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(百万円未満切捨て)

１．2021年２月期第２四半期の連結業績（2020年３月１日～2020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 ％

2021年２月期第２四半期 33,916 0.9 2,627 24.2 2,841 26.5 1,791 28.7

2020年２月期第２四半期 33,614 9.0 2,115 9.8 2,246 7.9 1,391 15.0

(注)包括利益 2021年２月期第２四半期 2,169百万円 (△26.1％) 2020年２月期第２四半期 2,934百万円 (83.2％)

　

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

2021年２月期第２四半期 122.76 ―

2020年２月期第２四半期 95.37 ―
　

（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

2021年２月期第２四半期 59,433 29,710 46.7 1,903.66

2020年２月期 57,211 27,869 45.5 1,782.76

(参考) 自己資本 2021年２月期第２四半期 27,773 百万円 　2020年２月期 26,010 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

2020年２月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00

2021年２月期 ― 20.00

2021年２月期(予想) ― 20.00 40.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．2021年２月期の連結業績予想（2020年３月１日～2021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 70,000 3.2 4,500 5.6 4,800 3.5 3,000 4.5 205.62

(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) 2021年２月期２Ｑ 14,816,692株 2020年２月期 14,816,692株

② 期末自己株式数 2021年２月期２Ｑ 226,943株 2020年２月期 226,785株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年２月期２Ｑ 14,589,848株 2020年２月期２Ｑ 14,589,927株

(注)期末自己株式数及び期中平均株式数の算定上控除する自己株式には、取締役向け株式報酬制度の導入による株式交付信託が保有する当社株

式が含まれています。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

　

※ 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２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、新型コロナウイルス感染症拡大による影響で様々な経済活動が

制限され、企業業績や個人消費が悪化し、緊急事態宣言解除後も経済活動は再開したものの、終息の見通しは立って

おらず、経済へのマイナス影響は長期化することが懸念されております。

当警備業界におきましても、同感染症の拡大により、各種イベントの中止や延期、営業活動の鈍化等、多大な影響

が出ております。一方、お客さまに安全・安心を提供する本業界といたしましては、社員の感染による警備サービス

の提供停止あるいは規模の縮小は、お客さまに多大な影響を及ぼすため、徹底した感染防止対策とその実行に万全の

注意を払う必要があるなど、非常に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、当社グループは中期経営計画「Creative 2023」に基づき、常駐警備と画像関連サービスを活

用した機械警備を融合した新しいビジネスモデルを構築し、マーケットの拡大を図っております。また警備業界を取

り巻く環境変化にも柔軟に対応できるよう、引き続き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、事業を展開しております。

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、大規模な国際イベントの開催延期及びコロ

ナ禍にあっても増収・増益となり、売上高は339億１千６百万円（前年同期比0.9％増）となりました。利益面につき

ましては、営業利益26億２千７百万円（前年同期比24.2％増）、経常利益28億４千１百万円（前年同期比26.5％増）、

親会社株主に帰属する四半期純利益は17億９千１百万円（前年同期比28.7％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、沖縄の海上警備と鉄道関連向けの警備対応が堅調に推移したものの、前年度好調

であった臨時警備の反動により、当第２四半期連結累計期間の売上高は172億４千８百万円（前年同期比6.6％減）

となりました。

機械警備部門につきましては、鉄道関連向けを中心とした画像関連サービスが好調に推移したことから、当第２

四半期連結累計期間の売上高は102億６千万円（前年同期比8.9％増）となりました。

運輸警備部門につきましては、緊急事態宣言下における契約先の休業対応等の影響により、当第２四半期連結累

計期間の売上高は18億８千１百万円（前年同期比2.5％減）となりました。

工事・機器販売部門につきましては、防犯カメラの販売を中心とした画像関連システム及び鉄道系ICカードが利

用できる入退室管理システム「centrics（セントリックス）」などが好調に推移し、当第２四半期連結累計期間の

売上高は36億１千８百万円（前年同期比22.0％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330億８百万円（前年同期比

0.7％増）、セグメント利益（営業利益）は24億円（前年同期比26.5％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９億

