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ⅠⅠⅠⅠ    平成平成平成平成 22221111年年年年３３３３月月月月期期期期    四半期四半期四半期四半期連結財務諸表関係連結財務諸表関係連結財務諸表関係連結財務諸表関係    

 

（百万円未満切捨て） 

１１１１    20202020年年年年９９９９月月月月期期期期のののの連結業績概要連結業績概要連結業績概要連結業績概要（（（（平成平成平成平成20202020年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日～～～～平成平成平成平成20202020年年年年９９９９月月月月33330000日日日日））））    

 

(1) (1) (1) (1) 連結経営成績連結経営成績連結経営成績連結経営成績       （％表示は対前年同四半期増減率）     

 売上高 営業利益 経常利益 

 
百万円    ％  百万円    ％  百万円    ％  

20年９月第２四半期 142,195   (  1.7 ) 5,999     (△32.1 ) 6,850  ( △28.9 ) 

19年９月第２四半期 139,781   (  2.9 ) 8,840     (  5.0 ) 9,630  (   4.4 ) 

2 0年 ３ 月 期 284,996        13,795        14,642        

 

 四半期（当期）純利益 

１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 

たり四半期（当期）純利益 

 
百万円    ％  円  銭  

円  銭  

20年９月第２四半期 2,990  ( △36.2 ) 29   57       29   57     

19年９月第２四半期 4,683  (  △6.9 ) 45   94       45   85     

2 0年 ３ 月 期 7,653               75   07     74   96     

 

(2) (2) (2) (2) 連結財政状態連結財政状態連結財政状態連結財政状態    

 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  

20年９月第２四半期 281,643 155,582 49.0  1,372      48 

19年９月第２四半期 280,044 154,780 49.1  1,349      03 

20年 ３ 月 期 297,396      154,904 46.2   1,356      35 

    

(3) (3) (3) (3) 連結連結連結連結キャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ････フローフローフローフローのののの状況状況状況状況    

 

営 業 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 

財 務 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期 末 残 高 

 百万円  百万円  百万円  百万円  

20年９月第２四半期 2,276    △4,218    △5,460    42,549    

19年９月第２四半期 4,002    △4,606    △6,918    45,069    

2 0年 ３ 月 期 14,986       △8,283    △9,500    49,790    

 

((((4444))))    配当状況配当状況配当状況配当状況    

 １株当たり配当金 

（基準日） 

第１ 

四半期末 

第２ 

四半期末 

第３ 

四半期末 

期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

2 0 年 ３ 月 期  － － 10 00 － － 10 00 20 00 

2 1 年 ３ 月 期  － － 10 00 － － － － 

2 1 年 ３ 月 期（ 予 想）  － － － － － － 10 00 

20 00 
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２２２２    主要項目内訳主要項目内訳主要項目内訳主要項目内訳    

(1)(1)(1)(1)    業務部門別売上業務部門別売上業務部門別売上業務部門別売上          （単位：百万円） 

 

(2)(2)(2)(2)    機械警備契約数推移機械警備契約数推移機械警備契約数推移機械警備契約数推移              （単位：件） 

 

当第２四半期末 

2008/9(A) 

前期末 

2008/3(B) 

対前期末比 

(A-B) 

前第２四半期末 

2007/9(C) 

前々期末 

2007/3(D) 

2007/3末比 

(C-D) 

項目 契約件数 契約件数 増減件数 増減率 契約件数 契約件数 増減件数 増減率 

機械警備業務 498,661 487,228 ＋11,433 ＋2.3% 476,018 462,913 ＋13,105 ＋2.8％ 

法人向け 378,395 372,196 ＋6,199 ＋1.7  366,371 359,344 ＋7,027 ＋2.0 

 

個人向け 120,266 115,032 ＋5,234 ＋4.6  109,647 103,569 ＋6,078 ＋5.9 

    

((((3333))))    財政状態推移財政状態推移財政状態推移財政状態推移                   （単位：百万円） 

 

((((4444))))    連単倍率連単倍率連単倍率連単倍率（個別決算を１とした場合の比率）    

 

当第２四半期 

２００８／９ 

前第２四半期 

２００７／９ 

増 減 

売上高 1.46倍 1.45倍 ＋0.01 

営業利益 3.50 3.36 ＋0.14 

経常利益 1.07 1.29 △0.22 

四半期純利益 0.56 0.83 △0.27 

総資産 1.41 1.43 △0.02 

 

(5)(5)(5)(5) 人員数推移人員数推移人員数推移人員数推移    

 当第２四半期末 

2008/9(A) 

前期末 

2008/3(B) 

対前期末比 

増減数(A-B) 

前第２四半期末 

2007/9(C) 

対前第２四半期末比 

増減数（A-C） 

従業員数（人） 27,068   26,014 ＋1,054 26,113  ＋955  

 

（（（（6666））））    設備投資額設備投資額設備投資額設備投資額・・・・減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費・・・・研究開発費研究開発費研究開発費研究開発費                    （単位：百万円）  

 当第２四半期 

2008/9(A) 

前第２四半期 

2007/9(A) 

