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環境に優しい植物性
大豆インキを使用し
ております。

古紙配合率100％
再生紙を使用して
おります。
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☞ 「3 部門別の状況（売上高）」へ

株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお

慶び申し上げます。また、平素は、格別のご高配を賜り、厚

く御礼を申し上げます。

さて、近年のわが国は、統計上、治安改善が見られるもの

の、一方で児童が被害者となる凶悪な事件が相次ぎ、安全へ

の不安はまだ根強く残っており、警備のニーズは社会のあら

ゆる分野に広がっております。

このような環境の中で、今中間期の当社グループは、業績

のV字回復を確実なものとするための重要な年として、より

一層の営業力の強化や合理化・効率化策を実施してまいりま

した。

その結果、機械警備・常駐警備・警備輸送のすべての部門

において、売上を伸ばすことができました。

利益面につきましては、警備運用の効率化や資材調達先の

拡大など経営全般にわたるコスト削減を図り、収益基盤の強

化に努めてきた結果、大幅に増加させることができました。

今後とも、当社グループは、お客様の安心・安全を確保す

るために、適切な商品やサービスを提供することで、営業の

拡大や、合理化・効率化を推進し、業績の向上に努めてまい

ります。

株主の皆様におかれましては、何卒今後とも変わらぬご支

援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

2006年12月

代表取締役社長

2 株主の皆様へ

売上高

1,358億33百万円
（前年同期比3.2%増加）

積極的な営業展開と経営全般にわたるコスト改善を図り、増

収増益を達成することができました。
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機械警備業務
法人向け、個人向けの新規契約が増加しました。さらに、銀

行のATM盗撮カメラの防犯システムの売却などもあり、前年
同期比+2.1％の704億円（14億円の増加）となりました。

常駐警備業務
ATM盗撮カメラ対応に伴う臨時警備、大型ショッピング

モール等の受注等により、前年同期比+4.9％の350億円
（16億円の増加）となりました。

警備輸送業務
入金機オンラインシステムとATM総合管理業務の受注台数

の増加により、前年同期比+3.4％の218億円（7億円の増加）
となりました。

その他の業務
AED（自動体外式除細動器）の販売が好調で、前年同期比

+5.5％の86億円（4億円の増加）となりました。

0

300

600

900

1,200

1,500

2007年3月期 
中間期 

（1億円未満四捨五入） 

2006年3月期 
中間期 

2005年3月期 
中間期 

666

317

197

81

690

333

211

82

704

350

218

86

◆売上高（億円） ■機械警備　■常駐警備　■警備輸送　■その他

3 部門別の状況（売上高）

☞ 「5 防犯意識の高まりに対応！」へ

「そのスピードがALSOK品質。」
10月より当社CMをリニューアル！
ガードマンが駆けつけるスピードの速さを当社所属のス

ポーツ選手である「柔道の井上康生選手」と「レスリングの

吉田沙保里選手」の技の切れ味で表現。「ALSOK品質」を

講習会で披露するストーリーに

なっています。

また、前作のCMでコンビを

組んだ二人が、別々にメインで

出演。「井上康生編」「吉田沙保

里編」の2バージョンを放映し

ています。両選手のスピード

感溢れる技とガードマンの「キ

リッ」とした表情が見所になっ

ています。

広報活動

社会貢献活動

当社“あんしん教室”監修の
防犯単行本が大好評！
本年7月8日、当社“あんしん教室”

監修の「カルタで覚える ドラえもん

あんしん・あんぜん教室」が全国書店

で発売になりました。本書の内容は、

子供が危険から身を守るための方法

を、ドラえもんとクイズ形式で遊びな

がら繰り返し学べるようになってお

り、保護者だけではなく学校の先生

からも高い評価をいただいています。

一人でも多くの子供たちを犯罪か

ら守りたいという願いを込めた“あんしん教室”の活動が

形となって生まれたこの本は、新聞やラジオ番組でも注目

の一冊として取り上げられました。

「カルタで覚える ドラえもん
あんしん・あんぜん教室」
キャラクター原作：藤子・F・不二雄
発行：小学館
監修：ALSOKあんしん教室
定価：1,155円（税込み）

