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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 
（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 3月期第1四半期 4,182   △2.7 174 △12.6 228   △7.7 77    ─
22年 3月期第1四半期 4,299     8.8 199   165.0 247   102.0 △5      ─

 

 
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 3月期第1四半期 7.34 ─ 
22年 3月期第1四半期 △0.52 ─ 

 
（２）連結財政状態 

 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 3月期第1四半期 20,046 16,701 83.3 1,590.61
22年 3月期 20,372 16,799 82.5 1,600.02

(参考)自己資本 23年3月期第1四半期   16,701百万円 22年3月期  16,799百万円 

 
２．配当の状況 

 
年間配当金    

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 3月期 ─ 10.00 ─ 10.00 20.00   
23年 3月期 ─    

23年 3月期(予想)  10.00 ─ 10.00 20.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：有・無 

 
３．平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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) 8,900   2.9 320   △19.8 390   △16.3 170    91.0 16.19
通  期 18,130   4.5 660   △11.9 780   △10.2 360  △30.0 34.28

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 

 



４．その他  （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：有・無 

 新規 ─社 (社名)  ─   除外 ─社 (社名)  ─ 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有・無 

（注）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の有無となります。 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有・無 

② ①以外の変更 ：有・無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 
 

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年3月期1Ｑ 11,440,000株 22年3月期 11,440,000株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 940,241株 22年3月期 940,241株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年3月期1Ｑ 10,499,759株 22年3月期1Ｑ 10,500,028株

 
 
 
 
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信
の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であ
ると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありま
す。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信
（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

   当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部に景気の持ち直しの動きがあるものの、実体経

済面では依然として厳しい状況の中で推移いたしました。 

   当警備業界においても、同業他社との受注競争が激しく、その一方で警備品質向上のためのコストアッ

プ要因等もあり、収益面では引続き厳しい状況の中で推移いたしました。 

   このような状況の中で、当社グループは、生産性の向上を基本とした収益改善対策を引続き実施すると

ともに、当社が創業来強みを持つ金融機関取引の基盤強化と警備という中核事業を軸としたビル総合管

理サービスによる高付加価値戦略を展開することで業容の拡大と収益力の強化に取り組んでまいりまし

た。 

その結果、当社グループの当第1四半期における業績は次のとおりとなりました。 

売上高は、金融機関向けの新規業務がスタートし、ホームセキュリティの受注も堅調に推移しました

が、施設警備やビル管理事業で大口の解約等があったことなどから 4,182 百万円（前年同四半期比△116

百万円、△2.7％減）となりました。 

  営業利益は、各種経費の削減等を引続き実施してまいりましたが 174 百万円（前年同四半期比△25 百

万円、△12.6％減）となり、経常利益は、228 百万円（前年同四半期比△19 百万円、△7.7％減）となり

ました。四半期純利益につきましては、77百万円（前年同四半期比82百万円増）となりました。 

 

   なお、セグメントの業績は次のとおりであります。 

 （警備事業） 

   警備事業につきましては、新たに受注した金融機関向けの受託管理業務もあり、ホームセキュリティも

堅調に推移しましたが、輸送警備、施設警備は解約や値下げの影響を受け、また、機器等の販売も低調

に推移しました。 

   その結果、警備事業の当第１四半期の売上高（セグメント間の内部売上高又は振替高を除く）は、

3,327百万円となり、セグメント利益は167百万円となりました。 

（ビル管理事業） 

   ビル管理事業につきましては、新規ビル管理業務の受注等もありましたが、大口の解約等も発生したこ

となどから当第1四半期の売上高は854百万円となり、セグメント利益は2百万円となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 （連結貸借対照表の状況） 

   当第 1 四半期連結会計期間末における総資産は 20,046 百万円となり、前連結会計年度末に比べ   

325百万円の減少となりました。 

   純資産は 16,701 百万円となり、前連結会計年度末比 98 百万円減少しました。自己資本比率は 83.3％

となり、前連結会計年度末比0.8ポイント上昇しました。 

 

 （連結キャッシュ･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。）の状況は、以下のと

おりであります。 

 （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における営業活動によるキャッシュ・フローは、439 百万円の資金増加とな

りました。これは、税金等調整前四半期純利益が 185 百万円になったほか、減価償却費 186 百万円及び

受託管理業務に係る受託現預金、受託立替金が300百万円減少したこと等によるものであります。 

 （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における投資活動によるキャッシュ・フローは、198 百万円の資金減少とな

りました。これは、有形・無形の固定資産取得128 百万円や投資有価証券の取得63百万円の資金支出が

あったこと等によるものです。 
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 （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における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いにより 104

百万円の資金支出となりました。 

   この結果、当第 1 四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ  

136百万円増加し、5,647百万円となりました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

   平成２３年３月期の業績予想につきましては、平成２２年５月７日に公表いたしました第２四半期累計

期間及び通期の業績予想の数値からの変更はありません。 

 

２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

    該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

    該当事項はありません。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

   資産除去債務に関する会計基準の適用 

   当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20

年３月31日）を適用しております。 

   なお、これによる営業利益、経常利益に与える影響は軽微であり、税金等調整前四半期純利益は 36 百

万円減少しております。 
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3. 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６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,548,957 4,559,196

