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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期第2四半期 154,118 4.4 7,075 11.7 7,829 8.6 4,207 45.6
24年3月期第2四半期 147,569 6.8 6,336 △7.3 7,208 △5.8 2,890 △18.5

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 5,033百万円 （73.3％） 24年3月期第2四半期 2,904百万円 （△6.5％）

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

25年3月期第2四半期 41.85 ―

24年3月期第2四半期 28.75 ―

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

25年3月期第2四半期 281,617 169,332 52.9 1,482.86
24年3月期 283,593 165,634 51.3 1,446.93

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  149,078百万円 24年3月期  145,465百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

24年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
25年3月期 ― 11.00

25年3月期（予想） ― 11.00 22.00

3. 平成25年3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 
 

（％表示は、対前期増減率） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

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 315,000 3.4 12,500 15.6 14,100 12.3 7,300 87.0 72.61



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、［添付資料］３ページ「２．サマリー情報
（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご参照ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表
に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 
 なお、業績予想に関する事項は、［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）連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 102,040,042 株 24年3月期 102,040,042 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 1,505,754 株 24年3月期 1,505,754 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 100,534,288 株 24年3月期2Q 100,534,432 株



  

  

※ 当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催いたします。説明会で配布する資料は説明会開催後速やかに当社

ホームページにて掲載する予定です。 

・平成24年11月２日（金）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、欧州政府債務危機の主要国への広がりからくる世界景気の後

退や新興国の景気減速の影響を受け、東日本大震災からの復興需要を背景に回復しつつあった景気に停滞が見られ

ました。特に、国際政治・経済の問題は今後の国内景気にも重大な影響を及ぼすことが予想され、予断を許さない

状況となっております。 

 このような経済環境の中で当社グループは、前期に達成した売上高3,000億円台を新たなスタート地点と捉え、

お客様の多様化するニーズに的確に応える商品・サービスのご提供とサービス品質のより一層の向上に努めてまい

りました。９月には、大きな成長が見込める個人市場向けの新たなブランド「HOME ALSOK」を立ち上げ、今後、ラ

イフスタイルごとのニーズに合わせた「生活全般のセキュリティサービス」をご提供していく予定です。 

 以上の結果から、当第２四半期連結累計期間は、売上高につきましては 百万円（前年同期比 ％増）と

なりました。営業利益は 百万円（前年同期比 ％増）となり、経常利益は 百万円（前年同期比 ％

増）となりました。四半期純利益は 百万円（前年同期比 ％増）となりました。 

セグメント別にみますと、以下のとおりであります。 

 セキュリティ事業は、機械警備業務においては、カメラシステムや大手ハウスメーカーとの提携によるホームセ

キュリティの機器売却収入が堅調に伸び、常駐警備業務および警備輸送業務においても大口契約先からの契約収入

が売上に貢献しました。これらの結果、売上高は 百万円（前年同期比 ％増）、営業利益は 百万円

（前年同期比 ％増）となりました。 

 綜合管理・防災事業は、セキュリティ事業と一体となった営業活動を行ったことも奏功し、売上高は、 百

万円（前年同期比 ％増）、営業利益は 百万円（前年同期比 ％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は前期末比で 百万円減少し、 百万円となりました。主

な増加要因は、立替金 百万円の増加であります。これに対し主な減少要因は、受取手形及び売掛金 百万

円の減少、現金及び預金 百万円の減少、有価証券 百万円の減少であります。 

 負債の部は、前期末比で 百万円減少し、 百万円となりました。主な増加要因は、未払法人税等

百万円の増加であります。これに対し主な減少要因は、支払手形及び買掛金 百万円の減少、短期借入金

百万円の減少、長期借入金 百万円の減少であります。 

  

キャッシュ・フローの状況につきましては次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間の営業活動の結果増加した資金は 百万円（前年同期比 ％増）であります。

資金の主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益 百万円、減価償却費による資金の内部留保 百万円、

