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(百万円未満切捨て)

１．平成31年２月期第２四半期の連結業績（平成30年３月１日～平成30年８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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

31年２月期第２四半期 30,825 18.3 1,927 104.2 2,080 94.7 1,209 86.7

30年２月期第２四半期 26,059 6.6 944 △21.3 1,068 △23.1 647 △23.1

(注) 包括利益 31年２月期第２四半期1,602 百万円 ( 19.6％) 30年２月期第２四半期1,339 百万円 ( 69.2％)

　

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

31年２月期第２四半期 82.93 ―

30年２月期第２四半期 44.41 ―
　

（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

31年２月期第２四半期 52,282 25,554 46.0 1,649.92

30年２月期 50,750 24,124 44.8 1,558.32

(参考) 自己資本 31年２月期第２四半期 24,072 百万円 30年２月期 22,736 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

30年２月期 ― 14.00 ― 16.00 30.00

31年２月期 ― 18.00

31年２月期(予想) ― 18.00 36.00

(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31年２月期の連結業績予想（平成30年３月１日～平成31年２月28日）
(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 61,700 14.9 3,080 77.7 3,370 65.7 1,920 42.8 129.58

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 有

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　 新規 １ 社 (社名) 株式会社ＣＳＰパーキングサポート

（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) 31年２月期２Ｑ 14,816,692株 30年２月期 14,816,692株

② 期末自己株式数 31年２月期２Ｑ 226,571株 30年２月期 226,216株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年２月期２Ｑ 14,590,299株 30年２月期２Ｑ 14,591,046株

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

　

※ 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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善を背景に緩やかな回復基調にありま

すが、海外経済の不確実性や金融市場の変動の影響などにより、先行きは不透明な状況で推移しております。

当警備業界におきましては、犯罪抑止やテロ警戒に伴う警備強化の動きなどを背景に、人的警備への要望は高いも

のの、雇用環境の改善による採用難、労働条件の改善に伴う労務費の増加など、依然として厳しい経営環境下に置か

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2020」の

２年目にあって、引き続き画像関連サービスと鉄道会社向け警備サービスの拡販強化を図るとともに、最新の技術を

いち早く取り込み、お客さまの期待を超える「技術サービス企業」を目指して、事業を展開してまいりました。

その結果、当第２四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308億２千５百万円（前年同期比

18.3％増）となりました。利益面につきましては、営業利益19億２千７百万円（前年同期比104.2％増）、経常利益20

億８千万円（前年同期比94.7％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は12億９百万円（前年同期比86.7％増）と

なり、売上、利益ともに対前年を上回る、過去最高の業績となりました。

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、沖縄の海上警備が昨年末より開始し、また鉄道関連向けの臨時警備が好調だった

こともあり、当第２四半期連結累計期間の売上高は167億９千４百万円（前年同期比32.3％増）となりました。

機械警備部門につきましては、画像関連サービスなどの販売に尽力した結果、当第２四半期連結累計期間の売上

高は87億８千万円（前年同期比4.3％増）となりました。

運輸警備部門につきましては、売上金の集配金サービスなどの販売に尽力した結果、当第２四半期連結累計期間

の売上高は18億８千６百万円（前年同期比2.7％増）となりました。

工事・機器販売部門につきましては、画像関連のシステム販売などが堅調であったこともあり、当第２四半期連

結累計期間の売上高は25億８千３百万円（前年同期比8.7％増）となりました。

これらの結果、当第２四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300億４千４百万円（前年同

期比18.6％増）、セグメント利益（営業利益）は17億６千８百万円（前年同期比125.7％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２四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７億

８千万円（前年同期比7.6％増）、セグメント利益（営業利益）は１億５千８百万円（前年同期比0.7％減）となり

ました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第２四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15億３千２百万円増加し、522億８千２百万