4 TOPICS



セキュリティショップとは
あざみ野店の紺野ひとみ

営業係長は、ショップでの販売

について次のように語ってい

ます。

「当店は、人口の増加が著し

い横浜市青葉区、田園都市線

あざみ野駅近くにオープンし

ました。店内では、お客様が『ALSOKホームセキュリティ7

（セブン）』や『ALSOKホームセキュリティX7（エックスセブ

ン）』の操作などを体験していただけるようになっています。

その際、お客様のご要望をお伺いしながら適切なセキュリ

ティアドバイスを行うようにしています。」

5 防犯意識の高まりに対応！
～ALSOKセキュリティショップ紹介～

当社グループでは、首都圏ならびに関西を中心に全
国でALSOKセキュリティショップを展開し、地域のお
客様にホームセキュリティを
体感していただく機会を提
供しています。防犯意識の
高まりから、最近注目され
ているセキュリティショップ
を取材しました。

（2006年10月4日　日本経済新聞より）

ALSOKセキュリティショップ　あざみ野店
神奈川県横浜市青葉区美しが丘5-14-10 ラ・エレガンス1F
0045-901-0911
営業日：年中無休（年末・年始除く）
営業時間：10:00～17:00

☞ 「6 連結財務諸表」へ

変わりゆくセキュリティニーズ
「この地域のお客様は、比較的若い層が多く、20代のお

客様が来店することも珍しくありません。年齢層のせいか、

セキュリティに対するお客様の考え方も変化しているよう

に感じています。以前は『何かあったら困るから』という

漠然とした理由が多かったのに対

し、最近では『空き巣対策をした

い』『不在時の来訪者を確認したい』

などの具体的な目的を持ってセ

キュリティを導入しようというお客

様が増えているようです。いくつ

かのセンサーやカメラを組み合わ

せるなど総合的なアドバイスをす

るケースも増えています。」

地域に根づいたショップとは
迅速かつきめ細やかな対応を心掛けているという紺野

係長は、地域に根づいたセキュリティショップの在り方

も模索中とのこと。

「今後は、この地域のセキュリティに対する意識が向上

していくよう、防犯セミナーなどを企画したいと考えて

います。また、積極的に外出を楽しむ傾向のある団塊世

代に向けても、安心して外出できるセキュリティについ

て知っていただける機会を増やしていきたいです。」

お近くのセキュリティショップにつきましては、当社

ホームページをご覧ください。

http://e-shop.alsok.co.jp/consumer/

security_shop/index.html



区分 第42期中間 第41期中間 第41期
2006/9/30 2005/9/30 2006/3/31

連結貸借対照表（要約） （単位：百万円）

流動資産 143,452 146,476 147,808
固定資産 134,296 132,059 135,020
資産合計 277,749 278,536 282,829

流動負債 73,735 81,632 79,913
固定負債 54,768 57,519 57,077
負債合計 128,504 139,151 136,990
少数株主持分 ― 15,968 16,645
（資本の部）
資本金 ― 17,193 17,830
資本剰余金 ― 31,614 31,811
利益剰余金 ― 76,063 79,642
土地再評価差額金 ― △ 4,976 △ 4,976
その他有価証券評価差額金 ― 3,549 4,911
自己株式 ― △ 26 △ 27
資本合計 ― 123,416 129,193
負債、少数株主持分及び資本合計 ― 278,536 282,829
（純資産の部）
株主資本 133,610 ― ―
資本金 18,093 ― ―
資本剰余金 31,930 ― ―
利益剰余金 83,591 ― ―
自己株式 △ 5 ― ―
評価・換算差額等 △ 1,043 ― ―
その他有価証券評価差額金 4,352 ― ―
土地再評価差額金 △ 5,395 ― ―
少数株主持分 16,677 ― ―
純資産合計 149,244 ― ―
負債純資産合計 277,749 ― ―

区分
第42期中間 第41期中間 第41期
2006/4/1～ 2005/4/1～ 2005/4/1～
2006/9/30 2005/9/30 2006/3/31

