
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

         

 

         

           

       

  
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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１．平成24年３月期の連結業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年３月期 21,824 2.3 4,125 △1.7 4,190 △2.6 2,340 △0.5
23年３月期 21,326 △2.2 4,195 0.8 4,301 1.9 2,353 0.3

(注) 包括利益 24年３月期 2,420百万円( 1.2％) 23年３月期 2,392百万円( 0.8％)

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産 
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年３月期 178.56 ― 7.1 10.4 18.9
23年３月期 179.50 ― 7.5 11.2 19.7

(参考) 持分法投資損益 24年３月期 ―百万円 23年３月期 ―百万円

（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

24年３月期 41,144 34,663 82.6 2,591.77
23年３月期 39,330 32,972 82.2 2,465.08

(参考) 自己資本 24年３月期 33,976百万円 23年３月期 32,315百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による 

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年３月期 3,901 △2,139 △776 9,719
23年３月期 4,536 △2,945 △805 8,734

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)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 百万円 ％ ％

23年３月期 ― 0.00 ― 55.00 55.00 721 30.6 2.3
24年３月期 ― 0.00 ― 55.00 55.00 721 30.8 2.2

25年３月期(予想) ― 0.00 ― 55.00 55.00 28.8

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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) 11,000 2.9 2,140 4.7 2,170 4.6 1,280 8.3 97.64
通 期 22,200 1.7 4,210 2.1 4,270 1.9 2,500 6.8 190.70



  

 

       

       

       

 

   

       

（２）個別財政状態 

 

         

    
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

   

   

 

   

 

※ 注記事項

（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

  新規 ―社 ( ) 、除外 ―社 ( )

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（３）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) 24年３月期 13,109,501株 23年３月期 13,109,501株

② 期末自己株式数 24年３月期 22株 23年３月期 12株

③ 期中平均株式数 24年３月期 13,109,482株 23年３月期 13,109,499株

(参考) 個別業績の概要
１．平成24年３月期の個別業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年３月期 19,554 2.1 3,764 △1.4 3,890 △1.3 2,193 △6.4
23年３月期 19,158 0.0 3,816 2.2 3,940 2.9 2,342 6.7

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

24年３月期 167.31 ―
23年３月期 178.69 ―

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

24年３月期 38,409 32,319 84.1 2,465.34
23年３月期 36,866 30,806 83.6 2,349.91

(参考) 自己資本 24年３月期 32,319百万円 23年３月期 30,806百万円

２．平成25年３月期の個別業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

売上高 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 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 9,850 3.0 2,060 4.9 1,270 10.0 96.88
通 期 19,810 1.3 3,960 1.8 2,420 10.3 184.60

※ 監査手続の実施状況に関する表示
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品

取引法に基づく財務諸表の監査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、添付資料3ページ「1.(1)経営成績に関
する分析」をご覧ください。
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当連結会計年度におけるわが国の経済は、東日本大震災の復旧が進んだことにより、緩やかに回復
がみられましたが、円高の進行や海外経済の減速等による企業収益の悪化の懸念もあり、景気の先行
きは不透明な状況で推移しました。 
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。 

 
  

売上高は、21,824百万円と前連結会計年度に比べ 497百万円(前期比 2.3％増)の増収となりました
が、営業利益は、オンライン・セキュリティシステムの契約件数増加に伴い、減価償却費等の機器費
用が増加したこと等により、4,125百万円と前連結会計年度に比べ 70百万円(前期比 1.7％減)の減益
となり、経常利益は、4,190百万円と前連結会計年度に比べ 111百万円(前期比 2.6％減)の減益とな
りました。 
また、当連結会計年度の特別損失で投資有価証券評価損 51百万円を計上したものの、前連結会計

年度は投資有価証券評価損、固定資産除売却損等 146百万円の特別損失を計上したため、当期純利益
は、2,340百万円と前連結会計年度に比べ 12百万円(前期比 0.5％減)の減益にとどまりました。 

  

 
  

既存のお客様への訪問活動を強化し、お客様満足度の向上を図るとともに、事業所向けでは、画像
認識技術を活用した画像センサーを使用している「セコムＡＸ」、幅広いセキュリティニーズへの対
応が可能な汎用性の高い「セコムＤＸ」を中心に契約増加に努めました。 
一方、家庭向けでは防犯・防災に暮らしの便利機能を追加した家庭向けセキュリティシステム「Ｇ

－カスタム」の契約増加に努めたほか、「セコム・ホームセキュリティ」のご契約先を対象にした暮
らしのお困りごとや住まいのトラブルをサポートするサービス「セコム・ホームサービス」の提供体
制を強化するなど、より一層のサービス向上に努めました。 
その結果、オンライン・セキュリティシステムの契約件数が順調に増加し、工事売上も増加したこ

と等により、同部門の売上高は 14,665百万円と前連結会計年度に比べ 200百万円(前期比 1.4％増)
の増収となりました。 

契約件数の減少により、同部門の売上高は 4,062百万円と前連結会計年度に比べ 25百万円(前期比 
0.6％減)の減収となりました。 

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

①当連結会計年度の状況

【損益実績】 (単位：百万円、％)

区  分 前連結会計年度 売上比 当連結会計年度 売上比 増減 前期比

売上高 21,326 100.0 21,824 100.0 497 2.3

営業利益 4,195 19.7 4,125 18.9 △ 70 △ 1.7

経常利益 4,301 20.2 4,190 19.2 △ 111 △ 2.6

当期純利益 2,353 11.0 2,340 10.7 △ 12 △ 0.5

【セグメント別売上高】 (単位：百万円、％)

セグメントの名称 金 額 構成比 前期比

（セキュリティ事業） (21,577) (98.9) (2.3)

 セントラライズドシステム部門 14,665 67.2 1.4

 常駐システム部門 4,062 18.6 △ 0.6

 現金護送システム部門 992 4.6 3.3

 安全商品売上部門 1,856 8.5 17.7

（その他の事業） (246) (1.1) (4.8)

合 計 21,824 100.0 2.3

〈セキュリティ事業〉

セントラライズドシステム部門

常駐システム部門
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契約件数の増加により、同部門の売上高は 992百万円と前連結会計年度に比べ 31百万円(前期比 
3.3％増)の増収となりました。 

ホームセキュリティ機器や出入管理システム及び高機能監視カメラシステムが堅調に推移したこと
により、同部門の売上高は 1,856百万円と前連結会計年度に比べ 279百万円(前期比 17.7％増)の増
収となりました。 
  
これらの結果、セキュリティ事業の売上高は 21,577百万円と前連結会計年度に比べ 486百万円(前

期比 2.3％増)の増収となりました。なお、全売上高に占める当事業の売上高比率は 98.9％(前連結
会計年度 98.9％)となっております。 

  

その他の事業の売上高は、一般電気工事・建築事業部門が増収となったこと等により、前連結会計
年度に比べ 11百万円(前期比 4.8％増)増収の 246百万円となりました。 

  

 
  
今後の経済見通しにつきましては、復興需要の顕在化が期待され緩やかな回復基調が続くものと予

想されますが、海外経済の減速懸念など先行き不透明な状況で推移するものと思われます。 
このような状況下において、当社グループは市場の完全制覇を目指し、高品質なサービスの提供に

努めるとともに、引き続き連携を強化し経営の効率化を推進することにより、より強固な企業体質の
実現と確実かつ力強い成長軌道の実現に向け邁進してまいります。 
なお、次期の業績予想につきましては、売上高は1.7％増加の 22,200百万円、営業利益は2.1％増

