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株主の皆様には、平素から格別のご高配を賜り、厚く
御礼申し上げます。
当社グループの第50期（2014年4月1日～2015年

3月31日）の概況についてご報告申し上げます。

▶ 事業環境について
当連結会計年度における我が国経済は、消費税増税

後の個人消費への影響等により、一部で弱い動きもみ
られましたが、企業収益、雇用情勢・個人所得環境の改
善傾向が続き、企業部門を中心に緩やかな回復基調と
なりました。海外経済についても回復傾向にあります
が、欧米や新興国等の経済動向や、中東諸国等における
治安情勢に、引き続き注視していく必要があります。
国内の治安情勢につきましては、子供や女性を狙っ

た犯罪、高齢者を狙った特殊詐欺、個人情報をめぐる問
題等が後を絶たず、また、自然災害への備えも必要と

なってきており、社会が求める安全安心へのニーズは
多様化していると認識しております。

▶ 決算概要について
このような情勢の中で当社グループにおきまして
は、主力であるセキュリティ事業の強化に加え、介護
事業やビルメンテナンス事業等、警備業と親和性の高
い分野への事業の拡大を図りました。また、事務部門
および運用部門の業務集約化によるコスト削減に取り
組みました。
以上の結果、当連結会計年度における当社グループ
の連結業績は、売上高は3,657億49百万円（前年同期
比11.4%増）、営業利益は229億71百万円（前年同期
比21.3%増）、経常利益は247億円（前年同期比19.1%
増）、当期純利益は135億34百万円（前年同期比23.5%
増）となり、5期連続で増収増益を達成しました。

株主の皆様へ

代表取締役会長
最高経営責任者（CEO）

代表取締役社長
最高執行責任者（COO）

青山　幸恭村井　温
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▶ 重点施策について
賃貸住宅向けセキュリティ「HOME ALSOKアパー

ト・マンションプラン」や高齢者向けサービス「HOME 
ALSOKみまもりサポート」等個人向けブランド「HOME 
ALSOK」の売上拡大に努めるとともに、テナントビル向
けの「ALSOK-FM（ファシリティマネジメント）サポー
ト」、飛行ロボットを活用したメガソーラー発電施設向
けサービス、お客様自身でお客様のご自宅を守る
「HOME ALSOKアルボeye」等の新サービスを順次発
売しました。
また、M＆Aにつきましては、期初に「ALSOK双栄株

式会社」および「日本ビル・メンテナンス株式会社」を子
会社化したことに加え、介護事業会社である「株式会社
ＨCM」、「有限会社あんていけあ」および「ALSOKあん
しんケアサポート株式会社」を子会社化し、事業領域の
拡大に努めました。

海外展開につきましては、進出日系企業のセキュリ
ティ需要に応えるため、ミャンマーにALSOKコンサル
ティングタイランドの支店を設立しました。今後も海
外でのセキュリティ需要に対応すべく、海外拠点の充
実を図ってまいります。

▶ 今期の見通し
当社グループの第51期の連結業績予想は、売上高
4,050億円（前年同期比10.7%増）、営業利益294億円
（前年同期比28.0%増）、経常利益310億円（前年同期
比25.5%増）、親会社株主に帰属する当期純利益170
億円（前年同期比25.6%増）を見込んでおります。

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。
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冠水時

TOPICS

ALSOKは、自動で異常を通報したり、安否確認や通話
ができるモバイルみまもりセキュリティ「まもるっく」を、
2015年6月から販売開始しました。
端末に内蔵したセンサーにより、ご高齢者の「転倒」や

「ライフリズム異常」を感知、自動でALSOKに通報し、
監視センターが安否を確認します。また、GPSを利用し
た「エリア出入通知機能」を活用して、お子様が学校や塾
等に出入したことをメールでお知らせしたり、女性が自
宅に無事帰宅できたかをメールでお知らせしたり、ご高
齢者の徘徊をメールでお知らせするなど、ご高齢者、お
子様、女性が、自身で操作することなく、「屋外での見守
り」を可能にしたことが特長の商品です。