売上債権の減少による資金の増加 百万円であります。これらに対し資金の主な減少要因は、仕入債務の減少

による資金の減少 百万円、警備輸送業務に係る資産・負債の増減額の減少 百万円、法人税等の支払

百万円であります。 

 なお、警備輸送業務に係る資産・負債の増減額には、警備輸送業務用現金及び短期借入金のうち警備輸送業務用

に調達した資金等の増減が含まれております。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間の投資活動の結果使用した資金は 百万円（前年同期比 ％増）であります。

資金の主な増加要因は、投資有価証券の売却による収入 百万円であります。これに対し資金の主な減少要因

は、有形固定資産の取得による支出 百万円、定期預金の増加による資金の減少 百万円であります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間の財務活動の結果減少した資金は 百万円（前年同期比 ％減）であります。

資金の主な減少要因は、長期借入金の返済による支出 百万円、リース債務の返済による支出 百万円、配

当金の支払 百万円であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月８日に公表した連結業績予想から変更はありませ

ん。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

154,118 4.4

7,075 11.7 7,829 8.6

4,207 45.6

133,930 4.0 10,499

8.4

18,674

14.6 693 136.5

1,976 281,617

2,232 2,487

2,135 1,156

5,674 112,284

1,034 3,036

2,317 1,306

8,532 159.1

7,930 5,690

2,486

4,015 3,425

2,825

6,467 35.3

2,474

4,570 1,204

4,401 15.2

1,871 1,670

1,005
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算することとしておりま

す。 

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益はそれぞれ 百万円増加しております。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

115
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 48,553 46,417

警備輸送業務用現金 55,264 54,275

受取手形及び売掛金 30,749 28,262

有価証券 2,744 1,588

原材料及び貯蔵品 5,625 5,150

未成工事支出金 562 805

立替金 8,093 10,325

その他 8,646 9,193

貸倒引当金 △179 △240

流動資産合計 160,060 155,779

固定資産   

有形固定資産 59,147 59,073

無形固定資産   

のれん 1,470 1,289

その他 5,078 4,836

無形固定資産合計 6,548 6,126

投資その他の資産   

投資有価証券 23,825 24,856

その他 34,744 36,522

貸倒引当金 △731 △740

投資その他の資産合計 57,837 60,637

固定資産合計 123,533 125,837

資産合計 283,593 281,617

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,439 13,403

短期借入金 21,924 19,606

未払法人税等 1,929 2,964

引当金 1,220 1,333

その他 27,731 27,804

流動負債合計 69,245 65,111

固定負債   

社債 40 35

長期借入金 9,410 8,104

退職給付引当金 28,346 28,723

役員退職慰労引当金 1,699 1,573

資産除去債務 91 92

その他 9,125 8,644

固定負債合計 48,713 47,173

負債合計 117,958 112,284
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,675 18,675

資本剰余金 32,117 32,117

利益剰余金 100,267 103,470

自己株式 △1,974 △1,974

株主資本合計 149,085 152,288

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,738 2,149

土地再評価差額金 △5,343 △5,343

為替換算調整勘定 △14 △15

その他の包括利益累計額合計 △3,619 △3,209

少数株主持分 20,168 20,254

純資産合計 165,634 169,332

負債純資産合計 283,593 281,617
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 147,569 154,118

売上原価 111,114 116,865

売上総利益 36,455 37,253

販売費及び一般管理費 30,118 30,177

営業利益 6,336 7,075

営業外収益   

受取利息 135 104

受取配当金 342 323

持分法による投資利益 84 111

その他 1,131 787

営業外収益合計 1,694 1,326

営業外費用   

支払利息 243 273

投資有価証券売却損 11 33

固定資産除却損 168 19

その他 398 246

営業外費用合計 821 572

経常利益 7,208 7,829

特別利益   

投資有価証券売却益 0 60

受取補償金 － 361

特別利益合計 0 421

特別損失   

投資有価証券評価損 124 182

減損損失 29 138

災害による損失 160 －

その他 0 －

特別損失合計 314 320

税金等調整前四半期純利益 6,894 7,930

法人税等 3,704 3,312

少数株主損益調整前四半期純利益 3,190 4,617

少数株主利益 299 409

四半期純利益 2,890 4,207
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,190 4,617