加の 4,210百万円、経常利益は1.9％増加の 4,270百万円、当期純利益は6.8％増加の 2,500百万円を
予想しております。 

  

※業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、今後
様々な要因により実際の業績が記載の予想数値と異なる場合があります。 

  

  

現金護送システム部門

安全商品売上部門

〈その他の事業〉

②次期の見通し

(単位：百万円、％)

区 分 当期実績 次期見通し 増減額 増減率

売上高 21,824 22,200 375 1.7

営業利益 4,125 4,210 84 2.1

経常利益 4,190 4,270 79 1.9

当期純利益 2,340 2,500 159 6.8
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当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 1,814百万円(4.6％)増加し 41,144百万
円となりました。 
 流動資産は、前連結会計年度末に比べ 2,002百万円(7.6％)増加し 28,455百万円となりました。
現金及び預金が 979百万円、短期貸付金が 800百万円それぞれ増加したこと等によるものです。 
固定資産は、前連結会計年度末に比べ 187百万円(1.5％)減少し 12,689百万円となりました。保

険積立金が 217百万円減少したこと等によるものです。 

当連結会計年度末の負債総額は、前連結会計年度末に比べ 123百万円(1.9％)増加し 6,481百万
円となりました。未払法人税等が 158百万円、未払金が 93百万円それぞれ増加し、預り金が 113
百万円減少したこと等によるものです。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ 1,690百万円(5.1％)増加し 34,663百万円となり、自己資本
比率は82.6％、１株当たり純資産額は 2,591円77銭となりました。 

  

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。 

 
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて 

984百万円増加し 9,719百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度に比べ 635百万円(14.0％)減少し 3,901百
万円の資金増加となりました。受取手形及び売掛債権の減少が増加に転じたこと等によるもので
す。 
主な資金増加要因は、税金等調整前当期純利益 4,144百万円、減価償却費 1,552百万円であり、

主な資金減少要因は、法人税等の支払額 1,541百万円です。 

投資活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度に比べ 805百万円(27.4％)増加し 2,139百
万円の資金減少となりました。短期貸付金の増加額の減少と有形固定資産の売却による収入の減少
等によるものです。 
主な資金増加要因は、保険積立金の解約による収入 230百万円であり、主な資金減少要因は、有

形固定資産の取得による支出 1,625百万円、短期貸付金の増加額 800百万円です。 

財務活動によるキャッシュ・フローは 776百万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。 

  

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

前連結会計年度末 当連結会計年度末 増減

総資産（百万円） 39,330 41,144 1,814

純資産（百万円） 32,972 34,663 1,690

自己資本比率（％） 82.2 82.6 ―

１株当たり純資産（円） 2,465.08 2,591.77 126.69

(イ) 資産

(ロ) 負債

(ハ) 純資産

②キャッシュ・フローの状況

(単位：百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度 増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,536 3,901 △ 635

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,945 △ 2,139 805

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 805 △ 776 28

現金及び現金同等物の増加額 786 984 198

現金及び現金同等物の期首残高 7,947 8,734 786

現金及び現金同等物の期末残高 8,734 9,719 984

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率 ： （純資産－少数株主持分）／ 総資産 
時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総数 ／ 総資産 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債 ／ キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ ： キャッシュ・フロー／利払い 
(注) １．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 
３．キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。 
４．有利子負債は連結貸借対照表の計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

当社は、安定した経営基盤の確立を目指すとともに、株主の皆様への利益還元を経営の 重要課題の
一つとして位置づけ、安定的かつ継続的に利益配分することを基本方針としております。 
当期につきましては、期末時点の株主様に対して当初の予定通り、１株につき55円の期末(年間)配当

を行わせていただく予定であります。これにより連結配当性向は30.8％となります。 
内部留保金の使途につきましては、新規契約先の増加に対応するための警報機器及び設備への投資や

戦略的事業への投資等に活用し、企業体質の強化及び事業の拡大に努めてまいります。 
次期の配当につきましては、１株につき55円を予定しております。 
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、当社の剰余金の配当は、期

末配当の年１回を基本としております。 

  

平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率 79.6 82.1 81.9 82.2 82.6

時価ベースの自己資本比率 88.9 56.6 67.5 83.3 74.7

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

438.0 288.1 449.4 380.3 330.9

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社の企業グループは、当社、子会社４社（セコムジャスティック上信越株式会社、セコムテクノ上信越

株式会社、セコム佐渡株式会社、日本セキュリティシステム株式会社）及び親会社（セコム株式会社）で構

成されております。当社の親会社であるセコム株式会社を中心としたセコムグループは、“あらゆる不安の

ない社会”を実現するため「社会システム産業」の構築という方針に基づき事業展開をしております。 

当社グループは、新潟県・群馬県・長野県を営業地域として警備請負サービスを中心に安全商品・シス

テムの販売並びに施工というセキュリティ事業を主たる内容とし、事業活動を展開しております。 

 事業の内容は、その他の事業を含め以下のとおりです。 

 

高度な訓練を受けた安全のプロフェッショナルが、人間の判断力や応用力を 大限に生かして行うセ

キュリティサービスであります。ビルや工場、金融機関、公共施設、病院など、さまざまなご契約施設

に対して出入管理、設備の監視などの安全管理を行っております。また、イベント会場などでの安全管

理も行っております。 

現金や有価証券、貴重品などを特殊車両と安全のプロフェッショナルにより、安全・確実に輸送する

セキュリティサービスであります。金融機関などのＣＤ／ＡＴＭ機への現金補填などの資金管理業務、

小売店などからの売上金回収業務などを行っております。 

高機能監視カメラシステムや指紋やＩＣカードを用いた出入管理システムなど、安全のプロの視点で

開発された防犯性、信頼性の高い「安全商品」を販売しております。これらの「安全商品」をオンライ

ン・セキュリティシステムなどと連動することにより、より高品質かつ高機能なサービスを提供してお

ります。 

新潟市内で在宅介護関連のサービスを提供しております。 

一般電気工事、改装などの建築工事を行っております。 

  

２．企業集団の状況

(1) 事業の内容

《セキュリティ事業》

①セントラライズドシステム部門

事務所や工場、学校や金融機関などの事業所を対

象とした“企業向けオンライン・セキュリティシス

テム”や一般家庭を対象とした家庭用安全システム

“セコム・ホームセキュリティ”などの機械警備を

中心とした部門であります。

セントラライズドシステムでは、ご契約先に設置

したセンサーなどの警報機器により24時間365日集

中監視を行っております。ご契約先からの異常信号

を受信した際には、コントロールセンターの管制員

が状況を判断、緊急対処員をご契約先に急行させる

とともに、必要に応じて警察・消防・ガス会社など

に通報するシステムになっております。

 

②常駐システム部門

③現金護送システム部門

④安全商品売上部門

《その他の事業》

①メディカル事業部門

②一般電気工事・建築事業部門
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当社グループの事業の系統は以下のとおりとなります。 

 

  

（平成24年３月31日現在） 

 
(注) １．親会社のセコム株式会社は、有価証券報告書を提出しております。 

２．議決権の所有又は被所有割合欄の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。 

３．特定子会社に該当しております。 

  

(2) 事業の系統

(3) 関係会社の状況

名称 住所
資本金又は
出資金 
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
又は被所有割合

関係内容
所有割合
(％)

被所有割合
(％)

(親会社)