受託現預金 2,874,659 3,170,148

受取手形及び売掛金 1,280,118 1,276,679

有価証券 1,929,398 1,776,112

商品 1,915 2,592

貯蔵品 350,249 334,828

立替金 29,420 18,966

繰延税金資産 244,785 329,553

その他 152,036 115,183

貸倒引当金 △3,870 △3,535

流動資産合計 11,407,671 11,579,726

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 615,618 624,714

機械装置及び運搬具（純額） 2,126,186 2,189,882

土地 1,863,110 1,863,110

建設仮勘定 14,611 12,722

その他（純額） 95,568 102,317

有形固定資産合計 4,715,095 4,792,747

無形固定資産   

のれん 278,438 286,394

その他 287,911 304,831

無形固定資産合計 566,350 591,225

投資その他の資産   

投資有価証券 2,970,600 3,012,501

繰延税金資産 43,224 36,700

その他 368,367 391,180

貸倒引当金 △24,442 △31,831

投資その他の資産合計 3,357,749 3,408,550

固定資産合計 8,639,195 8,792,523

資産合計 20,046,867 20,372,250
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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６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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 178,593 227,494

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払法人税等 32,073 120,828

預り金 332,650 232,452

賞与引当金 181,569 360,038

役員賞与引当金 9,800 35,970

その他 1,157,551 1,119,387

流動負債合計 1,992,237 2,196,171

固定負債   

社債 400,000 400,000

繰延税金負債 543,298 561,987

退職給付引当金 148,458 147,905

その他 261,787 266,287

固定負債合計 1,353,543 1,376,179

負債合計 3,345,781 3,572,350

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,618,000 4,618,000

資本剰余金 8,310,580 8,310,580

利益剰余金 6,830,465 6,858,343

自己株式 △580,910 △580,910

株主資本合計 19,178,135 19,206,012

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 271,137 342,073

土地再評価差額金 △2,748,186 △2,748,186

評価・換算差額等合計 △2,477,049 △2,406,113

純資産合計 16,701,086 16,799,899

負債純資産合計 20,046,867 20,372,250
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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４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 4,299,099 4,182,549

売上原価 3,266,447 3,166,158

売上総利益 1,032,651 1,016,390

販売費及び一般管理費 832,917 841,857

営業利益 199,733 174,533

営業外収益   

受取利息 3,962 3,460

受取配当金 29,416 36,517

違約金収入 14,225 9,233

その他 5,024 8,792

営業外収益合計 52,628 58,002

営業外費用   

支払利息 805 1,098

事務所移転費用 2,095 －

保険免責額 1,927 717

リース解約損 － 1,611

その他 358 1,052

営業外費用合計 5,187 4,480

経常利益 247,175 228,055

特別利益   

投資有価証券売却益 － 17

貸倒引当金戻入額 － 6,245

特別利益合計 － 6,262

特別損失   

投資有価証券評価損 130,631 －

固定資産除却損 19,858 12,999

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 35,755

その他 3,033 －

特別損失合計 153,524 48,754

税金等調整前四半期純利益 93,651 185,562

法人税、住民税及び事業税 10,106 15,046

法人税等調整額 89,049 93,396

法人税等合計 99,155 108,442

四半期純利益又は四半期純損失（△） △5,504 77,120
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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４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 93,651 185,562

減価償却費 194,497 186,778

のれん償却額 7,955 7,955

固定資産除却損 19,858 12,999

貸倒引当金の増減額（△は減少） 671 △7,054

退職給付引当金の増減額（△は減少）／前払年金
費用の増減額（△は増加）

4,595 △6,376

賞与引当金の増減額（△は減少） △179,206 △178,469

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △19,620 △26,170

受取利息及び受取配当金 △33,378 △39,977

支払利息 805 1,098

投資有価証券売却損益（△は益） － △17

投資有価証券評価損益（△は益） 130,631 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 35,755

売上債権の増減額（△は増加） 78,569 △3,438

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,266 △14,743

その他の資産の増減額（△は増加） △48,241 △37,764

仕入債務の増減額（△は減少） △89,719 △48,901

受託現預金の増減額（△は増加） 1,768 299,294

受託立替金の増減額（△は増加） △1,778 706

その他 48,665 116,349

小計 210,991 483,586

利息及び配当金の受取額 32,786 39,016

利息の支払額 △197 △720

法人税等の支払額 △50,579 △82,067

法人税等の還付額 36,209 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 229,211 439,814

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） 82,184 －

有形固定資産の取得による支出 △147,989 △111,569

無形固定資産の取得による支出 △75,684 △16,945

投資有価証券の取得による支出 △145,581 △63,409

投資有価証券の売却による収入 393,805 69

保険積立金の払戻による収入 － 9,285

その他 328 △15,630

投資活動によるキャッシュ・フロー 107,064 △198,200

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） △140,000 －

自己株式の取得による支出 △24 －

配当金の支払額 △105,000 △104,997

財務活動によるキャッシュ・フロー △245,025 △104,997

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 91,250 136,616

現金及び現金同等物の期首残高 4,986,514 5,510,640

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,077,764 5,647,257
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（４）セグメント情報 

   （追加情報） 

    当第1四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 

平成 21 年３月 27 日）及び「セグメント情報等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20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

 

  １．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が

経営資源の配分及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は警備事業を主とした会社であり、連結子会社においても警備事業又はビル管理事業にそれぞれ

特化していることから、「警備事業」と「ビル管理事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 

  ２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

（単位：千円） 

 

報告セグメント 
調整額 
（注１） 

四半期連結損益
計算書計上額
（注２） 警備事業 ビル管理事業 計 

 売上高  

外部顧客に対する売上高 3,327,775 854,773 4,182,549 ─ 4,182,549

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

11,699 55,730 67,430 △67,430 ─

計 3,339,475 910,504 4,249,979 △67,430 4,182,549

 セグメント利益 167,976 2,242 170,219 4,313 174,533

 （注）１．セグメント利益の調整額は、セグメント間の取引消去によるものであります。 

 ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  （固定資産に係る重要な減損損失） 

   該当事項はありません。 

 

  （のれんの金額の重要な変動） 

   重要な変動はありません。 

 

（５）継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 

 

（６）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。 

 

以 上 
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