高い警備サービスの提供及び主力商品・サービスの販売強化等、ＣＳＰブランド力の向上に

努めてまいりました。 

その結果、当第１四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97億９千６百万円

（前年同期比1.2％減）となりました。利益面につきましては、営業利益は２億５千３百万円（前年同

期比24.1％減）、経常利益は２億６千４百万円（前年同期比27.1％減）となり、四半期純利益は１億１

千４百万円（前年同期比27.9％減）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、前連結会計年度中の解約による契約件数の減少及び見直しによる減額

などで保有高が減少したことにより、当第１四半期連結累計期間の常駐警備部門の売上高は49億６千３

百万円（前年同期比3.3％減）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、マンション販売市場の復調もあり、マンショ

ン向けセキュリティが堅調に推移しました。この結果、機械警備部門の売上高は31億３千９百万円（前

年同期比1.0％増）となりました。 

運輸警備部門につきましては、集配金サービスに尽力したものの低調に推移したため、売上高は６億

６千万円（前年同期比1.2％減）となりました。 

工事・機器販売部門につきましては、防犯カメラ、機械警備付リサイクル型入出金機及び納金機、イ

ンターホン販売が堅調に推移したこともあり、工事・機器販売部門の売上高は８億７千９百万円（前年

同期比5.1％増）となりました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間のセキュリティ事業の売上高は96億４千３百万円（前年同

期比1.1％減）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１四半期連結累計期間の売上高は１億５千２百万円（前年同期比6.9％減）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13億４千８百万円増加し、313億

５千２百万円（前連結会計年度末比4.5％増）となりました。その主な内容は、有価証券の増加６億

円、繰延税金資産の増加２億７千万円、投資有価証券の増加３億９千３百万円、受取手形及び売掛金の

減少２億５千５百万円であります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ12億５百万円増加し、149億５百万円（同8.8％増）となりました。

その主な内容は、短期借入金の増加２億７千２百万円、預り金の増加４億９百万円、賞与引当金の増加

６億２千５百万円、未払費用の減少１億８千９百万円、長期借入金の減少２億１千万円などによるもの

です。 

純資産は、利益剰余金が８千７百万円減少、その他有価証券評価差額金２億２千３百万円の増加など

により、前連結会計年度末に比べ１億４千３百万円増加し、164億４千６百万円（同0.9％増）となりま

した。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会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３億７千３百万円増加して、47億９千８百万円となりました。

(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11億６百万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２億５千２百万円、減価償却費２億８千５百万円、賞与引当金６億

２千５百万円であります。これに対し資金の主な減少要因は、未払費用１億８千９百万円、法人税等

の支払額４億４百万円であります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動によるキャッシュ・フローは全体で５億５千７百万円の減少となりました。その主な内容

は、有価証券の取得による支出１億円、有形固定資産の取得による支出２億８千３百万円でありま

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１億７千５百万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１億円であり、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。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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平成23年２月期の連結業績予想につきましては、前回予想（平成22年４月15日に発表した平成23年２月

期の連結業績予想）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。 

  

該当事項はありません。 

  

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22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22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,672,210 8,572,231

受取手形及び売掛金 347,496 603,273

未収警備料 3,151,852 3,223,414

有価証券 600,000 －

貯蔵品 706,690 742,574

その他 2,006,803 1,434,877

貸倒引当金 △15,241 △13,136

流動資産合計 15,469,811 14,563,234

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,149,050 4,149,050

減価償却累計額 △1,786,655 △1,753,998

建物及び構築物（純額） 2,362,395 2,395,052

警報機器及び運搬具 10,325,700 10,197,377

減価償却累計額 △7,572,189 △7,477,914

警報機器及び運搬具（純額） 2,753,511 2,719,462

その他 2,477,122 2,427,376

減価償却累計額 △629,570 △614,206

その他（純額） 1,847,552 1,813,170

有形固定資産合計 6,963,459 6,927,685

無形固定資産 616,253 665,013

投資その他の資産   

投資有価証券 4,996,941 4,603,354

その他 3,342,602 3,281,319

貸倒引当金 △36,702 △37,173

投資その他の資産合計 8,302,842 7,847,500

固定資産合計 15,882,554 15,440,199

資産合計 31,352,366 30,003,434
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,004,540 1,006,901