セコム株式会社(注)１，２ 東京都渋谷区 66,377
セキュリティ
サービス事業

―
50.88
(0.38)

機器等の購入及び技術援助
役員の兼任等 
 取締役…３名 
 監査役…２名

(連結子会社)

セコムジャスティック 
上信越株式会社（注）３

新潟県新潟市 
中央区

40 同上 100.00 ―

業務委託及び業務指導、
商品の売却、不動産の賃貸 
役員の兼任等 
 取締役…４名 
 監査役…１名

セコムテクノ 
上信越株式会社（注）３

新潟県新潟市 
西区

30 同上 66.60 ―

工事発注及び業務委託
業務指導 
不動産の賃貸 
役員の兼任等 
 取締役…３名 
 監査役…１名

セコム佐渡株式会社 新潟県佐渡市 23 同上 54.47 ―

業務・技術指導 
役員の兼任等 
 取締役…４名 
 監査役…１名

日本セキュリティシステム
株式会社

長野県佐久市 22 同上 99.95 ―

業務・技術指導 
役員の兼任等 
 取締役…３名 
 監査役…１名
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当社グループは、1967年の創業以来、セコムグループ（当社の親会社を中心に構成される企業集団）

の一員として、また、新潟県・群馬県・長野県における警備業の先駆者として、お客様の「安全」「安

心」のニーズにお応えし、セキュリティサービスを中核としたさまざまなサービスを複合的・融合的に

提供することにより、「社会システム産業」の構築を目指しております。 

  

当社グループは「社会システム産業」の構築に向けて、当面の課題は増収増益基盤を確固たるものと

することであります。そのために、経営資源をセキュリティ事業に集中し、業容の拡大に努めるととも

に、コストの適正化を追求してまいります。 

  

現在の社会において、「安全」「安心」に対する需要は重要な位置を占めるとともに、要求されるサ

ービスの質や信頼性に対する期待はますます高まりつつあります。当社グループは、質の高いサービス

を提供することにより、お客様、社会の皆様そして株主の皆様から「信頼される会社」となり、それに

より社会全体に貢献できるものと考えております。 

そのためには、我々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。」を目標に、社員全員が「セコムの基本理念」を共有し、「セコムらしさ」を行動の規範とするこ

とが重要であると考えております。それにより、社員一人ひとりの士気を高揚させ、組織の一体感の醸

成と活性化を図ってまいります。また、セキュリティのプロ集団として、お客様に対する提案活動を強

化し、グループの総合力を活かした多様で高度な付加価値の高いサービスを提供し、お客様満足度を向

上させることで、社会の皆様や株主の皆様からも高い評価を得てまいりたいと考えております。 

  

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題
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４．連結財務諸表
（１）連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,092 12,071

現金護送業務用現金及び預金 ※1 867 ※1 822

受取手形及び売掛金 349 441

未収契約料 874 948

有価証券 182 172

たな卸資産 ※2 78 ※2 107

繰延税金資産 324 311

短期貸付金 12,400 13,200

その他 298 404

貸倒引当金 △13 △23

流動資産合計 26,453 28,455

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,518 4,523

減価償却累計額 △2,621 △2,712

建物及び構築物（純額） 1,897 1,810

機械装置及び運搬具 221 239

減価償却累計額 △171 △180

機械装置及び運搬具（純額） 50 59

警報機器及び設備 14,385 14,671

減価償却累計額 △11,441 △11,629

警報機器及び設備（純額） 2,943 3,042

工具、器具及び備品 368 379

減価償却累計額 △268 △288

工具、器具及び備品（純額） 99 90

土地 3,301 3,300

建設仮勘定 59 58

有形固定資産合計 8,351 8,362

無形固定資産

のれん 88 69

ソフトウエア 12 7

その他 4 3

無形固定資産合計 105 80

投資その他の資産

投資有価証券 2,394 2,421

長期前払費用 562 599

前払年金費用 645 708

繰延税金資産 478 390

保険積立金 228 10

その他 137 142

貸倒引当金 △26 △27

投資その他の資産合計 4,420 4,246

固定資産合計 12,876 12,689

資産合計 39,330 41,144
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 121 99

1年内返済予定の長期借入金 25 25

未払金 563 657

設備関係未払金 189 248

未払法人税等 850 1,008

未払消費税等 111 111

未払費用 104 89

預り金 1,122 1,008

前受契約料 1,324 1,330

賞与引当金 524 520

その他 20 20

流動負債合計 4,958 5,120

固定負債

長期借入金 74 48

長期未払金 2 8

長期預り保証金 1,071 1,066

退職給付引当金 192 189

役員退職慰労引当金 26 26

その他 33 20

固定負債合計 1,399 1,360

負債合計 6,357 6,481

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 25,472 27,092

自己株式 △0 △0

株主資本合計 32,403 34,023

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △87 △46

その他の包括利益累計額合計 △87 △46

少数株主持分 656 686

純資産合計 32,972 34,663

負債純資産合計 39,330 41,144
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

売上高 21,326 21,824

売上原価 12,764 13,301

売上総利益 8,562 8,522

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 64 70

役員報酬 134 123

従業員給料及び手当 1,819 1,825

従業員賞与 299 305

賞与引当金繰入額 141 143

退職給付費用 101 94

役員退職慰労引当金繰入額 2 4

法定福利費 316 326

賃借料 237 223

減価償却費 82 78

貸倒引当金繰入額 1 10

業務提携契約料 326 327

業務委託費 216 213

その他 622 650

販売費及び一般管理費合計 4,366 4,397

営業利益 4,195 4,125

営業外収益

受取利息 79 73

受取配当金 16 17

受取賃貸料 21 17

固定資産売却益 ※1 7 ※1 21

その他 82 31

営業外収益合計 207 162

営業外費用

支払利息 11 11

固定資産除売却損 ※2 44 ※2 38

長期前払費用一時償却額 27 26

その他 17 20

営業外費用合計 101 97

経常利益 4,301 4,190

特別利益

固定資産売却益 － 7

特別利益合計 － 7

特別損失

投資有価証券評価損 53 51

固定資産除売却損 ※3 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 －

その他 1 1

特別損失合計 146 53

税金等調整前当期純利益 4,154 4,144
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

法人税、住民税及び事業税 1,468 1,697

法人税等調整額 305 67

法人税等合計 1,774 1,764

少数株主損益調整前当期純利益 2,380 2,379

少数株主利益 27 38

当期純利益 2,353 2,340
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連結包括利益計算書
（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 2,380 2,379

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 11 41

その他の包括利益合計 11 ※ 41

包括利益 2,392 2,420

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 2,364 2,381

少数株主に係る包括利益 27 38

セコム上信越㈱(4342) 平成24年3月期 決算短信

－ 14 －



（３）連結株主資本等変動計算書
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 3,530 3,530

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,530 3,530

資本剰余金

当期首残高 3,401 3,401

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,401 3,401

利益剰余金

当期首残高 23,840 25,472

当期変動額

剰余金の配当 △721 △721

当期純利益 2,353 2,340

当期変動額合計 1,632 1,619

当期末残高 25,472 27,092

自己株式

当期首残高 － △0

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △0 △0

株主資本合計

当期首残高 30,771 32,403

当期変動額

剰余金の配当 △721 △721

当期純利益 2,353 2,340

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 1,632 1,619

当期末残高 32,403 34,023

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △99 △87

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

11 41

当期変動額合計 11 41

当期末残高 △87 △46

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △99 △87

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

11 41

当期変動額合計 11 41

当期末残高 △87 △46
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

少数株主持分

当期首残高 458 656

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 197 29

当期変動額合計 197 29

当期末残高 656 686

純資産合計

当期首残高 31,131 32,972

当期変動額

剰余金の配当 △721 △721

当期純利益 2,353 2,340

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 209 70

当期変動額合計 1,841 1,690

当期末残高 32,972 34,663
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 4,154 4,144

