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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12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3月期第3四半期 15,914 △1.5 3,159 3.4 3,206 3.3 1,635 △4.2
22年3月期第3四半期 16,162 △2.4 3,054 4.8 3,103 9.6 1,706 7.5

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3四半期 124.74 ―
22年3月期第3四半期 130.19 ―

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3四半期 38,533 32,337 82.1 2,413.40
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3四半期  31,638百万円 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3Q 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3Q  ―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3Q 13,109,501株 22年3月期3Q 13,109,501株
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当第３四半期連結累計期間（当第３四半期）におけるわが国の経済は、一部において景況感に回復の兆
しが見られるものの、依然として厳しい雇用環境や円高の継続などにより、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、積極的な営業活動により売上の拡大を図るとともに、コストダウンの推進や業務の効率化
を進めることにより、業績向上に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 98百万円（0.6％）減収の 
15,741百万円となりました。 
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 149百万円（46.4％）の減

収となりました。 
これらの結果、当第３四半期の売上高は前年同期比 247百万円(1.5％)減少し 15,914百万円となりまし

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 104百
万円(3.4％)増益の 3,159百万円となりました。経常利益は前年同期比 103百万円(3.3％)増益の 3,206百
万円となりました。一方、当第３四半期に特別損失で投資有価証券評価損 196百万円等を計上したため、
四半期純利益は前年同期比 71百万円(4.2％)減益の 1,635百万円となりました。 

  

[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 1,098百万円(2.9％)増加し 38,533百万円となりました。主な増
加要因は、短期貸付金 1,106百万円、現金及び預金 1,076百万円であり、主な減少要因は、土地 493百万
円と短期繰延税金資産 244百万円です。 
負債は、前連結会計年度末に比べて 107百万円(1.7％)減少し 6,195百万円となりました。主な減少要

因は、法人税等の支払による未払法人税等 563百万円及び賞与引当金 407百万円であり、主な増加要因
は、預り金 712百万円です。 
純資産は、前連結会計年度末に比べて 1,206百万円(3.9％)増加し 32,337百万円となりました。主な増

加要因は、当第３四半期純利益 1,635百万円であり、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、82.1％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３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日)

金額(百万円) 構成比(％) 前年同四半期比（％）

〔セキュリティ事業〕 〔15,741〕 〔98.9〕 〔△ 0.6〕

 セントラライズドシステム部門 10,819 68.0 △ 1.3

 常駐システム部門 3,081 19.3 △ 4.2

 現金護送システム部門 716 4.5 6.5

 安全商品売上部門 1,125 7.1 13.6

〔その他の事業〕 〔172〕 〔1.1〕 〔△ 46.4〕

合計 15,914 100.0 △ 1.5

(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３四半期
連結会計期間末

増減

総資産（百万円） 37,434 38,533 1,098

純資産（百万円） 31,131 32,337 1,206

自己資本比率（％） 81.9 82.1 ―

１株当たり純資産（円） 2,339.69 2,413.40 73.71

セコム上信越㈱(4342)平成23年3月期　第3四半期決算短信

－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、法人税等の支払いが増加したこと等により、前年同期に比べ 
372百万円減少し 3,408百万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 2,918百万円、減価償却費 1,063百万円、預り金 711百万円であり、主な資金減少要因は、法人税等の
支払額 1,380百万円です。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ 876百万円増加し 1,420百万円の資金減少とな

りました。主な資金減少要因は、有形固定資産の取得による支出 1,164百万円、短期貸付金の増加額 
1,100百万円であり、主な資金増加要因は、有形固定資産の売却による収入 562百万円です。 
財務活動によるキャッシュ・フローは 756百万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３四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 1,231百万円

増加し 9,179百万円となりました。また、前第３四半期末に比べて 1,177百万円増加しました。 

  

当第３四半期の連結業績は、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３四半期
（百万円）

当第３四半期
（百万円）

増減
（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,781 3,408 △ 372

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,296 △ 1,420 876

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 688 △ 756 △ 67

現金及び現金同等物の増加額 795 1,231 436

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 8,001 9,179 1,177

(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。 

  

(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１百万円減少し、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。 

  

(企業結合に関する会計基準等の適用) 

当第３四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12

月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「『研究

開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会

計基準第16号 平成20年12月26日公表分）、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用

指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

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３四半期連結会計期間末
(平成22年12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３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,449 10,373

