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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 10,608 △2.7 2,132 2.9 2,165 2.7 1,216 5.1
22年3月期第2四半期 10,899 △0.4 2,071 7.7 2,107 6.4 1,157 4.4

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2四半期 92.83 ―
22年3月期第2四半期 88.33 ―

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2四半期 37,711 31,580 82.5 2,373.70
22年3月期 37,434 31,131 81.9 2,339.69

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  31,118百万円 22年3月期  30,672百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 0.00 ― 55.00 55.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 55.00 55.00

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、対前期増減率） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 22,000 0.8 4,181 0.5 4,233 0.3 2,372 1.1 180.94



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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  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 

（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） 

※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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4 「その他の情報」 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） 23年3月期2Q 13,109,501株 22年3月期  13,109,501株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  ―株 22年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 13,109,501株 22年3月期2Q 13,109,501株
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当第２四半期連結累計期間（当第２四半期）におけるわが国の経済は、一部において景況感に持ち直し
の動きが見られるものの、依然として厳しい雇用環境や急速な円高の進行などにより、先行き不透明な状
況で推移いたしました。 
このような経済情勢の中、安全・安心に対する社会的ニーズは、ますます多様化・高度化しており、当

社グループは、セコムグループのコーポレートメッセージである「信頼される安心を、社会へ。」の実現
に向け、セキュリティ・サービス事業を中心にお客様のニーズに合った質の高いサービス・商品を提供す
ることにより、「信頼される会社」となるよう努めてまいりました。 

  

 
  

セキュリティ事業では、常駐システム部門において前年同期に大型イベント警備があったこと、セント
ラライズドシステム部門における工事売上の減少等により、前年同期比 173百万円（1.6％）減収の 
10,484百万円となりました。 
また、その他の事業は、一般電気工事・建築事業の減収により、前年同期比 117百万円（48.8％）の減

収となりました。 
これらの結果、当第２四半期の売上高は前年同期比 291百万円(2.7％)減少し 10,608百万円となりまし

た。一方、従来から継続して行っているコストの適正化活動の推進により、営業利益は前年同期比 60百
万円(2.9％)増益の 2,132百万円となりました。経常利益は前年同期比 57百万円(2.7％)増益の 2,165百
万円となりました。また、当第２四半期に特別損失で固定資産除売却損 40百万円等を計上するものの、
前年同期に減損損失 72百万円等を計上したため、四半期純利益は前年同期比 58百万円(5.1％)増益の 
1,216百万円となりました。 

  

[財政状態の変動状況] 

 
  

総資産は、前連結会計年度末に比べて 277百万円(0.7％)増加し 37,711百万円となりました。主な増加
要因は、短期貸付金 1,300百万円であり、主な減少要因は、土地 511百万円と長期繰延税金資産 211百万
円です。 
負債は、前連結会計年度末に比べて 172百万円(2.7％)減少し 6,131百万円となりました。主な増加要

因は、前受契約料 85百万円であり、主な減少要因は、法人税等の支払による未払法人税等 150百万円及
び預り金 51百万円です。 
純資産は、前連結会計年度末に比べて 449百万円(1.4％)増加し 31,580百万円となりました。主な増加

要因は、当第２四半期純利益 1,216百万円であり、主な減少要因は、前期決算に係る配当金の支払 721百
万円によるものです。 
以上の結果、自己資本比率は、82.5％となりました。 

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

部門区分及び業務区分

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日)

金額(百万円) 構成比(％) 前年同四半期比（％）

〔セキュリティ事業〕 〔10,484〕 〔98.8〕 〔△ 1.6〕

 セントラライズドシステム部門 7,210 68.0 △ 1.5

 常駐システム部門 2,061 19.4 △ 5.3

 現金護送システム部門 476 4.5 7.0

 安全商品売上部門 736 6.9 2.8

〔その他の事業〕 〔123〕 〔1.2〕 〔△ 48.8〕

合計 10,608 100.0 △ 2.7

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

前連結会計年度末
当第２四半期
連結会計期間末

増減

総資産（百万円） 37,434 37,711 277

純資産（百万円） 31,131 31,580 449

自己資本比率（％） 81.9 82.5 ―

１株当たり純資産（円） 2,339.69 2,373.70 34.01
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[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、税金等調整前四半期純利益が増加したものの、預り金が減少し
たこと等により、前年同期に比べ 355百万円減少し 2,236百万円の資金増加となりました。主な資金増加
要因は、税金等調整前四半期純利益 2,088百万円、減価償却費 678百万円であり、主な資金減少要因は、
法人税等の支払額 731百万円です。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ 35百万円増加し 1,241百万円の資金減少とな