７百万円（前年同期比8.9％増）、セグメント利益（営業利益）は２億２千５百万円（前年同期比3.6％増）となり

ました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ22億２千１百万円増加し、594億３千３百万

円（前連結会計年度末比3.9％増）となりました。その主な内容は、現金及び預金の増加６億８千８百万円、投資有

価証券の増加３億３千万円、立替金の増加１億３千４百万円、受取手形及び売掛金の減少５億３千５百万円、未収

警備料の減少２億２百万円などであります。

（負債）

負債は、前連結会計年度末に比べ３億８千万円増加し、297億２千２百万円（同1.3％増）となりました。その主

な内容は、長期借入金の増加14億４千７百万円、預り金の増加２億７千９百万円、買掛金の減少４億４千５百万円、

短期借入金の減少１億８千９百万円などであります。

（純資産）

純資産は、利益剰余金の増加14億９千８百万円、その他有価証券評価差額金の増加２億８千２百万円などによ

り、前連結会計年度末に比べ18億４千万円増加し、297億１千万円（同6.6％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、

前年同四半期連結累計期間に比べ19億９千９百万円増加して、83億８千４百万円となりました。

　（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29億６千２百万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28億３千１百万円、減価償却費12億２千４百万円、売上債権の減少７億３千７百万円、資

金の主な減少要因は、仕入債務の減少４億４千５百万円、未払費用の減少２億８千４百万円、投資有価証券売却益

の減少１億３千３百万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31億５千２百万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30億３千６百万円、無形固定資産の取得による支出３億１千万円、投資有価証券の売却によ

る収入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５億７千１百万円の増加となりました。資金の主な増加要因は、長

期借入金による収入27億円、資金の主な減少要因は、短期借入金の純増額の減少７億６千６百万円、長期借入金の

返済による支出６億７千５百万円、リース債務の返済による支出３億５千６百万円、配当金の支払いによる支出２

億９千２百万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

2021年２月期の連結業績予想につきましては、2020年４月10日に公表した連結業績予想から変更ありません。
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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
(2020年２月29日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,200,122 13,888,216

受取手形及び売掛金 1,398,092 862,498

未収警備料 7,046,594 6,844,568

立替金 2,720,781 2,854,805

貯蔵品 1,748,801 1,723,310

その他 2,942,998 2,876,536

貸倒引当金 △17,685 △13,982

流動資産合計 29,039,705 29,035,953

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 9,329,938 9,384,655

減価償却累計額 △5,164,412 △5,238,567

建物及び構築物（純額） 4,165,526 4,146,088

警報機器及び運搬具 17,469,821 20,001,505

減価償却累計額 △12,914,432 △13,403,644

警報機器及び運搬具（純額） 4,555,389 6,597,860

土地 4,060,250 3,995,633

その他 4,023,358 4,086,929

減価償却累計額 △2,436,333 △2,540,087

その他（純額） 1,587,025 1,546,842

有形固定資産合計 14,368,191 16,286,425

無形固定資産 1,215,476 1,211,869

投資その他の資産

投資有価証券 10,530,678 10,861,035

その他 2,097,173 2,078,401

貸倒引当金 △39,799 △40,349

投資その他の資産合計 12,588,053 12,899,087

固定資産合計 28,171,721 30,397,383

資産合計 57,211,426 59,433,336
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年２月29日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,504,691 2,058,748

短期借入金 3,280,257 3,090,528

１年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払法人税等 935,676 929,498

前受警備料 321,369 323,203

預り金 6,573,089 6,852,150

賞与引当金 1,230,463 1,244,572

役員賞与引当金 57,999 24,270

資産除去債務 5,345 -

その他 5,502,661 4,847,407

流動負債合計 20,511,555 19,470,378

固定負債

社債 100,000 100,000

長期借入金 3,551,965 4,999,376

退職給付に係る負債 310,447 319,141

株式給付引当金 14,985 24,975

資産除去債務 228,141 229,661

その他 4,624,440 4,578,945

固定負債合計 8,829,978 10,252,099

負債合計 29,341,533 29,722,478

純資産の部

株主資本

資本金 2,924,000 2,924,000

資本剰余金 3,006,190 3,006,190

利益剰余金 17,200,897 18,699,418

自己株式 △365,903 △366,555

株主資本合計 22,765,184 24,263,053

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,099,624 3,381,932

退職給付に係る調整累計額 145,450 128,876

その他の包括利益累計額合計 3,245,074 3,510,808

非支配株主持分 1,859,633 1,936,996

純資産合計 27,869,893 29,710,857

負債純資産合計 57,211,426 59,433,336
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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 2019年３月１日
　至 2019年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
　至 2020年８月31日)