ALSOKは自治体等の道路管理者に対し、アンダーパス（※）における冠水事故
防止を支援する「アンダーパス監視サービス」の提供を、2015年1月から開始し
ました。
近年、「ゲリラ豪雨」と呼ばれる予報が困難な局地的集中豪雨や、台風などの大雨

による道路の冠水被害が発生しており、雨水が集中しやすい構造であるアンダー
パスでは、雨水の深さが分からず車両が進入、水没する事故も発生しています。
当サービスは、気象情報・危険水位を検知する冠水センサー・監視カメラ等
により、アンダーパスの状況をいち早く確認して関係者への緊急連絡を行うほ
か、自治体からの依頼に応じて道路遮断機を遠隔操作し、車両の冠水事故を防
止します。

ゲリラ豪雨で冠水した道路での車両水没事故を未然防止

「アンダーパス監視サービス」の提供開始について

ご高齢者の転倒や徘徊、女性・子供の連れ去りなど、大切な人を守る

モバイルみまもりセキュリティ「まもるっく」新発売！

利用者
（端末所持者）

利用者
（見守り）

指定発信先

ガードセンター経由

④かけつけ依頼

③電話連絡（緊急連絡・報告）

電話連絡

コールセンター（健康相談）
110番・119番
118番（海上）

電話連絡（端末から発信）

⑥かけつけ
⑤かけつけ指示

通 報

データ 連携

②状況確認（音声通話）

②メール通知

　位置検索・履歴確認など

ガードマン

消防署等

HOME 
ALSOK
Webサイト
（まもるっく）

かけつけサービス
お客様サポート
（監視センター）

通報要因
発生

※アンダーパスとは 幹線道路や鉄道路線等と一般道路が立体交差している場所で、
　下側を通る道路が周辺の土地より低くなっている部分のことです。

①異常通報
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ALSOKは、2015年1月19日付にて、アズビル株式会
社との間で、同社の100%子会社であるアズビルあんし
んケアサポート株式会社（以下「ACS」）の全ての株式を取
得する契約を締結いたしました。
高齢者向けサービスの充実・強化は、個人向けブランド

「HOME ALSOK」のなかでも最重要領域と位置づけ、当
社では、これまでも「みまもりサポート」や「るすたくサー
ビス」等の商品開発や、介護サービス事業への参入を図る
とともに、株式会社HCMの株式取得等の拡大取組を進め
てまいりました。今般のACS株式取得もこれらの取組の
一環と位置づけております。
ACSは、アズビル株式会社の子会社として、計測・制御
の技術と心のこもった人の手による行き届いたサービス
で、生活の場・介護・健康支援で、お客様に安心・安全を
提供することを目指してこられました。このような方針
のもと、第一に、民間の緊急通報事業者の草分け的存在と

して、日本全国で約7万名のサービス利用者に対する緊
急時対応や医師・看護師等による専門的健康相談対応お
よび各種健康支援サービスを提供する「あんしんセンター
事業」を、第二に、首都圏を中心に、訪問介護・デイサービ
ス・グループホーム・福祉用具レンタル等を提供する「介
護サービス事業」を展開しておられます。
当社グループは、新たに加わったACSを含めたグルー

プ経営資源を最大限に活用し、事業の発展・拡大と企業価
値の向上を目指してまいります。

ALSOKは、レスリングの吉田沙保里選手と伊調馨選手、柔道の中矢力選手のALSOK所属3選手とALSOKのガードマ
ンたちが出演する新しいテレビCM「ALSOK その想い」篇の放映を、2015年4月より開始しました。
住宅街を背に吉田選手、伊調選手、中矢選手とALSOKのガードマン、そし
て街で暮らす家族が横に並び、吉田選手の「♪守りたい」という独唱を皮切り
に、力強い大合唱を披露します。リズミカルなハンドクラップ（手拍子）とと
もに、ホームセキュリティに込めた“みんなを「守りたい」”という熱い想いを
メロディにのせてお届けするストーリーです。