円（前連結会計年度末比3.0％増）となりました。その主な内容は、未収警備料の増加11億１千万円、投資有価証券

の増加３億６千２百万円、立替金の増加２億６百万円、貯蔵品の増加１億１千２百万円、受取手形及び売掛金の減

少５億７千７百万円、現金及び預金の減少５億７百万円などであります。

（負債）

負債は、前連結会計年度末に比べ１億３百万円増加し、267億２千８百万円（同0.4％増）となりました。その主

な内容は、未払法人税等の増加２億１千７百万円、賞与引当金の増加１億９千８百万円、買掛金の増加１億７千２

百万円、長期借入金の増加１億４千２百万円、社債の増加１億円、短期借入金の減少６億６千５百万円などであり

ます。

（純資産）

純資産は、利益剰余金の増加９億９千５百万円、その他有価証券評価差額金の増加３億４千５百万円などによ

り、前連結会計年度末に比べ14億２千９百万円増加し、255億５千４百万円（同5.9％増）となりました。
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　(キャッシュ・フローの状況の分析)

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の変動状況は次の通りであり、

前連結会計年度末に比べ４億８千４百万円減少して、40億６千５百万円となりました。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは全体で22億５千１百万円の増加となりました。資金の主な増加要因は、税

金等調整前四半期純利益19億８千万円、減価償却費９億８千９百万円、仕入債務の増加１億７千２百万円、資金の

主な減少要因は、売上債権の増加４億７千９百万円、たな卸資産の増加１億１千１百万円などによるものでありま

す。

　（投資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・フローは全体で16億９千２百万円の減少となりました。その主な内容は、有形固定

資産の取得による支出13億６千２百万円、無形固定資産の取得による支出２億２千９百万円などによるものであり

ます。

　（財務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・フローは全体で11億１千５百万円の減少となりました。資金の主な増加要因は、長

期借入による収入６億８千万円、社債の発行による収入１億円、資金の主な減少要因は、短期借入金の返済による

支出７億３千４百万円、長期借入金の返済による支出４億６千９百万円、リース債務の返済による支出４億円、配

当金の支払いによる支出２億３千３百万円などによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成31年２月期の連結業績予想につきましては、平成30年４月12日に公表しました連結業績予想から平成30年９

月25日公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」の通り修正しております。

　また、配当につきましても、上記の公表の通り、１株あたり中間配当18円、期末配当18円の年間合計36円に修正

しております。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,208,936 8,701,447

受取手形及び売掛金 1,326,422 748,699

未収警備料 5,892,218 7,002,637

立替金 2,727,730 2,934,719

貯蔵品 874,544 986,561

その他 2,732,753 3,063,660

貸倒引当金 △13,383 △17,004

流動資産合計 22,749,221 23,420,721

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,643,502 9,094,566

減価償却累計額 △4,750,856 △4,885,347

建物及び構築物（純額） 3,892,646 4,209,218

警報機器及び運搬具 15,075,079 15,530,343

減価償却累計額 △11,867,540 △12,106,172

警報機器及び運搬具（純額） 3,207,538 3,424,171

土地 3,662,389 3,903,202

その他 4,070,139 4,085,662

減価償却累計額 △1,844,789 △2,023,170

その他（純額） 2,225,349 2,062,492

有形固定資産合計 12,987,924 13,599,084

無形固定資産 1,118,511 1,039,637

投資その他の資産

投資有価証券 12,171,859 12,534,450

その他 1,763,309 1,729,196

貸倒引当金 △40,099 △40,099

投資その他の資産合計 13,895,069 14,223,548

固定資産合計 28,001,505 28,862,270

資産合計 50,750,727 52,282,992
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,813,854 1,986,314

短期借入金 2,637,028 1,971,208

1年内償還予定の社債 52,500 -

未払法人税等 599,270 816,727

前受警備料 277,233 280,454

預り金 6,130,385 6,189,786

賞与引当金 1,011,320 1,210,301

役員賞与引当金 72,220 20,650

資産除去債務 2,156 2,904

その他 4,396,786 4,439,055

流動負債合計 16,992,755 16,917,403

固定負債

社債 100,000 200,000

長期借入金 2,876,322 3,018,410

退職給付に係る負債 279,504 289,228

資産除去債務 227,229 226,067

その他 6,149,986 6,077,742

固定負債合計 9,633,042 9,811,448

負債合計 26,625,797 26,728,851

純資産の部

株主資本

資本金 2,924,000 2,924,000

資本剰余金 2,836,326 2,849,498

利益剰余金 13,027,047 14,022,648

自己株式 △206,598 △207,887

株主資本合計 18,580,775 19,588,259

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,983,859 4,329,724

繰延ヘッジ損益 △385 △174

退職給付に係る調整累計額 172,411 154,676

その他の包括利益累計額合計 4,155,884 4,484,226

非支配株主持分 1,388,269 1,481,654

純資産合計 24,124,929 25,554,140

負債純資産合計 50,750,727 52,282,992
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
　至 平成29年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年３月１日
　至 平成30年８月31日)

