
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

     

   

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９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 ％

25年３月期第２四半期 11,034 3.2 2,195 7.5 2,238 7.9 1,286 8.9
24年３月期第２四半期 10,694 0.8 2,043 △4.2 2,075 △4.1 1,182 △2.9

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 1,244百万円( 3.4％) 24年３月期第２四半期 1,203百万円( 2.1％)

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

25年３月期第２四半期 98.15 ―
24年３月期第２四半期 90.17 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第２四半期 42,515 35,173 81.1
24年３月期 41,144 34,663 82.6

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 34,475百万円 24年３月期 33,976百万円

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

24年３月期 ― 0.00 ― 55.00 55.00

25年３月期 ― 0.00

25年３月期(予想) ― 55.00 55.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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

通期 22,200 1.7 4,210 2.1 4,270 1.9 2,500 6.8 190.70

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
  

 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（２）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）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

（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) 25年３月期２Ｑ 13,109,501株 24年３月期 13,109,501株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 22株 24年３月期 22株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 13,109,479株 24年３月期２Ｑ 13,109,485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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 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務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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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P.3「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。
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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、東日本大震災の復興需要や設備
投資の持ち直し等により回復の動きが見られましたが、海外経済の減速や長期化する円高の影響等もあ
り、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。 

  

 
  

セキュリティ事業では、セントラライズドシステム部門においてオンライン・セキュリティシステムの
契約件数が順調に増加したほか、安全商品売上部門で、賃貸集合住宅向けセキュリティ機器が堅調に推移
したことなどにより、前年同四半期比 313百万円（3.0％）増収の 10,886百万円となりました。 
また、その他の事業は、一般電気工事・建築事業の増収などにより、前年同四半期比 26百万円

（22.1％）増収の 148百万円となりました。 
これらの結果、当第２四半期の売上高は前年同四半期比 340百万円(3.2％)増加し 11,034百万円となり

ました。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
用は増加しましたが、安全商品売上高の伸張及び販売費及び一般管理費が減少したことなどにより、前年
同四半期比 152百万円(7.5％)増益の 2,195百万円となり、経常利益は前年同四半期比 163百万円(7.9％)
増益の 2,238百万円、四半期純利益は前年同四半期比 104百万円(8.9％)増益の 1,286百万円となりまし
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 1,370百万円(3.3％)増加し 42,515百万円となりました。主な増
加要因は、現金護送業務用現金及び預金 996百万円及び現金及び預金 554百万円であり、主な減少要因
は、受取手形及び売掛金 109百万円です。 
負債は、前連結会計年度末に比べて 860百万円(13.3％)増加し 7,342百万円となりました。主な増加要

因は、預り金 997百万円であり、主な減少要因は、法人税等の支払による未払法人税等 125百万円です。
純資産は、前連結会計年度末に比べて 510百万円(1.5％)増加し 35,173百万円となりました。主な増加

要因は、四半期純利益 1,286百万円であり、主な減少要因は、前期決算に係る配当金の支払 721百万円で
す。 
以上の結果、自己資本比率は、81.1％となりました。 

  

１．当四半期決算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

セグメントの名称

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 至 平成24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〕 〔10,886〕 〔98.7〕 〔3.0〕

 セントラライズドシステム部門 7,343 66.6 0.8

 常駐システム部門 1,989 18.0 △ 2.3

 現金護送システム部門 537 4.9 13.3

 安全商品売上部門 1,015 9.2 30.8

〔その他の事業〕 〔148〕 〔1.3〕 〔22.1〕

合計 11,034 100.0 3.2

（２）連結財政状態に関する定性的情報

前連結会計年度
当第２四半期
連結会計期間

増減

総資産（百万円） 41,144 42,515 1,370

負債（百万円） 6,481 7,342 860

純資産（百万円） 34,663 35,173 510

自己資本比率（％） 82.6 81.1 ―
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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、預り金の増加額が増加したことや現金護送業務用現金及び預金
の増加額が増加したこと等により、前年同四半期に比べ 177百万円増加し 2,091百万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 2,178百万円や預り金の増加額 997百万円、減
価償却費 704百万円であり、主な資金減少要因は、現金護送業務用現金及び預金の増加額 996百万円、法
人税等の支払額 995百万円です。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、短期貸付金の増加額の減少や有形固定資産の取得による支出の

減少、定期預金の増減額が減少から増加に転じたこと等により、前年同四半期に比べ 413百万円増加し 
955百万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 832百万円、
定期預金の増加額 152百万円であり、主な資金増加要因は、有形固定資産の売却による収入 32百万円で
す。 
財務活動によるキャッシュ・フローは 759百万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 376百万円増

加し 10,095百万円となりました。また、前年同四半期末に比べて 1,568百万円増加しました。 

  

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。 
したがって、通期の連結業績予想は、平成24年５月９日発表時の公表値から変更しておりません。 

  

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。 

  