吉田 沙保里選手、伊調 馨選手、中矢 力選手ALSOK所属の3選手が今度は“歌”に挑戦！！
新テレビCM「ALSOK その想い」篇

ALSOKあんしんケアサポート株式会社の子会社化に関するお知らせ

新ＣＭ
紹介 

株式取得会社の概要

会社名 ALSOKあんしんケアサポート株式会社
（旧アズビルあんしんケアサポート株式会社）

事業所数

介護サービスセンター 31箇所
福祉用具センター 7箇所
デイサービスセンター 10箇所
グループホーム 1箇所
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業務別の状況

前期比

売上高

法人向けサービスでは、画像監視によるオンライン警備システム
「ALSOK-GV（ジーファイブ）」の販売を推進し、さらに「ALSOK-FM（ファ
シリティマネジメント）サポート」を商品ラインアップに加え、積極的
な営業を展開しました。個人向けサービスでは、「HOME ALSOK アパー
ト・マンションプラン」や「HOME ALSOK みまもりサポート」の受注が
増加、「HOME ALSOK アルボeye」も順調に売上を伸ばしています。

流通や小売業等の売上金やつり銭等の管理をトータルサポー
トする「入金機オンラインシステム」の売上が順調に推移しまし
た。また、ATM等の運営・管理をトータルで行う「ATM綜合管理
システム」の契約も堅調に伸びました。

大手製造業の工場や都心の大型ビル等の大型常駐警備の新規
受注が順調に推移したほか、公的機関等からの臨時警備受注も
増加しました。

ALSOK双栄株式会社および日本ビル・メ
ンテナンス株式会社の連結子会社化が売上
の拡大に寄与するとともに、ビル・マンショ
ン等の施設の維持・管理・運営に関するニー
ズにトータルでお応えする体制が充実し、
売上が増加しました。

高齢者向けサービスを最重要の領域の一
つとして位置づけ、２０１２年１０月より介護
事業を展開しています。今期は、新たに株式
会社HCM、ALSOKあんしんケアサポート株
式会社等が当社グループに加わり、売上が大
幅に増加しました。

▶綜合管理・防災事業 ▶介護事業・その他

セキュリティ事業

売上構成比
1.7%

62億円

94.8％

売上高

前期比
売上構成比
43.9%

1,604億円

5.6％ UP

前期比

売上高

売上構成比
24.2%

884億円

14.4％ UP

前期比

売上高

売上構成比
14.3%

523億円

2.5％ UP

前期比

売上高

売上構成比
15.9%

583億円

30.1％ UP UP

機械警備業務

常駐警備業務

警備輸送業務

5
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連結財務諸表（要旨）および個別財務諸表

連結貸借対照表
第50期
2015/3/31

第49期
2014/3/31

（資産の部）

流動資産 210,445 199,458

現金及び預金 46,113 43,161

警備輸送業務用現金 96,760 98,579

受取手形及び売掛金 44,020 36,055

その他 23,794 21,873

貸倒引当金 △243 △211

固定資産 163,418 143,036

有形固定資産 71,704 68,225

無形固定資産 16,853 6,151

投資その他の資産 74,859 68,659

投資有価証券 38,629 34,466

その他 36,782 35,046

貸倒引当金 △552 △853

資産合計 373,863 342,495

（単位：百万円）

第50期
2015/3/31

第49期
2014/3/31

（負債の部）

流動負債 130,464 114,322

支払手形及び買掛金 23,946 21,069

短期借入金 59,538 56,472

未払法人税等 4,232 4,203

引当金 1,647 1,310

その他 41,100 31,266

固定負債 39,035 47,968

負債合計 169,500 162,290

（純資産の部）

株主資本 179,557 163,766

資本金 18,675 18,675

資本剰余金 32,117 32,117

利益剰余金 130,753 114,961

自己株式 △1,989 △1,988

その他の包括利益累計額 1,389 △5,475

少数株主持分 23,415 21,914

純資産合計 204,363 180,205

負債純資産合計 373,863 342,495
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連結財務諸表（要旨）および個別財務諸表