連結損益計算書（要約） （単位：百万円）

売上高 135,833 131,597 267,545
売上原価 99,025 98,972 199,144
販売費及び一般管理費 28,387 28,406 56,154
営業利益 8,420 4,218 12,246
営業外損益 802 701 857
経常利益 9,222 4,919 13,102
特別損益 △ 312 △ 643 △ 899
税金等調整前
中間（当期）純利益 8,910 4,275 12,203
法人税、住民税及び事業税 3,393 2,605 4,291
法人税等調整額 ― ― 1,275
少数株主利益 487 555 1,085
中間（当期）純利益 5,029 1,115 5,550

6 連結財務諸表

☞ 「7 個別財務諸表」へ

区分
第42期中間 第41期中間 第41期
2006/4/1～ 2005/4/1～ 2005/4/1～
2006/9/30 2005/9/30 2006/3/31

連結キャッシュ・フロー計算書（要約）（単位：百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,263 11,302 29,106

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 5,562 △ 5,585 △ 14,897

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 8,892 △ 7,260 △ 8,351

現金及び現金同等物の増加・減少（△）額 △ 5,191 △ 1,543 5,857

現金及び現金同等物の期首残高 50,221 44,364 44,364

現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 45,030 42,820 50,221

連結株主資本等変動計算書 （単位：百万円）

（2006年4月1日～2006年9月30日）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2006年3月31日残高 17,830 31,811 79,642 △27 129,258

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 262 115 377

剰余金の配当 △859 △859

役員賞与 △220 △220

中間純利益 5,029 5,029

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 4 22 26

株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額（純額）

中間連結会計期間中の変動額合計 262 119 3,948 21 4,352

2006年9月30日残高 18,093 31,930 83,591 △5 133,610

（単位：百万円）

（2006年4月1日～2006年9月30日）
評価・換算差額等

その他有価証券 土地再評価 評価・換算
評価差額金 差額金 差額等合計 少数株主持分 純資産合計

2006年3月31日残高 4,911 △4,976 △64 16,645 145,839

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 377

剰余金の配当 △859

役員賞与 △220

中間純利益 5,029

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 26

株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額（純額） △559 △418 △978 31 △946

中間連結会計期間中の変動額合計 △559 △418 △978 31 3,405

2006年9月30日残高 4,352 △5,395 △1,043 16,677 149,244



区分 第42期中間 第41期中間 第41期
2006/9/30 2005/9/30 2006/3/31

個別貸借対照表（要約） （単位：百万円）

流動資産 101,001 104,919 105,458

固定資産 92,942 94,172 94,628

資産合計 193,943 199,091 200,087

流動負債 57,651 65,888 64,923

固定負債 38,449 42,909 41,670

負債合計 96,101 108,797 106,593

（資本の部）

資本金 ― 17,193 17,830

資本剰余金 ― 28,820 29,017

利益剰余金 ― 46,076 47,223

土地再評価差額金 ― △ 4,976 △ 4,976

その他有価証券評価差額金 ― 3,184 4,403

自己株式 ― △ 4 △ 4

資本合計 ― 90,294 93,493

負債及び資本合計 ― 199,091 200,087

（純資産の部）

株主資本 99,231 ― ―

資本金 18,093 ― ―

資本剰余金 29,133 ― ―

利益剰余金 52,010 ― ―

自己株式 △5 ― ―

評価・換算差額等 △1,388 ― ―

その他有価証券評価差額金 4,006 ― ―

土地再評価差額金 △5,395 ― ―

純資産合計 97,842 ― ―

負債純資産合計 193,943 ― ―

7 個別財務諸表

☞ 「8 株主様向けイベントを振り返って」へ

区分
第42期中間 第41期中間 第41期
2006/4/1～ 2005/4/1～ 2005/4/1～
2006/9/30 2005/9/30 2006/3/31

