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１．平成26年２月期第１四半期の連結業績（平成25年３月１日～平成25年５月31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 ％

26年２月期第１四半期 10,209 △0.6 252 12.8 255 12.0 127 16.8

25年２月期第１四半期 10,273 2.5 224 44.0 227 27.6 109 1,818.9

(注) 包括利益 26年２月期第１四半期△167百万円(△32.6％) 25年２月期第１四半期 △126百万円(65.0％)

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

26年２月期第１四半期 8 87 ―

25年２月期第１四半期 7 59 ―

（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

26年２月期第１四半期 35,817 17,823 49.4 1,231 57
25年２月期 35,435 18,192 51.0 1,257 77

(参考) 自己資本 26年２月期第１四半期 17,706百万円 25年２月期 18,083百万円

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

25年２月期 ― 14 00 ― 14 00 28 00

26年２月期 ―

26年２月期(予想) 14 00 ― 14 00 28 00

３．平成26年月期の連結業績予想（平成25年３月１日～平成26年２月28日）
(％表示は、通期は対前期、四半期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) 20,200 △0.5 280 △39.0 380 △33.1 190 △39.3 13 22

通期 41,400 1.4 860 △9.9 1,040 △15.0 510 △18.7 35 47



  

 

 

 
  

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ます。なお、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

しております。 

  

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．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご

覧ください。 

  

※ 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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

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) 26年２月期１Ｑ 14,816,692株 25年２月期 14,816,692株

② 期末自己株式数 26年２月期１Ｑ 439,551株 25年２月期 439,511株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年２月期１Ｑ 14,377,171株 25年２月期１Ｑ 14,377,494株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年末の政権交代による経済政策への期待感から、

円高是正や株式市況の復調など、景況感に回復の兆しが見られるようになってまいりましたが、実体経済

は未だ回復には至らず、欧州の財政不安や新興国の景況下振れに伴う影響が懸念されるなど、先行き不透

明な状況が続いております。 

当警備業界におきましては、安全・安心を求めるニーズは引き続き高いものの、価格競争の激しい大変

厳しい経営環境に置かれております。 

このような状況の中、当社グループは前連結会計年度からスタートした新中期経営計画「ＣＳＰパワフ

ル50計画」の２年目を迎えます。昨年度に引き続き、画像関連サービスの拡販と鉄道営業力の強化に注力

し、筋肉質で競争力のあるパワフルな企業を目指してまいります。 

その結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高は102億９百万円（前年

同期比0.6％減）となりました。利益面につきましては、営業利益２億５千２百万円（前年同期比12.8％

増）、経常利益２億５千５百万円（前年同期比12.0％増）、四半期純利益１億２千７百万円（前年同期比

16.8％増）となりました。 

セグメントごと及び業務別の業績は次のとおりであります。 

（セキュリティ事業） 

常駐警備部門につきましては、臨時警備が堅調だったこともあり、当第１四半期連結累計期間の売上

高は51億９千４百万円（前年同期比0.9％増）となりました。 

機械警備部門につきましては、厳しい企業間競争の中、解約防止と売上増に努めた結果、当第１四半

期連結累計期間の売上高は32億８千６百万円（前年同期比1.0％増）となりました。 

運輸警備部門につきましては、集配金サービスに尽力した結果、当第１四半期連結累計期間の売上高

は６億８千２百万円（前年同期比0.7％増）となりました。 

工事・機器販売部門につきましては、大型案件が減少したこともあり、当第１四半期連結累計期間の

売上高は７億８千４百万円（前年同期比15.0％減）となりました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間のセキュリティ事業セグメントの売上高は99億４千８百万

円（前年同期比0.6％減）、セグメント利益（営業利益）は１億９千９百万円（前年同期比5.5％増）と

なりました。 

（ビル管理・不動産事業） 

ビル管理・不動産事業につきましては清掃業務や電気設備の保安業務等の建物総合管理サービス及び

不動産賃貸を中心に事業を行っております。当第１四半期連結累計期間のビル管理・不動産事業セグメ

ントの売上高は２億６千１百万円（前年同期比2.9％減）、セグメント利益（営業利益）は５千３百万

円（前年同期比51.0％増）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
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（資産） 