短期借入金 1,158,592 885,802

未払法人税等 379,655 403,609

前受警備料 301,076 291,499

預り金 4,252,917 3,843,116

賞与引当金 1,438,382 812,632

役員賞与引当金 50,900 41,900

その他 2,484,768 2,683,326

流動負債合計 11,070,833 9,968,787

固定負債   

長期借入金 1,307,700 1,517,700

退職給付引当金 164,077 173,185

役員退職慰労引当金 11,036 10,400

その他 2,351,853 2,029,909

固定負債合計 3,834,667 3,731,196

負債合計 14,905,500 13,699,983

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 8,948,602 9,036,276

自己株式 △346,377 △346,192

株主資本合計 14,310,387 14,398,245

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,078,296 1,855,048

繰延ヘッジ損益 △16,989 △17,369

評価・換算差額等合計 2,061,306 1,837,678

少数株主持分 75,170 67,526

純資産合計 16,446,865 16,303,451

負債純資産合計 31,352,366 30,003,434
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 9,913,226 9,796,059

売上原価 7,853,735 7,796,045

売上総利益 2,059,491 2,000,014

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 664,509 638,772

賞与引当金繰入額 122,403 121,670

役員賞与引当金繰入額 10,000 10,000

退職給付費用 10,836 10,111

その他 917,614 965,775

販売費及び一般管理費合計 1,725,363 1,746,329

営業利益 334,127 253,684

営業外収益   

受取利息 4,708 2,619

受取配当金 15,159 3,685

その他 24,360 21,000

営業外収益合計 44,228 27,306

営業外費用   

支払利息 15,778 16,874

その他 649 115

営業外費用合計 16,428 16,990

経常利益 361,927 264,001

特別利益   

前期損益修正益 15 －

貸倒引当金戻入額 598 613

特別利益合計 613 613

特別損失   

前期損益修正損 8,693 －

固定資産除却損 30,955 11,717

その他 760 －

特別損失合計 40,408 11,717

税金等調整前四半期純利益 322,132 252,897

法人税、住民税及び事業税 382,415 380,941

法人税等調整額 △230,615 △249,800

法人税等合計 151,799 131,140

少数株主利益 11,671 7,298

四半期純利益 158,661 114,457
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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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22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 322,132 252,897

減価償却費 295,413 285,502

賞与引当金の増減額（△は減少） 640,498 625,749

売上債権の増減額（△は増加） 132,699 327,338

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,820 35,884

仕入債務の増減額（△は減少） 61,323 △2,360

その他 73,923 △1,915

小計 1,500,170 1,523,095

利息及び配当金の受取額 19,868 6,305

利息の支払額 △16,275 △17,514

法人税等の支払額 △468,854 △404,895

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,034,909 1,106,991

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 △16,450

有価証券の取得による支出 － △100,000

有形固定資産の取得による支出 △381,029 △283,950

無形固定資産の取得による支出 △87,658 △96,249

投資有価証券の取得による支出 △64,921 △1,588

その他 10,001 △59,714

投資活動によるキャッシュ・フロー △534,589 △557,951

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） 266,793 100,442

長期借入金の返済による支出 － △37,651

リース債務の返済による支出 － △35,878

配当金の支払額 △202,426 △202,131

自己株式の取得による支出 △329 △184

財務活動によるキャッシュ・フロー 64,037 △175,403

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 564,357 373,635

現金及び現金同等物の期首残高 4,090,909 4,425,286

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,655,267 4,798,922
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当第１四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日） 
 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日)における、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の資産の金額の合計額に占める「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。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日)における、本邦以外

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、記載しておりません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日)における海外売上高

がないため、記載しておりません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22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) 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〕

(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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当社グループは生産活動を行っておりませんが、当第１四半期連結累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 

 
  ３ 当第１四半期連結累計期間では10％未満となりましたので記載を省略しております。 

  

6. その他の情報

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) 前年同四半期比(％)

(セキュリティ事業)

常駐警備 789 96.8

機械警備 67,098 103.9

運輸警備 2,533 105.0

小計 70,420 103.9

(その他の事業) 323 94.4

合計 70,743 103.8

(2) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円) 前年同四半期比(％)

(セキュリティ事業)

常駐警備 4,963,436 96.7

機械警備 3,139,472 101.0

運輸警備 660,633 98.8

工事・機器販売 879,746 105.1

小計 9,643,288 98.9

(その他の事業) 152,771 93.1

合計 9,796,059 98.8

相手先
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

東日本旅客鉃道㈱ 1,113,300 11.2 ― ―
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