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △304 405

為替換算調整勘定 1 0

持分法適用会社に対する持分相当額 16 10

その他の包括利益合計 △285 416

四半期包括利益 2,904 5,033

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,686 4,618

少数株主に係る四半期包括利益 217 415
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30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 6,894 7,930

減価償却費 6,079 5,690

減損損失 29 138

のれん償却額 171 181

負ののれん償却額 △40 △40

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15 70

退職給付引当金の増減額（△は減少） 93 372

賞与引当金の増減額（△は減少） 198 191

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △81 △78

受取利息及び受取配当金 △478 △428

支払利息 243 273

持分法による投資損益（△は益） △84 △111

固定資産売却損益（△は益） △0 10

固定資産除却損 168 19

投資有価証券売却損益（△は益） 7 △26

投資有価証券評価損益（△は益） 124 182

デリバティブ評価損益（△は益） 140 4

売上債権の増減額（△は増加） 1,675 2,486

たな卸資産の増減額（△は増加） △70 231

仕入債務の増減額（△は減少） △3,482 △4,015

前払年金費用の増減額（△は増加） 380 △91

警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 △7,254 △3,425

その他 535 1,085

小計 5,236 10,652

利息及び配当金の受取額 547 520

利息の支払額 △236 △273

法人税等の支払額 △2,856 △2,825

法人税等の還付額 602 458

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,293 8,532
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

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） 173 △1,204

有形固定資産の取得による支出 △4,089 △4,570

有形固定資産の売却による収入 0 129

投資有価証券の取得による支出 △1,520 △859

投資有価証券の売却による収入 1,022 2,474

子会社株式の取得による支出 － △145

短期貸付金の増減額（△は増加） △12 2

長期貸付けによる支出 △66 △29

長期貸付金の回収による収入 65 69

その他 △352 △2,335

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,779 △6,467

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） △64 △13

長期借入れによる収入 450 400

長期借入金の返済による支出 △1,898 △1,871

社債の償還による支出 △1,150 △55

自己株式の取得による支出 △0 －

リース債務の返済による支出 △1,296 △1,670

配当金の支払額 △1,005 △1,005

少数株主への配当金の支払額 △227 △186

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,192 △4,401

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,683 △2,339

現金及び現金同等物の期首残高 43,654 40,476

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 379 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 37,351 38,136
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績 

 当社グループは生産活動を行っておりませんが、当第２四半期連結会計期間末日現在実施中の契約件数をセグ

メントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

（２）販売実績 

販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．販売実績が総販売実績の10％以上の相手はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

セグメントの名称 
当第２四半期連結会計期間末 

（平成24年９月30日） 
前年同四半期比(％) 

セキュリティ事業     

機械警備業務    （件）  606,006  9.0

常駐警備業務    （件）  3,020  3.8

警備輸送業務    （件）  50,121  5.9

合計     （件）  659,147  8.7

綜合管理・防災事業   （件）  51,663  12.9

報告セグメント計  （件）  710,810  9.0

その他         （件）  10,617  13.7

合計     （件）  721,427  9.1

セグメントの名称 
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
  至 平成24年９月30日） 

前年同四半期比(％) 

セキュリティ事業     

機械警備業務   （百万円）  72,154  4.5

常駐警備業務   （百万円）  36,359  3.5

警備輸送業務   （百万円）  25,416  3.1

合計    （百万円）  133,930  4.0

綜合管理・防災事業  （百万円）  18,674  14.6

報告セグメント計 （百万円）  152,605  5.2

その他        （百万円）  1,513  △38.4

合計    （百万円）  154,118  4.4
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