連結損益計算書 （単位：百万円）

第50期
2014/4/1～
2015/3/31

第49期
2013/4/1～
2014/3/31

売上高 365,749 328,209
売上原価 276,116 248,900

売上総利益 89,632 79,308
販売費及び一般管理費 66,660 60,375

営業利益 22,971 18,932
営業外収益 3,217 3,124
営業外費用 1,488 1,311

経常利益 24,700 20,745
特別利益 16 258
特別損失 63 92

税金等調整前当期純利益 24,653 20,911
法人税等 9,780 8,853
少数株主損益調整前当期純利益 14,872 12,057
少数株主利益 1,337 1,102

当期純利益 13,534 10,955

連結包括利益計算書 （単位：百万円）

第50期
2014/4/1～
2015/3/31

第49期
2013/4/1～
2014/3/31

少数株主損益調整前当期純利益 14,872 12,057
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 2,413 1,761
土地再評価差額金 33 ―
為替換算調整勘定 29 7
退職給付に係る調整額 4,416 ̶
持分法適用会社に対する持分相当額 335 81
その他の包括利益合計 7,228 1,850

包括利益 22,100 13,908
（内訳）
親会社株主に係る包括利益 20,400 12,736
少数株主に係る包括利益 1,700 1,171

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

第50期
2014/4/1～
2015/3/31

第49期
2013/4/1～
2014/3/31

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,666 21,056
投資活動によるキャッシュ・フロー △24,295 △16,701
財務活動によるキャッシュ・フロー 6,596 △9,142
現金及び現金同等物に係る換算差額 40 2
現金及び現金同等物の
増減額（△は減少） 2,007 △4,785

現金及び現金同等物の期首残高 35,791 40,541
新規連結に伴う現金及び
現金同等物の増加額 ― 36
非連結子会社との合併に伴う
現金及び現金同等物の増加額 177 ̶

現金及び現金同等物の期末残高 37,976 35,791

詳細な財務情報のご案内

当社の財務状況に関する詳細な情報につきましては、当社
ウェブサイト「株主・投資家情報」→「IRライブラリ」をご参照
ください。決算短信、有価証券報告書、決算説明会資料、アニュ
アルレポートなど、各種IR資料を揃えております。

http://www.alsok.co.jp/ir/library/index.html
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連結株主資本等変動計算書 （単位：百万円）

（2014年4月1日～2015年3月31日） 株主資本 その他の包括利益累計額

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合計

その他有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

少数株主
持分 純資産合計

当期首残高 18,675 32,117 114,961 △1,988 163,766 5,969 △5,343 46 △6,148 △5,475 21,914 180,205
会計方針の変更による
累積的影響額 5,776 5,776 190 5,966

会計方針の変更を反映した
当期首残高 18,675 32,117 120,738 △1,988 169,542 5,969 △5,343 46 △6,148 △5,475 22,104 186,171

当期変動額
剰余金の配当 △3,518 △3,518 △3,518
当期純利益 13,534 13,534 13,534
自己株式の取得 △0 △0 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 2,266 49 126 4,423 6,865 1,311 8,176

当期変動額合計 ― ― 10,015 △0 10,015 2,266 49 126 4,423 6,865 1,311 18,192
当期末残高 18,675 32,117 130,753 △1,989 179,557 8,235 △5,293 173 △1,725 1,389 23,415 204,363