前年同期比 

(A-B) 

当期見通し 

2009/3 

設備投資額 4,603 4,660 △57 12,585 

減価償却費 5,295 5,228 ＋66 12,124 

研究開発費 304 258 ＋45 700 

 

 

当第２四半期 

２００８／９ 

前第２四半期 

２００７／９ 

対前年同期比 

項目 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 

セキュリティ事業 130,587 91.8% 129,981 93.0% ＋605 ＋0.5% 

機械警備業務 70,769 49.8 70,885 50.7 △116 △0.2 

常駐警備業務 36,153 25.4 35,950 25.7 ＋203 ＋0.6  

警備輸送業務 23,664 16.6 23,145 16.6 ＋519 ＋2.2 

その他の事業 11,608 8.2 9,800 7.0 ＋1,808 ＋18.5 

合計 142,195 100.0 139,781 100.0 ＋2,414 ＋1.7 

 

当第２四半期末 

2008/9(A) 

前期末 

2008/3(B) 

対前期末比(A-B) 

前第２四半期末 

2007/9(C) 

対前第２四半期末比

(A-C) 

総資産 281,643 297,396 △15,753 280,044 ＋1,598 

純資産 155,582 154,904 ＋678 154,780 ＋801 

自己資本比率(%) (49.0%) (46.2%) （＋2.8 ﾎﾟｲﾝﾄ） (49.1%) (△0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ) 
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３３３３     四 半 期四 半 期四 半 期四 半 期 連 結 損 益 計 算連 結 損 益 計 算連 結 損 益 計 算連 結 損 益 計 算 書書書書【【【【累計期間累計期間累計期間累計期間】】】】    

                

（単位：百万円）

区分 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成 20年４月１日 

   至 平成 20年９月 30日) 

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成 19年４月１日 

   至 平成 19年９月 30日) 

売上高 142,195 139,781 

売上原価 107,071 101,803 

売上総利益 35,124 37,978 

販売費及び一般管理費 29,125 29,138 

営業利益 5,999 8,840 

営業外収益   

受取利息 124 221 

受取配当金 500 551 

持分法による投資利益 122 145 

その他 1,135 995 

営業外収益合計 1,883 1,914 

営業外費用   

支払利息 485 488 

その他 546 635 

営業外費用合計 1,031 1,123 

経常利益 6,850 9,630 

特別利益   

投資有価証券売却益 3 49 

受取移転補償金 － 287 

特別利益合計 3 337 

特別損失   

投資有価証券評価損 673 102 

その他 24 133 

特別損失合計 697 235 

税金等調整前四半期純利益 6,156 9,732 

法人税等 2,743 4,654 

少数株主利益 422 393 

四半期純利益 2,990 4,683 
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（（（（1111））））四半期四半期四半期四半期連結損益計算書連結損益計算書連結損益計算書連結損益計算書    前年同期比較前年同期比較前年同期比較前年同期比較                   （単位：百万円） 

 当第２四半期 

２００８／９ 

前第２四半期 

２００７／９ 

増減額（率） 

当期（計画） 

２００８／９ 

計画対比 

（計画達成率） 

売上高 142,195 100.0%  139,781 100.0%  ＋2,414 ＋1.7% 

142,100  

[145,000] 

100.0% 

[100.0%] 

＋95 

[△2,804] 

100.1% 

  [98.1%] 

売上原価 107,071 75.3 101,803 72.8 ＋5,267 ＋5.2 ― ― ― ― 

売上総利益 35,124 24.7 37,978 27.2 △2,853 △7.5 ― ― ― ― 

販管費 29,125 20.5 29,138 20.9 △12 △0.0 ― ― ― ― 

営業利益 5,999 4.2 8,840 6.3 △2,840 △32.1 

6,000 

 [7,200] 

4.2 

[5.0] 

△0 

[△1,200] 

100.0 

[83.3] 

営業外収益 1,883 1.3 1,914 1.4 △30 △1.6 ― ― ― ― 

営業外費用 1,031 0.7 1,123 0.8 △91 △8.2 ― ― ― ― 

経常利益 6,850 4.8 9,630 6.9 △2,779 △28.9 

6,800 

 [8,100] 

4.8 

[5.6] 

＋50 

[△1,249] 

100.7 

[84.6]  

特別利益 3 0.0 337 0.3 △333 △99.0 ― ― ― ― 

特別損失 697 0.5 235 0.2 ＋462 ＋195.9 ― ― ― ― 

四半期純利益 2,990 2.1 4,683 3.4 △1,693 △36.2 

3,000  

[3,800] 

2.1 

[2.6] 

△9 

[△809] 

99.7 

[78.7] 

(注) 計画の数値は平成 20年 10月 30日公表の業績予想数値を用いております。また、[  ] 内の数値は、平成 20

年５月 15日公表の業績予想数値を用いております。 

    

（（（（2222））））主主主主なななな変動要因変動要因変動要因変動要因    前年同期比較前年同期比較前年同期比較前年同期比較                                            （単位：百万円、％） 