減価償却費 1,477 1,552

長期前払費用の取得による支出 △236 △291

長期前払費用償却額 227 235

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11 10

退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 △77 △66

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2 0

受取利息及び受取配当金 △95 △91

支払利息 11 11

投資有価証券評価損益（△は益） 53 51

子会社株式売却損益（△は益） 16 －

固定資産除売却損益（△は益） 76 9

長期前払費用一時償却額 27 26

現金護送業務用現金及び預金の増減額（△は増
加）

17 44

受取手形及び売掛債権の増減額（△は増加） 154 △284

たな卸資産の増減額（△は増加） △22 △29

仕入債務の増減額（△は減少） 8 △22

未払消費税等の増減額（△は減少） △28 0

前受契約料の増減額（△は減少） 16 6

預り金の増減額（△は減少） △28 △113

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 20 －

その他 66 165

小計 5,831 5,362

利息及び配当金の受取額 98 91

利息の支払額 △11 △11

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,381 △1,541

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,536 3,901

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） 67 5

有価証券の売却及び償還による収入 40 10

有形固定資産の取得による支出 △1,544 △1,625

有形固定資産の売却による収入 591 64

無形固定資産の取得による支出 △1 △0

投資有価証券の取得による支出 △6 △6

投資有価証券の売却及び償還による収入 101 1

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） △2,293 △800

保険積立金の解約による収入 － 230

その他 △32 △18

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,945 △2,139
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３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 △28 △25

配当金の支払額 △721 △721

少数株主への配当金の支払額 △8 △9

その他 △46 △21

財務活動によるキャッシュ・フロー △805 △776

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 786 984

現金及び現金同等物の期首残高 7,947 8,734

現金及び現金同等物の期末残高 8,734 9,719
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該当事項はありません。 

  

１ 連結の範囲に関する事項 

子会社４社はすべて連結しております。 

連結子会社名 

セコムジャスティック上信越㈱ 

セコムテクノ上信越㈱ 

セコム佐渡㈱ 

日本セキュリティシステム㈱ 

  

２ 持分法の適用に関する事項 

該当ありません。 

  

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

すべての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

  

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（利息法）によっております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

株式は連結決算日前１ヶ月の市場価格の平均価格、債券は連結決算日の市場価格等に基づく時価

法によっております（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定）。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法によっております。 

たな卸資産 

商品及び製品は主に移動平均法に基づく原価法(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)、原材料及び貯蔵品については、 終仕入原価法(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)によっております。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産(リース資産を除く) 

①警報機器及び設備 

定率法を採用しております。 

平均見積使用期間(５～８年)にわたり償却しております。 

②それ以外の有形固定資産 

定額法を採用しております。 

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

セコム上信越㈱(4342) 平成24年3月期 決算短信

－ 19 －



  
主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物 ８～50年 

なお、取得価額が100千円以上200千円未満の少額減価償却資産については、法人税法の規定に基

づく３年均等償却によっております。 

無形固定資産(リース資産を除く) 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採

用しております。 

リース資産 

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

該当ありません。 

なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

長期前払費用 

定額法を採用しております。 

なお、警備契約先における機器設置工事費のうち、その契約先からの受取額を超える部分は「長期

前払費用」として処理し、契約期間（５年）に基づく定額法によっております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

債権に対する貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。 

なお、会計基準変更時差異については、当社は15年間での均等額を費用処理し、子会社については

一括償却処理をしております。 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として13.3年)

による定額法により翌連結会計年度から費用処理することとしております。 

過去勤務債務は、発生連結会計年度より平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として13年)により

費用処理することとしております。 

役員退職慰労引当金 

当社及び一部の連結子会社は役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金規程に基づく連結

会計年度末要支給額を計上しております。 

(4) 重要な収益及び費用の計上基準 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準

(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりま

す。 

(5) のれんの償却方法及び償却期間 

５年間で均等償却しております。 
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(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

  

(連結損益計算書関係) 

前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「固定資産売却益」は、営業外

収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表

示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた

89百万円は、「固定資産売却益」7百万円、「その他」82百万円として組み替えております。 

  

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しており

ます。 

（７）表示方法の変更

（８）追加情報
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※１ 当社及び子会社１社は銀行等の金融機関が設置している現金自動受払機の現金補填業務等を行ってお

ります。現金護送業務用現金及び預金残高は、当該業務に関連した現金及び預金残高であり、当社グル

ープによる使用が制限されております。 

  

※２  たな卸資産の内訳 

 
  

 ３  偶発債務 

従業員の借入金について以下の通り債務保証を行っております。 

（９）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

商品及び製品 29百万円 65百万円

未成工事支出金 6  〃 5  〃

原材料及び貯蔵品 42  〃 36  〃

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

9百万円 15百万円
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※１ 固定資産売却益の内訳 
  

 
上記の固定資産売却益は、事業活動の中で経常的に発生するものであります。 

  

※２ 固定資産除売却損の内訳 

  

 
上記の固定資産除売却損は、事業活動の中で経常的に発生するものであります。 

  

※３ 固定資産除売却損の内訳 

  

 
  

当連結会計年度(自  平成23年４月１日 至  平成24年３月31日) 

※  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

 
  

  

  

  

  

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

警報機器及び設備 7百万円 21百万円

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

警報機器及び設備 43百万円 38百万円

その他 1  〃 0  〃

計 44百万円 38百万円

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

土地 27百万円 ―百万円

建物及び構築物 12  〃 ―  〃

工具、器具及び備品 0  〃 ―  〃

計 40百万円 ―百万円

(連結包括利益計算書関係)

その他有価証券評価差額金

 当期発生額 75百万円

 組替調整額 ― 〃

  税効果調整前 75百万円

  税効果額 △34 〃

  その他有価証券評価差額金 41百万円
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前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
(注) 単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。        

  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
(注) 単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。        

  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

次のとおり決議を予定しております。 

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 13,109,501 ― ― 13,109,501

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) ― 12 ― 12

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成22年6月23日 
定時株主総会

普通株式 721 55 平成22年3月31日 平成22年6月24日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年6月22日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 721 55 平成23年3月31日 平成23年6月23日

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 13,109,501 ― ― 13,109,501

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 12 10 ― 22

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年6月22日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 721 55 平成23年3月31日 平成23年6月23日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成24年6月22日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 721 55 平成24年3月31日 平成24年6月25日
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    現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 
  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

現金及び預金 11,092百万円 12,071百万円

有価証券勘定 182  〃 172  〃

定期預金(３ヶ月超) △2,529  〃 △2,524  〃

債券(償還期間３ヶ月超) △10  〃 ―  〃

現金及び現金同等物 8,734百万円 9,719百万円
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１．ファイナンス・リース取引 

(1)所有権移転ファイナンス・リース取引 

① リース資産の内容 

有形固定資産 

セキュリティ事業における車両(機械装置及び運搬具)であります。 

② リース資産の減価償却の方法 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計処理基準に関する事項 (2)重要な減価償却

資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。 

(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引 

該当ありません。 

  

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は、次の

通りであります。 

  

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 

前連結会計年度(平成23年３月31日) 
  

 
(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産期末残高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。 