個別損益計算書（要約） （単位：百万円）

売上高 94,244 90,466 185,109
売上原価 70,203 70,233 142,221
販売費及び一般管理費 20,284 20,627 40,298
営業利益又は損失（△） 3,756 △ 394 2,589
営業外損益 3,506 3,095 3,042
経常利益 7,261 2,700 5,632
特別損益 △ 310 △ 468 △ 707
税引前中間（当期）純利益 6,951 2,231 4,924
法人税、住民税及び事業税 1,265 521 322
法人税等調整額 ― ― 890
中間（当期）純利益 5,686 1,710 3,712

個別株主資本等変動計算書 （単位：百万円）

（2006年4月1日～2006年9月30日）
株主資本

資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金

資本 資本剰余金 利益 特別償却 別途 繰越利益
資本金 準備金 合計 準備金 準備金 積立金 剰余金

2006年3月31日残高 17,830 29,017 29,017 792 18 14,000 32,412
中間会計期間中の変動額
新株の発行 262 115 115
特別償却準備金の取崩 △8 8
剰余金の配当 △860
役員賞与 △39
中間純利益 5,686
自己株式の処分
株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純額）

中間会計期間中の変動額合計 262 115 115 － △8 － 4,795
2006年9月30日残高 18,093 29,133 29,133 792 10 14,000 37,207

（単位：百万円）

（2006年4月1日～2006年9月30日）
株主資本 評価・換算差額等

利益剰余金 その他 評価・換算
利益剰余金 株主資本 有価証券 土地再評価 差額等 純資産
合計 自己株式 合計 評価差額金 差額金 合計 合計

2006年3月31日残高 47,223 △4 94,066 4,403 △4,976 △573 93,493
中間会計期間中の変動額
新株の発行 377 377
特別償却準備金の取崩 － － －
剰余金の配当 △860 △860 △860
役員賞与 △39 △39 △39
中間純利益 5,686 5,686 5,686
自己株式の処分 △0 △0 △0
株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純額） △396 △418 △815 △815

中間会計期間中の変動額合計 4,787 △0 5,164 △396 △418 △815 4,349
2006年9月30日残高 52,010 △5 99,231 4,006 △5,395 △1,388 97,842



☞ 「10 会社概要」へ

「東京ガードセンター見学会と親子の防犯
教室」を振り返って

去る8月26日に、株主様ならびにご同伴の小学生を

対象として、東京杉並区の当社東京ガードセンターで

「東京ガードセンター見学会と親子の防犯教室」を開催

しました。

まず首都東京の安全・安心を守る東京ガードセンター

を見学いただいた後、小学校の低学年と高学年の2つの

コースに分けて親子の防犯教室を行いました。

見学会では、ガードセンターのシステムやリアルタイ

ムでの犯罪状況、またリスク管理の体制などを興味を

もって見学いただきました。

また、防犯教室では、防犯について親子で一緒に考え、

発表いただくなど、和やかな雰囲気のなか、楽しいひと

時を過ごしていただきました。特に本物のガードマンの

装備に実際に触れた子供たちの嬉しそうな表情が印象的

で、安全に対する意識を高めてもらいながら、夏休みの

楽しい思い出を作ってもらうことができました。今後も

このようなイベントを通じて、当社へのご理解も深めて

いただければと考えております。

8 株主様向けイベントを振り返って

東京ガードセンター見学の模様 防犯教室の模様

● 発行可能株式総数 300,000,000株
● 発行済株式の総数 101,483,442株
● 株主数 9,055名
● 大株主
株主名 持株数（株）出資比率（%）

村井恒夫（注）1 9,067,923 8.93
綜合商事（株） 7,388,680 7.28
綜合警備保障従業員持株会 5,893,630 5.80
日本マスタートラスト信託銀行（株）（信託口） 5,318,700 5.24
埼玉機器（株） 5,283,980 5.20
日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口） 5,050,600 4.97
みずほ信託退職給付信託みずほ銀行口（注）2 4,261,400 4.19
ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドン 4,139,061 4.07
東京海上日動火災保険（株） 3,420,313 3.37
村井　温 2,948,674 2.90