 前年同期比（増減額） 増減率 摘要 

売上高 ＋2,414 ＋1.7% 

機械警備業務           △116 

常駐警備業務          ＋203 

警備輸送業務          ＋519 

その他の事業         ＋1,808 

売上原価 ＋5,267 ＋5.2 

労務費        ＋2,566 

外注費                 ＋449 

賃借リース料           ＋387 

売却・工事原価     ＋897 

売上総利益 △2,853 △7.5  

販管費 △12 △0.0 

広告宣伝費       △453 

人件費         ＋511 

営業利益 △2,840 △32.1  

営業外収益 △30 △1.6  

営業外費用 △91 △8.2  

経常利益 △2,779 △28.9  

特別利益 △333 △99.0 受取移転補償金     △287（当期無し） 

特別損失 ＋462 ＋195.9 投資有価証券評価損    ＋570 

四半期純利益 △1,693 △36.2  

    

    

４４４４    21212121年年年年３３３３月月月月期期期期連結経営成績連結経営成績連結経営成績連結経営成績のののの予想予想予想予想    

（％表示は、通期は対前期増減率）    

 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 

通 期 288,300 ( 1.2 ) 10,200 (△26.1) 11,400 (△22.1 ) 5,100 (△33.4 ) 50 44 

 

※（業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項） 

 １．上記の業績予想は平成 20年５月 15日に公表しました内容から変更しております。詳細につきましては、平成 20

年 11月 11日公表の「業績予想の修正、剰余金の配当及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

２．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。 
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５５５５    四半期四半期四半期四半期連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表（（（（資産資産資産資産のののの部部部部））））    

（単位：百万円）

区分 

当第２四半期連結会計期間末 

(平成 20年９月 30日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成 20年３月 31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 50,120 57,375 

警備輸送業務用現金  35,106  30,839 

受取手形及び売掛金 20,813 22,460 

有価証券 1,417 1,265 

貯蔵品 4,380 4,452 

立替金 39,411 49,776 

その他 8,251 6,272 

貸倒引当金 △250 △229 

流動資産合計 159,251 172,212 

固定資産   

有形固定資産 56,455  57,638 

無形固定資産   

のれん 92 147 

その他 5,188 5,380 

無形固定資産合計 5,281 5,528 

投資その他の資産   

投資有価証券 24,952 27,354 

その他 38,073 37,031 

貸倒引当金 △2,371 △2,369 

投資その他の資産合計 60,654 62,016 

固定資産合計 122,391 125,183 

資産合計 281,643 297,396 

 
（（（（1111））））資産増減資産増減資産増減資産増減（（（（対前期末比対前期末比対前期末比対前期末比））））のののの主主主主なななな内訳内訳内訳内訳    

流動資産（前期末比△12,961） 

 当第２四半期末 

2008/9 

前期末 

2008/3 

前期末比 摘要 

現金及び預金 50,120 57,375 △7,255  

警備輸送業務用現金 35,106 30,839 ＋4,266  

立替金 39,411 49,776 △10,365  

 

固定資産（前期末比△2,792） 

 当第２四半期末 

2008/9 

前期末 

2008/3 

前期末比 摘要 

投資有価証券 24,952 27,354 △2,402  
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（（（（負債負債負債負債・・・・純資産純資産純資産純資産のののの部部部部））））    

（単位：百万円）

区分 

当第２四半期連結会計期間末 

(平成 20年９月 30日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成 20年３月 31日) 

負債の部  

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,073 9,551 

短期借入金 49,685  60,766 

未払法人税等 2,089 1,572 

引当金 1,125 992 

その他 22,486 24,110 

流動負債合計 83,461 96,993 

固定負債   

社債 5,500 6,600 

長期借入金 3,007 4,419 

退職給付引当金 28,199 28,670 

役員退職慰労引当金 1,598 1,575 

負ののれん 81 － 

その他 4,213 4,233 

固定負債合計 42,599 45,498 

負債合計 126,060 142,491 

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,675 18,674 

資本剰余金 32,117 32,117 

利益剰余金 92,696 90,720 

自己株式 △1,973 △919 

株主資本合計 141,515 140,592 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,864 2,310 

土地再評価差額金 △5,395 △5,395 

為替換算調整勘定 △2 △2 

評価・換算差額等合計 △3,533 △3,087 

少数株主持分 17,599 17,399 

純資産合計 155,582 154,904 

負債純資産合計 281,643 297,396 

    

（（（（2222））））負債増減負債増減負債増減負債増減（（（（対前期末比対前期末比対前期末比対前期末比））））のののの主主主主なななな内訳内訳内訳内訳    

流動負債（前期末比△13,532） 

 当第２四半期末 

2008/9 

前期末 

2008/3 

前期末比 摘要 

買掛金 8,073 9,551 △1,477  

短期借入金 49,685 60,766 △11,080  

 

固定負債（前期末比△2,898） 

 当第２四半期末 

2008/9 

前期末 

2008/3 

前期末比 摘要 

社債 5,500 6,600 △1,100  

長期借入金 3,007 4,419 △1,411  

    

 

以 上  