当連結会計年度(平成24年３月31日) 
  

 
(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産期末残高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。 

② 未経過リース料期末残高相当額 

 
(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定しております。 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

 
④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

(リース取引関係)

工具器具備品 車両 合計

取得価額相当額 11百万円 6百万円 18百万円

減価償却累計額相当額 10 〃 5 〃 15 〃

期末残高相当額 1百万円 1百万円 2百万円

工具器具備品 車両 合計

取得価額相当額 ―百万円 3百万円 3百万円

減価償却累計額相当額 ― 〃 2 〃 2 〃

期末残高相当額 ―百万円 0百万円 0百万円

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

一年以内 1百万円 0百万円

一年超 0 〃 ― 〃

 計 2百万円 0百万円

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

支払リース料 7百万円 1百万円

減価償却費相当額 7 〃 1 〃
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２．オペレーティング・リース取引 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

一年以内 9百万円 9百万円

一年超 44 〃 34 〃

 計 54百万円 44百万円
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前連結会計年度(平成23年３月31日) 

１ 満期保有目的の債券 

  

 
  

２ その他有価証券 

  

 
  

３ 連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  該当事項はありません。 

  

４ 減損処理を行った有価証券 

  当連結会計年度において、有価証券について 53百万円(その他有価証券で時価のない株式 53百 

 万円)減損処理を行っております。 

  なお、当該株式の減損処理にあたっては、当該期末日の時価が取得原価に比べて30％以上下落し 

 た銘柄について、その適用対象としております。但し、当該期末日の時価が取得原価に比べて30％ 

 以上、50％未満の下落率の銘柄については、当該期末日より前１年間の各日の時価が継続して30％ 

 以上下落している銘柄について、減損処理を実施することとしております。 

  

当連結会計年度(平成24年３月31日) 

１ 満期保有目的の債券 

  

 
  

２ その他有価証券 

  

 
  

(有価証券関係)

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価

(百万円)
差額 

(百万円)

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えないもの

その他の債券 1,510 989 △520

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価(百万円) 差額(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 131 94 36

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 647 832 △184

合計 778 926 △147

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価

(百万円)
差額 

(百万円)

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えるもの

その他の債券 100 100 0

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えないもの

その他の債券 1,348 908 △440

合計 1,448 1,008 △439

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価
(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 148 104 44

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 711 828 △116

合計 860 932 △72
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３ 連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  該当事項はありません。 

  

４ 減損処理を行った有価証券 

  当連結会計年度において、有価証券について 51百万円(満期保有目的の債券 51百万円、その他 

 有価証券で時価のない株式 0百万円)減損処理を行っております。 

  なお、当該有価証券の減損処理にあたっては、当該期末日の時価が取得原価に比べて30％以上下 

 落した銘柄について、その適用対象としております。但し、当該期末日の時価が取得原価に比べ 

 て30％以上、50％未満の下落率の銘柄については、原則として当該期末日より前１年間の各日の時 

 価が継続して30％以上下落している銘柄について、減損処理を実施することとしております。 

  

前連結会計年度(平成23年３月31日) 

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

複合金融商品関連 

組込デリバティブの時価を区分しない複合金融商品は、複合金融商品全体を時価評価し、「注記事項

（有価証券関係）の満期保有目的の債券」に含めて記載しております。 

  

当連結会計年度(平成24年３月31日) 

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

複合金融商品関連 

組込デリバティブの時価を区分しない複合金融商品は、複合金融商品全体を時価評価し、「注記事項

（有価証券関係）の満期保有目的の債券」に含めて記載しております。 

(デリバティブ取引関係)
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１．採用している退職給付制度の概要 

(1) 当社及び連結子会社の退職給付制度 

当社及び連結子会社の従業員は、通常、退職時に退職一時金又は年金の受給資格を有しております。 

当社においては、退職金制度と確定拠出年金制度を採用しております。退職金制度の退職金算定方法

は、年収の一定率を毎年累積した額に10年国債応募者利回り３年平均の利息(経過措置あり)を付与するも

のであります。また、確定拠出年金制度は、平成15年４月に退職金制度の過去の積立分を含めた20％相当

を移行したものであり、年収の一定率を拠出しております。なお、退職金制度の累積額と確定拠出年金制

度への拠出額の割合は、平成17年4月に、退職金制度の一部について追加的に確定拠出年金制度に移行

し、当該割合を過去の積立分も含めて70％：30％に変更しております。 

なお、連結子会社でありますセコムジャスティック上信越株式会社は、平成23年４月１日付で、適格退

職年金制度から確定給付企業年金制度に移行しております。 

(2) 制度別の補足説明 

① 企業年金基金 

 
(注)連合設立型の基金であります。 

② 厚生年金基金 

 
(注)総合設立型の基金であります。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

  

 
  

(退職給付関係)

設定時期

セコム上信越㈱ 平成15年 (注)

セコムジャスティック上信越㈱ 平成23年

設定時期

セコムテクノ上信越㈱ 平成４年 (注)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

(1) 退職給付債務(百万円) △2,741 △2,897

(2) 年金資産(百万円) 2,859 3,031

(3) 未積立退職給付債務((1)＋(2))(百万円) 117 133

(4) 会計基準変更時差異の未処理額(百万円) 200 150

(5) 未認識数理計算上の差異(百万円) 641 620

(6) 未認識過去勤務債務(債務の減額)(百万円) △505 △385

(7) 連結貸借対照表上額純額((3)＋(4)＋(5)＋(6))(百万円) 453 519

(8) 前払年金費用(百万円) 645 708

(9) 退職給付引当金((7)－(8))(百万円) △192 △189
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３ 退職給付費用に関する事項 

  

 
(注)その他は確定拠出年金制度等の退職給付費用であります。 

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 

期間定額基準 

  

(2) 割引率 

  

 
  

(3) 期待運用収益率 

  

 
  

(4) 数理計算上の差異の処理年数 

主として13.3年(各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額

法により、翌連結会計年度から費用処理することとしております。) 

  

(5) 会計基準変更時差異の処理年数 

当社は15年での按分額を費用処理し、子会社は一括償却処理しております。 

  

(6) 過去勤務債務の額の処理年数 

主として13年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生連結

会計年度から費用処理することとしております。) 

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

(1) 勤務費用(百万円) 142 144

(2) 利息費用(百万円) 58 56

(3) 期待運用収益(百万円) △79 △83

(4) 会計基準変更時差異の費用処理額(百万円) 50 50

(5) 数理計算上の差異の費用処理額(百万円) 108 108

(6) 過去勤務債務の費用処理額(百万円) △119 △120

(7) 退職給付費用(百万円) 161 156

(8) その他(百万円) (注) 77 77

合計 238 233

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

主として2.1％ 主として1.8％

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

主として3.0％ 主として3.0％
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１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 
  

 
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 
  

(税効果会計関係)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

繰延税金資産(流動)

賞与引当金 213百万円 197百万円

未払事業税 25 〃 26 〃

未払社会保険料 27 〃 25 〃

その他 57 〃 60 〃

計 324百万円 311百万円

繰延税金資産(固定)

減損損失 197百万円 172百万円

貸倒引当金 9 〃 8 〃

役員退職慰労引当金 10 〃 9 〃

固定資産評価損 103 〃 90 〃

投資有価証券評価損 50 〃 61 〃

未実現利益消去に伴う税金資産 215 〃 219 〃

その他有価証券評価差額金 59 〃 25 〃

退職給付引当金 76 〃 66 〃

その他 57 〃 34 〃

小計 781 〃 687 〃

評価性引当額 △42 〃 △46 〃

計 739百万円 640百万円

繰延税金負債(固定)