個別貸借対照表 （単位：百万円）

第50期
2015/3/31

第49期
2014/3/31

（資産の部）
流動資産 142,833 142,853
固定資産 123,386 103,583
資産合計 266,220 246,437

（負債の部）
流動負債 104,192 95,709
固定負債 20,744 26,010
負債合計 124,937 121,719
（純資産の部）
株主資本 139,477 124,693
評価・換算差額等 1,806 24
純資産合計 141,283 124,717
負債純資産合計 266,220 246,437

個別損益計算書 （単位：百万円）

第50期
2014/4/1～
2015/3/31

第49期
2013/4/1～
2014/3/31

売上高 213,006 200,635
売上原価 157,078 151,631
販売費及び一般管理費 43,788 40,853
営業利益 12,139 8,150
営業外収益 9,615 10,708
営業外費用 1,279 1,122
経常利益 20,475 17,736
特別利益 151 1,306
特別損失 448 31
税引前当期純利益 20,178 19,011
法人税等 5,470 4,096
当期純利益 14,708 14,915
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　2014年12月21日から3日間、代々木第二体育館において開催された「平成26年度天
皇杯全日本レスリング選手権大会」においてALSOKから8名の選手が出場し、松本篤史選
手（フリースタイル86kg級）、高谷惣亮選手（フリースタイル74kg級）、金久保武大選手（グ
レコローマンスタイル75kg級）、伊調馨選手（女子58kg級）、吉田沙保里選手（女子53kg級）
が優勝、音泉秀幸選手（グレコローマンスタイル66kg級）が準優勝の成績を収めました。
　なお、高谷選手は、左ひざ靭帯を断裂するというアクシデントにもかかわらず大会4連覇
を達成し、最優秀選手に与えられる天皇杯を受賞しました。

　2014年12月5日から3日間、東京体育館において開催された「柔道グランドスラム東
京2014」に、ALSOKから4名の選手が出場しました。本大会は、日本で行われる唯一の国
際大会であり、強豪選手がひしめく中、田知本遥選手（女子70kg級）が銀メダル、田知本愛
選手（女子78kg超級）が銅メダルを獲得しました。

　2014年11月20日、和歌山県片男波公園健康館において開催された「レディースカップ
第6回全日本女子選抜ウエイトリフティング選手権大会」にALSOKからウエイトリフティ
ング強化選手の松本潮霞選手が出場し、見事優勝しました。本大会においては、松本選手が大
学時代に出した「スナッチ86kg」が大会記録となっており、当日はそれを１kgでも上回るこ
とを目標に試合に臨み、その結果「スナッチ87kg」を記録し、見事に目標を達成しました。

高谷 惣亮選手

　ALSOKは、2015年3月に射撃部を設立し、4月1日付で湯浅菜月選手がスポーツ
強化選手として入社しました。
　なお、湯浅選手は、4月25日から2日間、静岡県藤枝市において開催された「全日本
選抜ライフル射撃競技大会」に出場し、日本新記録を出して見事優勝しました。

射撃部の
設立について

天皇杯全日本レスリング選手権大会において、ALSOKの5選手が優勝しました！

グランドスラム・東京2014において、
田知本遥選手が銀メダル、田知本愛選手が銅メダルを獲得しました！

レディースカップ第6回全日本女子選抜ウエイトリフティング選手権大会において、
松本潮霞選手が優勝しました！

レ
ス
リ
ン
グ

柔 

道

田知本 遥選手

ウ
エ
イ
ト
リ
フ
テ
ィ
ン
グ 松本 潮霞選手

湯浅 菜月選手

皆様の温かいご声援、ありがとうございました。

ALSOKスポーツ活動
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会社概要（2015年4月1日現在）

株価チャート・出来高推移

所有者別状況（株式数）

発行可能株式総数 300,000,000株
発行済株式の総数 102,040,042株

（自己株式　1,506,619株を含む）
株 主 数 10,746名
大株主（上位10名）
株主名 持株数（千株）持株比率（%）
綜合商事（株） 7,388 7.34
綜合警備保障従業員持株会 5,504 5.47
日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口） 5,341 5.31
埼玉機器（株） 5,283 5.25
みずほ信託銀行（株）退職給付信託みずほ銀行口
再信託受託者資産管理サービス信託銀行（株） 4,261 4.23