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 1,913 2,091 177

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,368 △ 955 413

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 752 △ 759 △ 7

現金及び現金同等物の増減額 △ 206 376 583

現金及び現金同等物の期首残高 8,734 9,719 984

現金及び現金同等物の期末残高 8,527 10,095 1,568

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,071 12,625

現金護送業務用現金及び預金 822 1,819

受取手形及び売掛金 441 331

未収契約料 948 960

有価証券 172 172

たな卸資産 107 95

繰延税金資産 311 328

短期貸付金 13,200 13,200

その他 404 425

貸倒引当金 △23 △13

流動資産合計 28,455 29,945

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,523 4,525

減価償却累計額 △2,712 △2,749

建物及び構築物（純額） 1,810 1,776

機械装置及び運搬具 239 241

減価償却累計額 △180 △174

機械装置及び運搬具（純額） 59 67

警報機器及び設備 14,671 14,680

減価償却累計額 △11,629 △11,584

警報機器及び設備（純額） 3,042 3,095

工具、器具及び備品 379 360

減価償却累計額 △288 △270

工具、器具及び備品（純額） 90 90

土地 3,300 3,300

建設仮勘定 58 49

有形固定資産合計 8,362 8,380

無形固定資産

のれん 69 －

ソフトウエア 7 5

その他 3 2

無形固定資産合計 80 7

投資その他の資産

投資有価証券 2,421 2,320

長期前払費用 599 603

前払年金費用 708 744

繰延税金資産 390 413

保険積立金 10 11

その他 142 114

貸倒引当金 △27 △25

投資その他の資産合計 4,246 4,182

固定資産合計 12,689 12,569

資産合計 41,144 42,515
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 99 74

1年内返済予定の長期借入金 25 24

未払金 657 660

設備関係未払金 248 171

未払法人税等 1,008 882

未払消費税等 111 132

未払費用 89 85

預り金 1,008 2,006

前受契約料 1,330 1,358

賞与引当金 520 575

その他 20 22

流動負債合計 5,120 5,995

固定負債

長期借入金 48 36

長期未払金 8 6

長期預り保証金 1,066 1,066

退職給付引当金 189 186

役員退職慰労引当金 26 23

その他 20 26

固定負債合計 1,360 1,346

負債合計 6,481 7,342

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 27,092 27,658

自己株式 △0 △0

株主資本合計 34,023 34,589

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △46 △113

その他の包括利益累計額合計 △46 △113

少数株主持分 686 697

純資産合計 34,663 35,173

負債純資産合計 41,144 42,515
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 10,694 11,034

売上原価 6,431 6,681

売上総利益 4,262 4,352

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 33 40

役員報酬 61 61

従業員給料及び手当 920 887

従業員賞与 68 63

賞与引当金繰入額 159 155

退職給付費用 46 44

役員退職慰労引当金繰入額 2 1

法定福利費 161 159

賃借料 108 111

減価償却費 39 31

貸倒引当金繰入額 3 △8

業務提携契約料 162 163

業務委託費 107 107

その他 345 337

販売費及び一般管理費合計 2,219 2,157

営業利益 2,043 2,195

営業外収益

受取利息 38 41

受取配当金 11 12

受取賃貸料 8 8

その他 21 31

営業外収益合計 79 94

営業外費用

支払利息 6 5

固定資産除売却損 23 14

長期前払費用一時償却額 13 16

その他 4 15

営業外費用合計 47 51

経常利益 2,075 2,238

特別利益

固定資産売却益 7 －

特別利益合計 7 －

特別損失

減損損失 － 60

投資有価証券評価損 51 0

特別損失合計 51 60

税金等調整前四半期純利益 2,031 2,178

法人税、住民税及び事業税 859 870

法人税等調整額 △29 △3

法人税等合計 830 866
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,201 1,311

少数株主利益 18 24

四半期純利益 1,182 1,286
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四半期連結包括利益計算書
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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,201 1,311

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2 △66

その他の包括利益合計 2 △66

四半期包括利益 1,203 1,244

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,184 1,219

少数株主に係る四半期包括利益 18 24
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24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 2,031 2,178

減価償却費 708 704

減損損失 － 60

長期前払費用償却額 112 108

長期前払費用一時償却額 13 16

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △12

受取利息及び受取配当金 △49 △53

支払利息 6 5

固定資産除売却損益（△は益） 7 △2

受取手形及び売掛債権の増減額（△は増加） 0 143

たな卸資産の増減額（△は増加） △6 11

仕入債務の増減額（△は減少） △32 △24

投資有価証券評価損益（△は益） 51 0

退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 △34 △38

賞与引当金の増減額（△は減少） 57 55

前受契約料の増減額（△は減少） 58 27

未払消費税等の増減額（△は減少） 2 20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1 △2

預り金の増減額（△は減少） 8 997

未払金の増減額（△は減少） 6 3

長期前払費用の取得による支出 △149 △140

現金護送業務用現金及び預金の増減額（△は増
加）

△132 △996

その他 26 △24

小計 2,686 3,039

利息及び配当金の受取額 49 53

利息の支払額 △6 △5

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △816 △995

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,913 2,091

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 10 －

有形固定資産の取得による支出 △903 △832

有形固定資産の売却による収入 36 32

投資有価証券の取得による支出 △3 △3

短期貸付金の増減額（△は増加） △500 －

無形固定資産の取得による支出 △0 －

定期預金の増減額（△は増加） 7 △152

その他 △16 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,368 △955

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 △12 △12

配当金の支払額 △721 △721

少数株主への配当金の支払額 △9 △13

その他 △9 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △752 △759
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △206 376

現金及び現金同等物の期首残高 8,734 9,719

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,527 10,095
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当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30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）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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