前払年金費用 △260百万円 △250百万円

繰延税金資産(固定)の純額 478 〃 390 〃

繰延税金資産の合計 802百万円 701百万円

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

連結財務諸表提出会社の法定実効税率 40.4％ 40.4％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2〃 0.3〃

受取配当金等永久に益金に算入されない 
項目

△0.1〃 △0.1〃

住民税均等割 0.8〃 0.8〃

子会社株式売却損益の修正 1.3〃 ―〃

税率変更による期末繰延税金資産の減
額修正

―〃 1.3〃

その他 0.0〃 △0.3〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.7％ 42.6％
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３ 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改

正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必

要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が公布され、平成24年４月１日以降開始

する連結会計年度より法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金

負債の計算に使用される法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。

  平成24年４月１日から平成27年３月31日 37.7％ 

  平成27年４月１日以降 35.3％ 

この税率の変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債を控除した金額）が55百万円、その他有価

証券差額金が3百万円それぞれ減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が51百万円増加して

おります。 

  

重要性が乏しいため、注記は省略しております。 

  

重要性が乏しいため、注記は省略しております。 

(資産除去債務関係)

(賃貸等不動産関係)
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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、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

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 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成23年４

月１日 至 平成24年３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。 

  

４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表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) 

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成23年４

月１日 至 平成24年３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。 

  

  

(セグメント情報等)

(セグメント情報)
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前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

  

１．製品及びサービスごとの情報 

(単位：百万円)

 
  

２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(2) 有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載は

ありません。 

  

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

  

１．製品及びサービスごとの情報 

(単位：百万円)

 
  

２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(2) 有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載は

ありません。 

(関連情報)

セントラライズド 

システム部門
常駐システム部門

現金護送システム

部門
安全商品売上部門

メディカル事業 

部門

一般電気工事・ 

建築事業部門
合計

外部顧客 

への売上高
14,465 4,088 960 1,577 127 107 21,326

セントラライズド 

システム部門
常駐システム部門

現金護送システム

部門
安全商品売上部門

メディカル事業 

部門

一般電気工事・ 

建築事業部門
合計

外部顧客 

への売上高
14,665 4,062 992 1,856 108 138 21,824
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前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３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。 

  

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３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。 

  

前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

該当事項はありません。 

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

１ 関連当事者との取引 

（１） 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等 

  

 
(注) １ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

(1) 商品・機器の購入、業務委託料及び技術援助料については、市場動向を勘案して、協議の上決定してお

ります。 

(2) 土地賃借料については、近隣相場等を勘案して、協議の上決定しております。 

２ 上記金額のうち取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

  

(イ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の

子会社等 
  

 
(注) １ 取引内容について 

(1) 貸付は、当社の資金運用を目的にセコムグループ内金融の一環として実施しております。 

(2) 当社とコンピューター等のリース契約を行っております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1) 貸付金の取引条件は、セコムグループ内金融として、現在の預金金利動向等を勘案して、協議の上決定

しております。 

(2) コンピューター等のリース料につきましては、一般の取引条件と同様に決定しております。 

３ 上記取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。 

  

(関連当事者情報)

種類
会社等 

の名称又は
氏名

所在地
資本金 

又は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等の
所有 

(被所有)割合 
(％)

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

親会社 セコム㈱
東京都 
渋谷区

66,377
セキュリテ
ィサービス
事業

(被所有)
直接 50.50
間接 0.38

機器等の購入
業務委託及び 
技術援助 
役員の兼任 

商品の購入 858
支払手形 
及び買掛金

98

機器の購入 1,512
設備関係 
未払金

181

業務委託料
及び技術援
助料

568 未払金 92

土地賃借料 8 前払費用 4

三者契約分
の契約料未
収入金

3,411
その他 
(未収入金)

201

三者契約分
の契約料預
り金

1,402 預り金 139

種類
会社等 

の名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等の
所有 

(被所有)割合
(％)

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

親会社の
子会社

セコムク
レジット
㈱

東京都
渋谷区

400 リース業等 ―
資金の貸付及びコン

ピュータ等のリース

金銭の貸付 17,100
短期 
貸付金

12,300

受取利息 68 ― ―

リース料の
支払い

7 ― ―
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（２） 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

  連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子

会社等 
  

 
(注) １ 取引内容について 

  貸付は、当社の連結子会社 セコムテクノ上信越㈱の資金運用を目的にセコムグループ内金融の一環として

実施しております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  貸付金の取引条件は、セコムグループ内金融として、現在の預金金利動向等を勘案して、協議の上決定して

おります。 

３ 上記金額のうち取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。 

  

２ 親会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

セコム㈱ (東京証券取引所、大阪証券取引所に上場) 

  

当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

１ 関連当事者との取引 

（１） 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等 

  

 
(注) １ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

(1) 商品・機器の購入、業務委託料及び技術援助料については、市場動向を勘案して、協議の上決定してお

ります。 

(2) 土地賃借料については、近隣相場等を勘案して、協議の上決定しております。 

２ 上記金額のうち取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

  

種類
会社等 

の名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等の
所有 

(被所有)割合
(％)

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

同 一 の
親 会 社
を 持 つ
会社

セコムク
レジット
㈱

東京都
渋谷区

400 リース業等 ― 資金の貸付

金銭の貸付 100
短期 
貸付金

100

受取利息 0 ― ―

種類
会社等 

の名称又は
氏名

所在地
資本金 

又は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等の
所有 

(被所有)割合 
(％)

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

親会社 セコム㈱
東京都 
渋谷区

66,377
セキュリテ
ィサービス
事業

(被所有)
直接 50.50
間接 0.38

機器等の購入
業務委託及び 
技術援助 
役員の兼任 

商品の購入 1,086
支払手形 
及び買掛金

85

機器の購入 1,608
設備関係 
未払金

237

業務委託料
及び技術援
助料

528 未払金 105

土地賃借料 8 前払費用 6

三者契約分
の契約料未
収入金

3,824
その他 
(未収入金)

287

三者契約分
の契約料預
り金

1,524 預り金 117
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(イ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の

子会社等 
  

 
(注) １ 取引内容について 

(1) 貸付は、当社の資金運用を目的にセコムグループ内金融の一環として実施しております。 

(2) 当社とコンピューター等のリース契約を行っております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1) 貸付金の取引条件は、セコムグループ内金融として、現在の預金金利動向等を勘案して、協議の上決定

しております。 

(2) コンピューター等のリース料につきましては、一般の取引条件と同様に決定しております。 

３ 上記取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。 

  

（２） 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

  連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子

会社等 
  

 
(注) １ 取引内容について 

  貸付は、当社の連結子会社 セコムテクノ上信越㈱の資金運用を目的にセコムグループ内金融の一環として

実施しております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  貸付金の取引条件は、セコムグループ内金融として、現在の預金金利動向等を勘案して、協議の上決定して

おります。 

３ 上記金額のうち取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。 

  

２ 親会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

セコム㈱ (東京証券取引所、大阪証券取引所に上場) 

種類
会社等 

の名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等の
所有 

(被所有)割合
(％)

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

親会社の
子会社

セコムク
レジット
㈱

東京都
渋谷区

400 リース業等 ―
資金の貸付及びコン

ピュータ等のリース

金銭の貸付 19,400
短期 
貸付金

13,000

受取利息 68 ― ―

リース料の
支払い

2 ― ―

種類
会社等 

の名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等の
所有 

(被所有)割合
(％)