売上高 33,614,283 33,916,216

売上原価 26,726,107 26,208,281

売上総利益 6,888,175 7,707,935

販売費及び一般管理費

給料及び手当 1,849,098 1,943,813

賞与引当金繰入額 278,314 357,545

役員賞与引当金繰入額 20,800 24,270

退職給付費用 26,978 39,661

株式給付費用 5,670 9,990

その他 2,591,411 2,705,240

販売費及び一般管理費合計 4,772,272 5,080,520

営業利益 2,115,902 2,627,414

営業外収益

受取利息 181 117

受取配当金 166,097 176,456

受取保険料 49,491 66,325

その他 46,341 44,037

営業外収益合計 262,111 286,937

営業外費用

支払利息 57,523 50,784

支払手数料 72,251 2,519

その他 2,109 19,399

営業外費用合計 131,884 72,703

経常利益 2,246,129 2,841,648

特別利益

固定資産売却益 ― 0

投資有価証券売却益 ― 133,033

特別利益合計 ― 133,034

特別損失

固定資産除売却損 20 44,076

減損損失 ― 99,551

特別損失合計 20 143,628

税金等調整前四半期純利益 2,246,108 2,831,054

法人税、住民税及び事業税 666,899 888,295

法人税等調整額 98,647 33,265

法人税等合計 765,546 921,560

四半期純利益 1,480,562 1,909,493

非支配株主に帰属する四半期純利益 89,102 118,478

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,391,459 1,791,014
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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 2019年３月１日
　至 2019年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
　至 2020年８月31日)

四半期純利益 1,480,562 1,909,493

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,498,479 276,928

繰延ヘッジ損益 109 ―

退職給付に係る調整額 △44,152 △16,640

その他の包括利益合計 1,454,436 260,288

四半期包括利益 2,934,998 2,169,782

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,846,087 2,056,748

非支配株主に係る四半期包括利益 88,911 113,033
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（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 2019年３月１日
　至 2019年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
　至 2020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 2,246,108 2,831,054

減価償却費 1,075,439 1,224,333

減損損失 ― 99,551

受取利息及び受取配当金 △166,278 △176,574

支払利息 57,523 50,784

支払手数料 72,251 2,519

固定資産除却損 66,110 51,800

投資有価証券売却損益（△は益） ― △133,033

売上債権の増減額（△は増加） △399,875 737,619

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,306 25,491

仕入債務の増減額（△は減少） 63,875 △445,943

未払費用の増減額（△は減少） 773,655 △284,688

その他 △255,849 △246,799

小計 3,521,653 3,736,117

利息及び配当金の受取額 166,278 176,574

利息の支払額 △53,579 △51,055

法人税等の支払額 △921,828 △899,070

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,712,523 2,962,565

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） 5,541 △18,205

有形固定資産の取得による支出 △1,087,498 △3,036,380

無形固定資産の取得による支出 △155,591 △310,885

投資有価証券の売却による収入 11,754 229,343

投資有価証券の取得による支出 △6,199 △22,958

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△203,671 ―

貸付金の回収による収入 6,180 6,180

その他 ― 596

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,429,485 △3,152,309

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） 1,200,632 △766,649

長期借入れによる収入 ― 2,700,000

長期借入金の返済による支出 △759,393 △675,668

リース債務の返済による支出 △410,897 △356,981

自己株式の処分による収入 189,000 ―

自己株式の取得による支出 △189,812 △652

配当金の支払額 △291,800 △292,494

非支配株主への配当金の支払額 △19,322 △35,671

財務活動によるキャッシュ・フロー △281,592 571,883

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,001,445 382,139

現金及び現金同等物の期首残高 5,382,700 8,001,879

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,384,145 8,384,018
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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。