当第１四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ３億８千１百万円増加し、358億

１千７百万円（前連結会計年度末比1.1％増）となりました。その主な内容は、現金及び預金の増加３

億３千８百万円、有価証券の増加３億円、投資有価証券の減少４億６千５百万円などであります。 

（負債） 

負債は、前連結会計年度末に比べ７億５千１百万円増加し、179億９千４百万円（同4.4％増）となり

ました。その主な内容は、短期借入金の増加３億１千２百万円、賞与引当金の増加６億３千４百万円、

長期借入金の減少２億６千８百万円などによるものです。 

（純資産） 

純資産は、利益剰余金の減少７千３百万円、その他有価証券評価差額金の減少３億３百万円などによ

り、前連結会計年度末に比べ３億６千９百万円減少し、178億２千３百万円（同2.0％減）となりまし

た。 

  

当第１四半期の連結業績は、概ね予想の範囲内にて推移しました。 

したがいまして、平成26年２月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想は、平成25年４月12

日に公表した値から変更はありません。 

  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年３月１日

以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。 

 なお、これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響額は軽微であります。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（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：千円）

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,660,273 7,999,080

受取手形及び売掛金 669,125 553,812

未収警備料 3,542,529 3,477,696

有価証券 － 300,000

貯蔵品 625,251 709,299

その他 2,728,666 3,115,485

貸倒引当金 △13,559 △12,288

流動資産合計 15,212,287 16,143,086

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,810,998 5,816,199

減価償却累計額 △2,510,354 △2,565,183

建物及び構築物（純額） 3,300,644 3,251,015

警報機器及び運搬具 11,343,902 11,465,397

減価償却累計額 △8,897,539 △8,997,295

警報機器及び運搬具（純額） 2,446,363 2,468,101

土地 2,955,980 2,955,980

その他 1,198,726 1,230,297

減価償却累計額 △896,297 △921,511

その他（純額） 302,429 308,786

有形固定資産合計 9,005,418 8,983,884

無形固定資産 1,473,011 1,398,431

投資その他の資産   

投資有価証券 6,350,507 5,885,416

その他 3,431,670 3,443,228

貸倒引当金 △37,099 △36,299

投資その他の資産合計 9,745,078 9,292,345

固定資産合計 20,223,507 19,674,661

資産合計 35,435,795 35,817,747
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,222,840 1,085,957

短期借入金 1,131,979 1,444,732

未払法人税等 368,693 392,169

前受警備料 275,495 276,703

預り金 4,879,713 4,774,012

賞与引当金 840,257 1,474,350

役員賞与引当金 43,600 53,125

その他 2,584,015 3,003,431

流動負債合計 11,346,594 12,504,481

固定負債   

長期借入金 2,336,500 2,068,413

退職給付引当金 148,853 146,871

役員退職慰労引当金 28,715 30,154

資産除去債務 217,495 218,400

その他 3,164,804 3,025,713

固定負債合計 5,896,369 5,489,553

負債合計 17,242,963 17,994,035

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,924,000 2,924,000

資本剰余金 2,784,157 2,784,157

利益剰余金 9,662,046 9,588,256

自己株式 △394,292 △394,329

株主資本合計 14,975,910 14,902,084

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,115,581 2,812,540

繰延ヘッジ損益 △8,312 △8,128

その他の包括利益累計額合計 3,107,269 2,804,412

少数株主持分 109,651 117,215

純資産合計 18,192,831 17,823,712

負債純資産合計 35,435,795 35,817,747
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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24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年５月31日) 