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

同 一 の
親 会 社
を 持 つ
会社

セコムク
レジット
㈱

東京都
渋谷区

400 リース業等 ― 資金の貸付

金銭の貸付 200
短期 
貸付金

200

受取利息 0 ― ―
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(注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
(注)  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度
平成23年３月31日

当連結会計年度
平成24年３月31日

(1) １株当たり純資産額 2,465円08銭 2,591円77銭

  (算定上の基礎)

純資産の部の合計額 (百万円) 32,972 34,663

純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) 656 686

（うち少数株主持分） (656) (686)

普通株式に係る期末の純資産額 (百万円) 32,315 33,976

1株当たりの純資産額の算定に用い
られた期末の普通株式の数

（千株） 13,109 13,109

項目
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

(2) １株当たり当期純利益金額 179円50銭 178円56銭

  (算定上の基礎)

当期純利益 (百万円) 2,353 2,340

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 2,353 2,340

普通株式の期中平均株式数 （千株） 13,109 13,109

(重要な後発事象)
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５．個別財務諸表
（１）貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,734 9,595

現金護送業務用現金及び預金 ※1 842 ※1 816

受取手形 4 15

未収契約料 644 688

売掛金 336 415

未収入金 ※2 225 ※2 311

有価証券 182 172

商品及び製品 28 65

原材料及び貯蔵品 33 30

前払費用 47 47

繰延税金資産 252 242

短期貸付金 12,337 13,000

その他 15 14

貸倒引当金 △11 △21

流動資産合計 23,673 25,392

固定資産

有形固定資産

建物 4,259 4,263

減価償却累計額 △2,484 △2,571

建物（純額） 1,774 1,691

車両運搬具 88 107

減価償却累計額 △53 △63

車両運搬具（純額） 35 43

警報機器及び設備 14,109 14,443

減価償却累計額 △11,205 △11,443

警報機器及び設備（純額） 2,903 2,999

警備器具 95 94

減価償却累計額 △91 △90

警備器具（純額） 4 4

工具、器具及び備品 329 336

減価償却累計額 △240 △256

工具、器具及び備品（純額） 89 80

土地 3,076 3,075

建設仮勘定 59 58

有形固定資産合計 7,943 7,953

無形固定資産

ソフトウエア 11 6

その他 4 3

無形固定資産合計 15 9
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 2,383 2,408

関係会社株式 534 486

長期貸付金 22 45

破産更生債権等 2 1

長期前払費用 1,050 1,118

前払年金費用 645 708

繰延税金資産 293 231

保険積立金 228 10

その他 98 94

貸倒引当金 △25 △52

投資その他の資産合計 5,233 5,054

固定資産合計 13,193 13,017

資産合計 36,866 38,409

負債の部

流動負債

買掛金 ※2 98 ※2 90

1年内返済予定の長期借入金 21 21

未払金 ※2 664 ※2 717

設備関係未払金 ※2 233 ※2 293

未払法人税等 768 889

未払消費税等 79 75

未払費用 49 33

預り金 ※2 1,066 ※2 944

前受契約料 1,310 1,297

賞与引当金 390 388

その他 20 20

流動負債合計 4,704 4,770

固定負債

長期借入金 68 47

長期未払金 2 1

長期預り保証金 1,063 1,058

退職給付引当金 177 169

役員退職慰労引当金 22 22

その他 21 20

固定負債合計 1,356 1,320

負債合計 6,060 6,090
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,530 3,530

資本剰余金

資本準備金 3,401 3,401

資本剰余金合計 3,401 3,401

利益剰余金

利益準備金 219 219

その他利益剰余金

別途積立金 16,941 16,941

繰越利益剰余金 6,802 8,274

利益剰余金合計 23,962 25,435

自己株式 △0 △0

株主資本合計 30,893 32,366

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △87 △46

評価・換算差額等合計 △87 △46

純資産合計 30,806 32,319

負債純資産合計 36,866 38,409
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（２）損益計算書
(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

売上高

契約関係収入 ※1 17,591 ※1 17,706

商品売上高 ※1 1,567 ※1 1,847

売上高合計 19,158 19,554

売上原価

契約関係収入原価 ※1 10,425 ※1 10,663

商品売上原価 ※1 1,208 ※1 1,424

売上原価合計 11,633 12,088

売上総利益 7,524 7,465

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 59 65

役員報酬 93 83

従業員給料及び手当 1,444 1,438

従業員賞与 259 263

賞与引当金繰入額 122 123

退職給付費用 93 86

役員退職慰労引当金繰入額 1 3

法定福利費 259 262

賃借料 195 184

減価償却費 73 69

貸倒引当金繰入額 1 10

業務提携契約料 ※1 326 ※1 327

業務委託費 ※1 208 ※1 204

その他 567 578

販売費及び一般管理費合計 3,707 3,701

営業利益 3,816 3,764

営業外収益

受取利息 76 73

受取配当金 ※1 83 ※1 74

受取賃貸料 ※1 45 ※1 38

その他 16 30

営業外収益合計 222 217

営業外費用

支払利息 11 10

固定資産除売却損 ※2 44 ※2 35

長期前払費用一時償却額 27 26

その他 14 18

営業外費用合計 98 91

経常利益 3,940 3,890

特別利益

固定資産売却益 － 7

子会社株式売却益 121 －

特別利益合計 121 7
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

特別損失

投資有価証券評価損 53 51

関係会社株式評価損 － 48

関係会社貸倒引当金繰入額 － 27

固定資産除売却損 ※3 28 －

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 －

その他 － 0

特別損失合計 117 128

税引前当期純利益 3,945 3,769

法人税、住民税及び事業税 1,358 1,538

法人税等調整額 244 38

法人税等合計 1,602 1,576

当期純利益 2,342 2,193
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（３）株主資本等変動計算書
(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 3,530 3,530

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,530 3,530

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 3,401 3,401

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,401 3,401

資本剰余金合計

当期首残高 3,401 3,401

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,401 3,401

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 219 219

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 219 219

その他利益剰余金

別途積立金

当期首残高 16,941 16,941

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 16,941 16,941

繰越利益剰余金

当期首残高 5,180 6,802

当期変動額

剰余金の配当 △721 △721

当期純利益 2,342 2,193

当期変動額合計 1,621 1,472

当期末残高 6,802 8,274

利益剰余金合計

当期首残高 22,341 23,962

当期変動額

剰余金の配当 △721 △721

当期純利益 2,342 2,193

当期変動額合計 1,621 1,472

当期末残高 23,962 25,435
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

自己株式

当期首残高 － △0

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △0 △0

株主資本合計

当期首残高 29,272 30,893

当期変動額

剰余金の配当 △721 △721

当期純利益 2,342 2,193

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 1,621 1,472

当期末残高 30,893 32,366

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △98 △87

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 10 40

当期変動額合計 10 40

当期末残高 △87 △46

評価・換算差額等合計

当期首残高 △98 △87

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 10 40

当期変動額合計 10 40

当期末残高 △87 △46

純資産合計

当期首残高 29,173 30,806

当期変動額

剰余金の配当 △721 △721

当期純利益 2,342 2,193

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 10 40

当期変動額合計 1,632 1,513

当期末残高 30,806 32,319
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該当事項はありません。 

  