りました。主な資金減少要因は、短期貸付金の増加額 1,300百万円、有形固定資産の取得による支出 769
百万円であり、主な資金増加要因は、有形固定資産の売却による収入 550百万円です。 
財務活動によるキャッシュ・フローは 746百万円の資金減少となりました。主な要因は、配当金の支払

額 721百万円によるものです。 
以上の結果、当第２四半期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て 247百万円増

加し 8,195百万円となりました。また、前第２四半期末に比べて 355百万円増加しました。 

  

当第２四半期の連結業績は、依然として厳しい経済状況が続いておりますが、概ね予想の範囲内で推移
しました。 
したがいまして、通期の連結業績予想は、平成22年５月10日発表時の公表値から変更しておりません。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

前第２四半期
（百万円）

当第２四半期
（百万円）

増減
（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,592 2,236 △ 355

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,277 △ 1,241 35

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 680 △ 746 △ 66

現金及び現金同等物の増加額 634 247 △ 386

現金及び現金同等物の期首残高 7,206 7,947 741

現金及び現金同等物の期末残高 7,840 8,195 355

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

セコム上信越㈱（4342）平成23年3月期　第2四半期決算短信

― 3 ―



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(資産除去債務に関する会計基準の適用) 

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。 

これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ０百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は、21百万

円減少しております。 

  

  

  

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,331 10,373

現金護送業務用現金及び預金 840 884

受取手形及び売掛金 334 378

未収契約料 881 903

有価証券 199 212

たな卸資産 77 53

繰延税金資産 333 353

短期貸付金 11,400 10,100

その他 387 392

貸倒引当金 △15 △16

流動資産合計 24,771 23,635

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,504 4,627

減価償却累計額 △2,571 △2,609

建物及び構築物（純額） 1,932 2,018

機械装置及び運搬具 204 201

減価償却累計額 △161 △160

機械装置及び運搬具（純額） 43 41

警報機器及び設備 14,154 14,116

減価償却累計額 △11,166 △11,156

警報機器及び設備（純額） 2,987 2,959

工具、器具及び備品 348 343

減価償却累計額 △245 △235

工具、器具及び備品（純額） 103 108

土地 3,294 3,806

建設仮勘定 51 54

有形固定資産合計 8,413 8,988

無形固定資産

ソフトウエア 14 16

その他 5 5

無形固定資産合計 19 21

投資その他の資産

投資有価証券 2,445 2,536

長期前払費用 560 581

前払年金費用 613 583

繰延税金資産 551 762

保険積立金 226 214

その他 135 136

貸倒引当金 △25 △25

投資その他の資産合計 4,507 4,788

固定資産合計 12,940 13,798

資産合計 37,711 37,434
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 106 112

1年内返済予定の長期借入金 22 24

未払金 540 575

設備関係未払金 150 164

未払法人税等 623 773

未払消費税等 119 138

未払費用 73 91

預り金 1,098 1,150

前受契約料 1,392 1,307

賞与引当金 587 539

その他 23 16

流動負債合計 4,738 4,893

固定負債

長期借入金 79 90

長期未払金 2 2

長期預り保証金 1,073 1,073

退職給付引当金 190 204

役員退職慰労引当金 24 24

その他 21 14

固定負債合計 1,392 1,409

負債合計 6,131 6,303

純資産の部

株主資本

資本金 3,530 3,530

資本剰余金 3,401 3,401

利益剰余金 24,336 23,840

株主資本合計 31,267 30,771

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △149 △99

評価・換算差額等合計 △149 △99

少数株主持分 462 458

純資産合計 31,580 31,131

負債純資産合計 37,711 37,434
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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：百万円)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 10,899 10,608