売上高 26,059,369 30,825,942

売上原価 20,870,270 24,416,510

売上総利益 5,189,098 6,409,432

販売費及び一般管理費

給料及び手当 1,728,277 1,846,926

賞与引当金繰入額 230,420 272,239

役員賞与引当金繰入額 23,120 20,650

退職給付費用 37,666 36,490

その他 2,225,609 2,305,493

販売費及び一般管理費合計 4,245,093 4,481,799

営業利益 944,005 1,927,632

営業外収益

受取利息 280 221

受取配当金 128,839 156,435

受取保険料 19,914 30,693

その他 44,532 40,118

営業外収益合計 193,567 227,469

営業外費用

支払利息 63,970 67,825

その他 4,761 6,398

営業外費用合計 68,731 74,224

経常利益 1,068,841 2,080,876

特別利益

固定資産売却益 - 20

特別利益合計 - 20

特別損失

固定資産除売却損 2,008 1,242

関係会社株式評価損 - 99,288

特別損失合計 2,008 100,530

税金等調整前四半期純利益 1,066,832 1,980,366

法人税、住民税及び事業税 321,849 719,363

法人税等調整額 30,282 △16,584

法人税等合計 352,131 702,779

四半期純利益 714,701 1,277,587

非支配株主に帰属する四半期純利益 66,723 67,625

親会社株主に帰属する四半期純利益 647,977 1,209,962
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
　至 平成29年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年３月１日
　至 平成30年８月31日)

四半期純利益 714,701 1,277,587

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 622,402 341,877

繰延ヘッジ損益 523 295

退職給付に係る調整額 1,725 △17,700

その他の包括利益合計 624,650 324,471

四半期包括利益 1,339,351 1,602,059

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,271,307 1,538,303

非支配株主に係る四半期包括利益 68,043 63,755

決算短信（宝印刷） 2018年10月11日 11時37分 9ページ（Tess 1.50(64) 20180621_01）



セントラル警備保障株式会社(9740) 平成31年２月期 第２四半期決算短信

8

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
　至 平成29年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年３月１日
　至 平成30年８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 1,066,832 1,980,366

減価償却費 944,898 989,276

受取利息及び受取配当金 △129,120 △156,656

支払利息 63,970 67,825

関係会社株式評価損 - 99,288

固定資産除却損 80,077 37,757

売上債権の増減額（△は増加） 173,467 △479,920

たな卸資産の増減額（△は増加） 14,529 △111,995

仕入債務の増減額（△は減少） △175,871 172,459

未払費用の増減額（△は減少） △152,689 81,934

その他 △96,825 △40,354

小計 1,789,269 2,639,982

利息及び配当金の受取額 129,120 156,656

利息の支払額 △63,565 △66,713

法人税等の支払額 △445,548 △478,474

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,409,275 2,251,451

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） △4,284 △97,682

有形固定資産の取得による支出 △752,154 △1,362,519

無形固定資産の取得による支出 △148,469 △229,254

投資有価証券の取得による支出 △104,441 △6,240

貸付けによる支出 △37,000 -

貸付金の回収による収入 12,000 4,120

その他 9 △1,191

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,034,339 △1,692,768

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △94,173 △734,037

長期借入れによる収入 - 680,000

長期借入金の返済による支出 △435,194 △469,694

リース債務の返済による支出 △302,890 △400,425

社債の発行による収入 - 100,000

社債の償還による支出 △69,500 △52,500

自己株式の取得による支出 △634 △1,288

配当金の支払額 △233,458 △233,447

非支配株主への配当金の支払額 △9,441 △3,741

その他 31 -

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,145,260 △1,115,134

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △770,325 △556,451

現金及び現金同等物の期首残高 5,005,094 4,549,638

非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増
加額

- 71,937

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,234,769 4,065,124
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

　

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 該当事項はありません。
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