■個人等 

■金融機関 

■その他国内法人 

■外国法人等 

■証券会社他 

29,488千株
29.1%

38,025千株
37.5%
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21.0%
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0

1,000

500

1,500

2,000

2,500

3,000

0

1,000

1,500

2,000

2,500

11
2005

12 1
2006

2 3 4 5 6 7 8 9 10

（万株） （円） 
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◆ 株価チャート・出来高推移

◆ 所有者別状況（株式数）

☞ 「10 会社概要」へ

9 株式の状況
（2006年9月30日現在）

（注）1 かまくら商事株式会社名義で所有している株式250万株（2.46%）を含めて表
示しております。

（注）2 みずほ信託退職給付信託みずほ銀行口の所有株式は、株式会社みずほ銀行が退職
給付信託として拠出したものであります。なお、当社は株式会社みずほ銀行の持
株会社である、株式会社みずほフィナンシャルグループの株式1,180株（出資比
率0.0%）、優先株式2,000株（出資比率0.0%）を保有しております。



社　名：綜合警備保障株式会社

（SOHGO SECURITY SERVICES CO., LTD.）

本　社：東京都港区元赤坂1-6-6

設　立：1965年7月16日

資本金：18,093百万円（2006年9月30日現在）

代表者：代表取締役社長　村井　温（むらい　あつし）

事業所：本社・5事業本部・58支社・44支店・225営業所

（2006年12月1日現在）

取締役および監査役（2006年12月1日現在）

取 締 役 会 長：村井 恒夫

代表取締役社長：村井 温

代 表 取 締 役：益田 兼弘

代 表 取 締 役：田村 彰

取　　締　　役：橋尾 志良

取　　締　　役：市川 顕

取　　締　　役：菅野 明

常 勤 監 査 役：染谷 卓美

常 勤 監 査 役：大泉 和正

常 勤 監 査 役：伊藤 治俊

監　　査　　役：陰山 照男

執行役員（2006年12月1日現在）

社　　　　　長：村井 温

上席常務執行役員：益田 兼弘

上席常務執行役員：田村 彰

常務執行役員：松本 智

常務執行役員：大西 明

常務執行役員：大野 宏

常務執行役員：橋尾 志良

常務執行役員：澤村 章三

常務執行役員：萩原 宏樹

常務執行役員：佐藤 紘

常務執行役員：市川 顕

執行役員：森本 榮一

執行役員：山田 啓

執行役員：谷　 藤平

執行役員：松本 誠一

執行役員：中島 英夫

執行役員：佐藤 訓行

執行役員：矢村 敏夫

10 会社概要

世界レスリング選手権　
吉田沙保里選手、伊調千春選手
そろって金メダル！

中国・広州に

て 開 催 さ れ た

2006年世界レ

スリング選手権

大会（9月25日

～10月1日）で、

当社所属の吉田

沙保里選手（女子

55kg級）、伊調千春選手（女子48kg級）が、ともに

金メダルを獲得しました。

日本女子選手の先陣を切って登場した伊調選手は、

順調に勝ち進み、決勝戦で昨年の世界チャンピオン

を相手に優勝を決めました。

一方、吉田選手は優勝して当然という雰囲気の中

で、慎重さを滲ませながらも堂々優勝を決め、国際

大会の連勝記録を101連勝と伸ばしました。

今後、ALSOKレスリング部は北京オリンピック

に向けて、皆様のご期待に添えますよう頑張ります

ので、なお一層のご声援を宜しくお願いいたします。

スポーツ

同封のアンケートにお答えいただいた株主様100名

に、ALSOK貴重品輸送車のミニカー（販売元：株

式会社タカラトミー）をプレゼントいたします。ア

ンケートへのご協力をお

願いいたします。

※応募者多数の場合には抽選とさせ
ていただきます。
※プレゼントの当選は、賞品の発送
をもって換えさせていただきます。
※締め切りは年内の消印有効で、発
送は1月中旬を予定しております。

ALSOKミニカーをプレゼント！

11 ALSOK NEWS

JOC/JWF-005
（写真左：吉田沙保里選手　右：伊調千春選手）