売上高 10,273,119 10,209,617

売上原価 8,299,485 8,165,179

売上総利益 1,973,634 2,044,438

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 666,564 684,541

賞与引当金繰入額 125,927 129,028

役員賞与引当金繰入額 10,625 10,625

退職給付費用 21,112 17,867

その他 925,062 949,410

販売費及び一般管理費合計 1,749,291 1,791,472

営業利益 224,342 252,966

営業外収益   

受取利息 930 359

受取配当金 9,680 5,017

受取保険料 3,455 5,607

その他 11,728 13,577

営業外収益合計 25,795 24,562

営業外費用   

支払利息 20,658 18,765

その他 1,561 3,397

営業外費用合計 22,220 22,163

経常利益 227,918 255,365

特別利益   

固定資産売却益 － 210

特別利益合計 － 210

特別損失   

固定資産除却損 157 2

特別損失合計 157 2

税金等調整前四半期純利益 227,760 255,573

法人税、住民税及び事業税 393,020 372,578

法人税等調整額 △278,574 △250,248

法人税等合計 114,445 122,330

少数株主損益調整前四半期純利益 113,315 133,243

少数株主利益 4,139 5,752

四半期純利益 109,176 127,490
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 四半期連結包括利益計算書 
 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24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 113,315 133,243

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △239,671 △301,319

繰延ヘッジ損益 △162 274

その他の包括利益合計 △239,833 △301,045

四半期包括利益 △126,518 △167,801

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △131,122 △175,366

少数株主に係る四半期包括利益 4,604 7,564
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当第１四半期連結累計期間（自 平成25年３月１日 至 平成25年５月31日） 

   該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成24年３月１日  至  平成24年５月31日) 
１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

 
(注) １．調整額△69,897千円は、セグメント間取引消去によるものです。 

２．セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  
２．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 

該当事項はありません。 
  
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自  平成25年３月１日  至  平成25年５月31日) 
１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

 
(注) １．調整額△72,044千円は、セグメント間取引消去によるものです。 

２．セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  
２．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 

該当事項はありません。 
  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年３月１日以後に取得した有形固定資産については、改正

後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法

人税法に基づく方法に変更しております。 

これによる当第１四半期連結累計期間のセグメント利益に与える影響は軽微であります。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成25年３月１日 至 平成25年５月31日） 

   該当事項はありません。 
  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

(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)
セキュリティ

事業
ビル管理・
不動産事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 10,003,719 269,400 10,273,119 ― 10,273,119

  セグメント間の内部売上高又は振替高 1,049 68,848 69,897 △69,897 ―

計 10,004,768 338,249 10,343,017 △69,897 10,273,119

セグメント利益 188,645 35,697 224,342 ― 224,342

(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)
セキュリティ

事業
ビル管理・
不動産事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 9,948,138 261,479 10,209,617 ― 10,209,617

  セグメント間の内部売上高又は振替高 1,047 70,996 72,044 △72,044 ―

計 9,949,186 332,476 10,281,662 △72,044 10,209,617

セグメント利益 199,063 53,902 252,966 ― 252,966

（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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当社グループは生産活動を行っておりませんが、当第１四半期連結累計期間末日現在実施中のセグメ

ントごとの契約件数は、次のとおりであります。 

 
  

当第１四半期連結累計期間におけるセグメントごとの販売実績は、次のとおりであります。 

 
  (注) １ 上記金額には消費税等を含んでおりません。 

  ２ 総販売実績に対する主な相手先別の販売実績の割合が10％未満のため、主要な販売先については記載を

省略しております。 

  

  

４．補足情報

（１）生産実績

セグメント名称及び業務別名称 契約件数(件) 前年同四半期比(％)

(セキュリティ事業)

常駐警備
855 101.3

機械警備
78,505 105.6

運輸警備
2,612 102.1

小計
81,972 105.5

(ビル管理・不動産事業)
364 102.2

合計 82,336 105.5

（２）販売実績

セグメント名称及び業務別名称 金額(千円) 前年同四半期比(％)

(セキュリティ事業)

常駐警備
5,194,689 100.9

機械警備
3,286,042 101.0

運輸警備
682,904 100.7

工事・機器販売 784,501 85.0

小計
9,948,138 99.4

(ビル管理・不動産事業) 261,479 97.1

合計 10,209,617 99.4
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