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 満期保有目的の債券 

償却原価法（利息法）によっております。 

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法によっております。 

(3) その他有価証券 

時価のあるもの 

株式は決算日前１ヶ月の市場価格の平均価格、債券は決算日の市場価格等に基づく時価法によって

おります（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

  

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 商品及び製品…主に移動平均法に基づく原価法(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) 

(2) 原材料及び貯蔵品… 終仕入原価法(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) 

  

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)  

①警報機器及び設備…定率法 

平均見積使用期間(５～８年)にわたり償却しております。 

②それ以外の有形固定資産…定額法 

主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物   ８～50年 

なお、取得価額が100千円以上200千円未満の資産については法人税法の規定に基づく３年均等償却に

よっております。 

(2) 無形固定資産…定額法(リース資産を除く) 

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっ

ております。 

(3) リース資産 

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

該当ありません。 

なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）重要な会計方針
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(4) 長期前払費用…定額法 

なお、警備契約先における機器設置工事費のうち、その契約先からの受取額を超える部分は「長期前

払費用」として処理し、契約期間（5年）に基づく定額法によっております。 

  

４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金  

債権に対する貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

(3) 退職給付引当金  

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。 

なお、会計基準変更時差異については、15年間での均等額を費用処理しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(13.3年)による定額

法により翌会計年度から費用処理することとしております。 

過去勤務債務は、発生会計年度より平均残存勤務期間以内の一定の年数(13年)により費用処理するこ

ととしております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

当社の役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しており

ます。 

  

５ 収益及び費用の計上基準 

(1) 完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事

の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。  

  

６ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

  

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しておりま

す。 

（６）追加情報
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※１ 現金護送業務用現金及び預金 

当社は銀行等の金融機関が設置している現金自動受払機の現金補填業務等を行っております。 

現金護送業務用現金及び預金残高は、当該業務に関連した現金及び預金残高であり、当社による使用

が制限されております。 

  

※２ 関係会社に係る注記 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対する債権・債務のうち主なものは次の

通りであります。 

 
  

３ 偶発債務 

従業員の借入金について以下の通り債務保証を行っております。 

（７）個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度 
(平成24年３月31日)

未収入金 215百万円 303百万円

買掛金 98 〃 85 〃

未払金 413 〃 437 〃

設備関係未払金 228 〃 292 〃

預り金 143 〃 123 〃

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度 
(平成24年３月31日)

8百万円 14百万円
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※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 

 
  

※２ 固定資産除売却損 

 
上記の固定資産除売却損は、事業活動の中で経常的に発生するものであります。 

  

※３ 固定資産除売却損 

 
  

 
(注) 単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

 
(注) 単元未満株式の買取りによる増加であります。 

(損益計算書関係)

前事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

関係会社への売上高 155百万円 164百万円

関係会社からの仕入高 5,947 〃 6,659 〃

販売費及び一般管理費 570 〃 589 〃

営業取引以外の取引 100 〃 100 〃

前事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

警報機器及び設備 42百万円 34百万円

その他 1 〃 0 〃

合計 44百万円 35百万円

前事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

土地 27百万円 ―百万円

建物 0 〃 ― 〃

合計 28百万円 ―百万円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）

自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) ― 12 ― 12

当事業年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）

自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 12 10 ― 22
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１．ファイナンス・リース取引 

(1)所有権移転ファイナンス・リース取引 

①リース資産の内容 

有形固定資産 

セキュリティ事業における車両であります。 

②リース資産の減価償却の方法 

重要な会計方針「３ 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。 

(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引 

該当ありません。 

  

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は、次の通り

であります。 

  

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 

前事業年度(平成23年３月31日) 

  

 
(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

  

当事業年度(平成24年３月31日) 

  

 
(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

② 未経過リース料期末残高相当額 

 
(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定しております。 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

(リース取引関係)

工具、器具及び備品 車両運搬具 合計

取得価額相当額 8百万円 6百万円 14百万円

減価償却累計額相当額 7 〃 5 〃 12 〃

期末残高相当額 1百万円 1百万円 2百万円

工具、器具及び備品 車両運搬具 合計

取得価額相当額 ―百万円 3百万円 3百万円

減価償却累計額相当額 ― 〃 2 〃 2 〃

期末残高相当額 ―百万円 0百万円 0百万円

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度 
(平成24年３月31日)

一年以内 1百万円 0百万円

一年超 0 〃 ― 〃

 計 2百万円 0百万円

前事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

支払リース料 6百万円 1百万円

減価償却費相当額 6 〃 1 〃
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④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

  

２．オペレーティング・リース取引 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 

 
  

前事業年度(平成23年３月31日現在) 

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式 534百万円）は、市場価格がなく、

時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。 

  

当事業年度(平成24年３月31日現在) 

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式 486百万円）は、市場価格がなく、

時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。 

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度 
(平成24年３月31日)

一年以内 9百万円 9百万円

一年超 44 〃 34 〃

 計 54百万円 44百万円

(有価証券関係)
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１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳  

 

 
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 
  

(税効果会計関係)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度 
(平成24年３月31日)

繰延税金資産(流動)

賞与引当金 157百万円 146百万円

未払事業税 21 〃 21 〃

未払社会保険料 19 〃 18 〃

その他 54 〃 56 〃

計 252百万円 242百万円

繰延税金資産(固定)

減損損失 193百万円 168百万円

貸倒引当金 9 〃 8 〃

役員退職慰労引当金 9 〃 7 〃

固定資産評価損 102 〃 89 〃

投資有価証券評価損 50 〃 60 〃

その他有価証券評価差額金 59 〃 25 〃

退職給付引当金 71 〃 59 〃

その他 57 〃 60 〃

計 554百万円 482百万円

繰延税金負債(固定)

前払年金費用 △260百万円 △250百万円

繰延税金資産(固定)の純額 293 〃 231 〃

繰延税金資産合計 546 〃 474 〃

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度 
(平成24年３月31日)

法定実効税率 40.4％ 40.4％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない
項目

0.2〃 0.3〃

受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目

△0.8〃 △0.7〃

住民税均等割等 0.8〃 0.8〃

税率変更による期末繰延税金資産の
減額修正

―〃 1.2〃

その他 0.0〃 △0.2〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.6％ 41.8％
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３ 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改

正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必

要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が公布され、平成24年４月１日以降開始

する事業年度より法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債

の計算に使用される法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。 

  平成24年４月１日から平成27年３月31日 37.7％ 

  平成27年４月１日以降 35.3％ 

この税率の変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債を控除した金額）が48百万円、その他有価

証券差額金が3百万円それぞれ減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が45百万円増加しており

ます。 

  

重要性が乏しいため、注記は省略しております。 

(資産除去債務関係)
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(注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
(注)  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

役員の異動については、開示すべき事項が発生した際に適切に開示いたします。 

  

  

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(平成23年３月31日)
当事業年度

(平成24年３月31日)

(1) １株当たり純資産額 2,349円91銭 2,465円34銭

  (算定上の基礎)

純資産の部の合計 (百万円) 30,806 32,319

純資産の部から控除する金額 (百万円) ― ―

普通株式に係る期末の純資産額 (百万円) 30,806 32,319

１株当たりの純資産額の算定に用い
られた期末の普通株式の数

（千株） 13,109 13,109

項目
前事業年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

(2) １株当たり当期純利益金額 178円69銭 167円31銭

  (算定上の基礎)

当期純利益 (百万円) 2,342 2,193

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 2,342 2,193

普通株式の期中平均株式数 （千株） 13,109 13,109

(重要な後発事象)

６．その他

  役員の異動
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