かまくら商事（株） 4,150 4.12
損害保険ジャパン日本興亜（株） 3,441 3.42
東京海上日動火災保険（株） 3,420 3.40
日本マスタートラスト信託銀行（株）（信託口） 3,080 3.06
村井 温 2,985 2.96
注：持株比率は自己株式（1,506,619株）を控除して計算しております。

社　名：綜合警備保障株式会社
（SOHGO SECURITY SERVICES CO., LTD.）

本　社：〒107-8511 東京都港区元赤坂1-6-6
設　立：1965年7月16日
資本金：18,675百万円
事業所：本社・10地域本部・65支社・40支店・

229営業所

社長執行役員 青山 幸恭
常務執行役員 宮澤 裕一
常務執行役員 原 　清美
常務執行役員 栗林 誠良
常務執行役員 穂苅 裕久
常務執行役員 大谷 　啓
常務執行役員 川口 正廣
常務執行役員 栢木 伊久二
常務執行役員 村井 　豪
常務執行役員 野村 茂樹
常務執行役員 寺尾 政志

執 行 役 員 桑原 英治
執 行 役 員 米子 幸夫
執 行 役 員 吉岡 俊郎
執 行 役 員 八木 雅人
執 行 役 員 本庄 信一
執 行 役 員 黒木 重義

取締役および監査役（2015年6月25日現在）

代表取締役会長
最高経営責任者（CEO）.................................... 村井 　温
代表取締役社長
最高執行責任者（COO） .................................. 青山 幸恭
取　締　役 ........................................................ 宮澤 裕一
取　締　役 ........................................................ 原 　清美
取　締　役 ........................................................ 栗林 誠良
取　締　役 ........................................................ 穂苅 裕久
取　締　役（社外） ............................................ 宮本 盛規
取　締　役（社外） ............................................ 竹花 　豊
常勤監査役（社外） ............................................ 上野山 実
常勤監査役 ........................................................ 龍口 真樹
監　査　役（社外） ............................................ 大岩 武史
監　査　役（社外） ............................................ 渡辺 郁洋

執行役員（2015年6月25日現在）

（2015年3月31日現在）

個人･その他
金融機関
その他国内法人
外国法人等
自己株式
証券会社

22,127千株
21.7%

36,485千株
35.8%

24,744千株
24.2%

16,411千株
16.1%

764千株
0.7%

1,506千株 1.5%

0

2,000

4,000

6,000
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株主メモ

住所変更、単元未満株式の買取等のお申出先について

株主様の口座のある証券会社にお申し出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株
主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式
会社にお申し出ください。

未払配当金の支払いについて

株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申し出く
ださい。

配当金計算書について

配当金お支払いの際に送付しております「配当金計算書」は、
租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねておりま
す。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただく
ことができます。確定申告をなされる株主様は大切に保管くだ
さい。
ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様に
つきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われま
す。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証
券会社にご確認をお願いします。

事　業　年　度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会 毎年6月下旬

基　　準　　日 定時株主総会・期末配当　毎年3月31日
中間配当　毎年9月30日

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

郵便物送付先 〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

（電話照会先） 電話0120-782-031（フリーダイヤル）
 

お問い合わせ先
株式事務に関するお問い合わせ
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
TEL：0120-782-031（フリーダイヤル）
綜合警備保障株式会社　総務部総務課
TEL：03-5410-4428
E-mail：soumu@alsok.co.jp

事業内容に関するお問い合わせ
綜合警備保障株式会社　IR室
TEL：03-3423-2331
FAX：03-3470-1565
E-mail：alsok-ir@alsok.co.jp

ALSOKホームページ　http://www.alsok.co.jp/

環境に優しい植物性大豆インキを
使用しております。
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