売上原価 6,564 6,293

売上総利益 4,335 4,315

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 34 35

役員報酬 74 68

従業員給料及び手当 928 903

従業員賞与 66 64

賞与引当金繰入額 160 155

退職給付費用 58 50

役員退職慰労引当金繰入額 0 0

法定福利費 153 155

賃借料 133 118

減価償却費 40 41

貸倒引当金繰入額 5 0

業務提携契約料 163 163

業務委託費 106 106

その他 336 318

販売費及び一般管理費合計 2,263 2,182

営業利益 2,071 2,132

営業外収益

受取利息 42 40

受取配当金 10 10

受取賃貸料 12 12

その他 18 19

営業外収益合計 84 83

営業外費用

支払利息 5 6

固定資産除売却損 19 20

長期前払費用一時償却額 15 14

その他 9 10

営業外費用合計 49 50

経常利益 2,107 2,165

特別損失

固定資産除売却損 7 40

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 20

過年度損益修正損 － 14

減損損失 72 －

出資先整理損 19 －

投資有価証券評価損 0 －

その他 6 1

特別損失合計 107 76
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(単位：百万円)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

税金等調整前四半期純利益 1,999 2,088

法人税、住民税及び事業税 609 593

法人税等調整額 219 265

法人税等合計 828 859

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,229

少数株主利益 12 12

四半期純利益 1,157 1,216
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 1,999 2,088

減価償却費 719 678

減損損失 72 －

長期前払費用償却額 113 109

長期前払費用一時償却額 15 14

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8 △1

受取利息及び受取配当金 △53 △51

支払利息 5 6

固定資産除売却損益（△は益） 26 60

受取手形及び売掛債権の増減額（△は増加） △22 125

たな卸資産の増減額（△は増加） 1 △24

仕入債務の増減額（△は減少） △41 △5

投資有価証券評価損益（△は益） 0 －

退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 △23 △43

賞与引当金の増減額（△は減少） 63 47

前受契約料の増減額（△は減少） 65 85

未払消費税等の増減額（△は減少） 6 △18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8 0

預り金の増減額（△は減少） 280 △51

未払金の増減額（△は減少） 16 △35

長期前払費用の取得による支出 △133 △110

現金護送業務用現金及び預金の増減額（△は減
少）

△159 44

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 20

その他 11 △18

小計 2,964 2,921

利息及び配当金の受取額 55 53

利息の支払額 △5 △6

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △422 △731

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,592 2,236

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入 1,434 22

有形固定資産の取得による支出 △701 △769

有形固定資産の売却による収入 16 550

投資有価証券の取得による支出 △3 △3

投資有価証券の売却及び償還による収入 0 －

短期貸付金の増減額（△は増加） △2,300 △1,300

長期貸付けによる支出 △2 －

無形固定資産の取得による支出 △7 △1

定期預金の増減額（△は増加） 256 289

その他 29 △31

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,277 △1,241
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(単位：百万円)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △14 △12

配当金の支払額 △655 △721

少数株主への配当金の支払額 △10 △8

その他 △0 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △680 △746

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 634 247

現金及び現金同等物の期首残高 7,206 7,947

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,840 8,195
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該当事項はありません。 

  

[事業の種類別セグメント情報] 

前第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） 

全セグメントの売上高の合計、営業利益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。 

  

[所在地別セグメント情報] 

前第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） 

本国以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

[海外売上高] 

前第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） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

[セグメント情報] 

(追加情報) 

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、
経営資源の配分の決定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、「セキュリティ事業」及び「その他の事業」（メディカル事業、一般電気工事・建築事業）ご

とに、グループ戦略を立案・決定し、経営資源の配分及び業績の評価を行っております。 
なお、「その他の事業」のセグメントの売上高、利益または損失の金額及び資産の額がいずれも事業セ

グメントの合計額の10％未満でありますので、報告セグメントは「セキュリティ事業」１つであります。
報告セグメントである「セキュリティ事業」では、事業所向け及び家庭向けのセントラライズドシステ

ム（オンライン・セキュリティシステム）を中心に、お客様が安全で安心できる総合的なセキュリティサ
ービスを提供しております。 

  

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２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

報告セグメントが１つであり、開示情報としての重要性が乏しいため記載を省略しております。 

  

３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項) 

報告セグメントが１つであり、開示情報としての重要性が乏しいため記載を省略しております。 

  

４  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 

報告セグメントが１つであり、開示情報としての重要性が乏しいため記載を省略しております。 

  

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

(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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