現金護送業務用現金及び預金 912 884

受取手形及び売掛金 278 378

未収契約料 899 903

有価証券 190 212

たな卸資産 60 53

繰延税金資産 108 353

短期貸付金 11,206 10,100

その他 424 392

貸倒引当金 △24 △16

流動資産合計 25,506 23,635

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,573 4,627

減価償却累計額 △2,654 △2,609

建物及び構築物（純額） 1,919 2,018

機械装置及び運搬具 217 201

減価償却累計額 △169 △160

機械装置及び運搬具（純額） 48 41

警報機器及び設備 14,315 14,116

減価償却累計額 △11,327 △11,156

警報機器及び設備（純額） 2,987 2,959

工具、器具及び備品 364 343

減価償却累計額 △260 △235

工具、器具及び備品（純額） 103 108

土地 3,312 3,806

建設仮勘定 29 54

有形固定資産合計 8,400 8,988

無形固定資産

のれん 93 －

ソフトウエア 13 16

その他 4 5

無形固定資産合計 111 21

投資その他の資産

投資有価証券 2,422 2,536

長期前払費用 566 581

前払年金費用 628 583

繰延税金資産 552 762

保険積立金 234 214

その他 136 136

貸倒引当金 △26 △25

投資その他の資産合計 4,514 4,788

固定資産合計 13,027 13,798

資産合計 38,533 37,434
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12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３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 77 112

1年内返済予定の長期借入金 26 24

未払金 726 575

設備関係未払金 132 164

未払法人税等 210 773

未払消費税等 116 138

未払費用 76 91

預り金 1,862 1,150

前受契約料 1,361 1,307

賞与引当金 131 539

その他 29 16

流動負債合計 4,752 4,893

固定負債

長期借入金 83 90

長期未払金 2 2

長期預り保証金 1,072 1,073

退職給付引当金 195 204

役員退職慰労引当金 25 24

その他 64 14

固定負債合計 1,443 1,409

負債合計 6,195 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 24,754 23,840

株主資本合計 31,685 30,771

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △47 △99

評価・換算差額等合計 △47 △99

少数株主持分 699 458

純資産合計 32,337 31,131

負債純資産合計 38,533 37,434
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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：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 16,162 15,914

売上原価 9,736 9,489

売上総利益 6,426 6,425

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 44 50

役員報酬 108 100

従業員給料及び手当 1,393 1,355

従業員賞与 305 298

賞与引当金繰入額 36 35

退職給付費用 83 73

役員退職慰労引当金繰入額 1 1

法定福利費 233 237

賃借料 207 175

減価償却費 60 62

貸倒引当金繰入額 3 3

業務提携契約料 245 244

業務委託費 158 157

その他 487 470

販売費及び一般管理費合計 3,372 3,266

営業利益 3,054 3,159

営業外収益

受取利息 61 59

受取配当金 16 16

受取賃貸料 19 17

その他 26 29

営業外収益合計 123 121

営業外費用

支払利息 7 8

固定資産除売却損 27 33

長期前払費用一時償却額 26 19

その他 12 11

営業外費用合計 74 73

経常利益 3,103 3,206

特別損失

投資有価証券評価損 1 196

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

子会社株式売却損 － 16

過年度損益修正損 － 14

減損損失 72 －

出資先整理損 16 －

その他 6 1

特別損失合計 105 288
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

税金等調整前四半期純利益 2,998 2,918

法人税、住民税及び事業税 795 838

法人税等調整額 478 419

法人税等合計 1,274 1,257

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,660

少数株主利益 17 25

四半期純利益 1,706 1,635
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12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 2,998 2,918

減価償却費 1,121 1,063

減損損失 72 －

長期前払費用償却額 172 169

長期前払費用一時償却額 26 19

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 0

受取利息及び受取配当金 △78 △75

支払利息 7 8

固定資産除売却損益（△は益） 34 70

受取手形及び売掛債権の増減額（△は増加） 200 111

たな卸資産の増減額（△は増加） △24 △4

仕入債務の増減額（△は減少） △87 △35

投資有価証券評価損益（△は益） 1 196

子会社株式売却損益（△は益） － 16

退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 △41 △57

賞与引当金の増減額（△は減少） △408 △407

前受契約料の増減額（△は減少） 53 54

未払消費税等の増減額（△は減少） 8 △22

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7 1

預り金の増減額（△は減少） 901 711

未払金の増減額（△は減少） 146 148

長期前払費用の取得による支出 △180 △179

現金護送業務用現金及び預金の増減額（△は増
加）

△270 △27

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 20

その他 70 22

小計 4,715 4,720

利息及び配当金の受取額 79 77

利息の支払額 △7 △9

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,005 △1,380

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,781 3,408

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 1,450 32

有形固定資産の取得による支出 △1,045 △1,164

有形固定資産の売却による収入 68 562

投資有価証券の取得による支出 △5 △4

投資有価証券の売却及び償還による収入 0 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △74

子会社株式の売却による収入 － 207

短期貸付金の増減額（△は増加） △3,000 △1,100

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 △8 △1

定期預金の増減額（△は増加） 228 155

その他 17 △33

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,296 △1,420
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31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 △21 △18

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 △2 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △688 △756

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 795 1,231

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 8,001 9,179

セコム上信越㈱(4342)平成23年3月期　第3四半期決算短信

－10－



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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31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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