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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。
また、このたびの東日本大震災により被災された

皆様におかれましては、心からお見舞いを申し上げ
ます。

当連結会計年度における我が国経済は、企業収益
の改善、新興国への輸出の増加などにより、景気に持
ち直しの動きが見られていたものの、雇用情勢や所
得環境の大幅な改善には至らず、さらに東日本大震
災による生産活動や個人消費の急激な低下の影響も
加わり、不透明な状況となりました。警備業界におい
ては、社会のニーズに応える多様なセキュリティサー
ビスが求められましたが、警備事業者間の競争激化
などにより、厳しい経営環境となりました。
このような状況の中、当社グループは、引き続きセ

キュリティ事業分野を中心に、品質の高い商品・サー
ビスを提供することで、多様化・高度化する社会の
ニーズに応え、事業の拡大に努めてまいりました。ま
た、人材の育成に注力するとともに、業務の効率化・
合理化などによるコスト削減にも積極的に取り組ん
でまいりました。さらに、東日本大震災発生後は、被
災地の復旧・復興に向けた支援や被災従業員の安否
確認・安全の確保等に取り組み、その被害を最小限に
とどめるよう努力いたしました。
売上高につきましては、主力の機械警備業務にお

いて契約収入および機器売却収入の減少がありまし

たが、常駐警備業務において大口の臨時警備を実施
したこと、警備輸送業務においてATM綜合管理業務
の契約が増加したことなどから、2,792億72百万円
（前年同期比0.2％増）となりました。また、利益面に
つきましては、コスト管理を一層強化した結果、営業
利益は103億52百万円（前年同期比11.7％増）、経
常利益は117億65百万円（前年同期比8.7％増）、当
期純利益は47億６百万円（前年同期比3.1％増）とな
りました。

今後とも、当社グループは、創業以来の経営方針であ
る「立派な警備の提供」を堅持しつつ、日々変化するお
客様の安心・安全に対するニーズを的確に捉えた商
品・サービスの提供を通じて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。

2011年6月　

株主の皆様へ

代表取締役社長



財務ハイライト

2011年3月期 前期比（％） 2010年3月期 2009年3月期

売上高（百万円） 279,272 0.2 278,579 285,004

営業利益（百万円） 10,352 11.7 9,270 9,943

経常利益（百万円） 11,765 8.7 10,819 10,630

当期純利益（百万円） 4,706 3.1 4,563 4,224

純資産（百万円） 162,178 2.2 158,674 154,898

総資産（百万円） 284,350 3.0 276,069 287,561

1株当たり純資産（円） 1,421.67 1.7 1,397.90 1,364.33

1株当たり当期純利益（円） 46.82 3.1 45.39 41.90

自己資本比率（%） 50.3 △0.6ポイント 50.9 47.7

1株当たり配当金（個別）（円） 20 20 20

（億円） （億円） （億円） （億円）
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

主要な経営指標等の推移（連結）

2,850 2,7922,785

1,000

2,000

3,000

0
2011/32009/3 2010/3

99 103
92

80

40

120

160

0
2011/32009/3 2010/3

106
117

108

80

40

120

160

0
2011/32009/3 2010/3

42
4745

20

40

60

0
2011/32009/3 2010/3

1



 

売上高（億円）

売上高（億円）

当期の概況
法人市場では、金融機関、不動産業者、コンビニエンス

ストア等からの受注が売上に寄与しましたが、景気停滞
の影響などにより、契約収入および機器売却収入が減少
し、売上に影響しました。個人市場では、個人消費の伸び
悩み等による厳しい状況が続きました。
このような状況の中、急速に進む高齢化を背景に、ご

高齢者に必要なホームセキュリティの機能を集約した
「ALSOKシルバーパック」の販売を開始し、また、大手ハ
ウスメーカーとの提携を強化するなど、個人市場の開拓
を進めてまいりました。
以上の結果、機械警備業務の売上高は、1,384億63
百万円（前年同期比0.3%減）となり、総売上高に占める
割合は49.6％となりました。

当期の概況
前期にあった金融機関の解約、値下げ、官公庁の解約
等が売上に影響しましたが、金融機関、大学施設、大手
マンション管理会社が管理する大型マンション、空港
施設等における受注や、国際会議等の大型臨時警備の
受注が売上拡大に寄与しました。
以上の結果、常駐警備業務の売上高は、713億37

百万円（前年同期比1.0%増）となり、総売上高に占める
割合は25.5％となりました。

業務別の状況

1,3891,425 1,384

600

300

1,200

900

2011年3月期2010年3月期2009年3月期

1,500

0

706728 713

320

160

640

480

2011年3月期2010年3月期2009年3月期

800

0

49.6%

25.5%

機械警備業務機械警備業務

常駐警備業務常駐警備業務

2



売上高（億円）

売上高（億円） 当期の概況
金融機関のアウトソーシングの拡大によるATM綜合

管理業務等の契約増加が売上拡大に寄与しました。ま
た、「入金機オンラインシステム」の販売を推進し、大手
宅配会社等からの受注が増加いたしました。
以上の結果、警備輸送業務の売上高は、476億92

百万円（前年同期比1.8%増）となり、総売上高に占める
割合は17.1％となりました。

当期の概況
　AED（自動体外式除細動器）の販売を引き続き推進い
たしましたが、住宅用火災警報器の販売が前期ほど伸
びず、売上に影響しました。また、情報通信関連として、
多機能型ATM「MMK」の販売を推進するとともに、新
たに環境対応商品として、「改正エネルギーの使用の合
理化に関する法律」（いわゆる省エネ法）に基づくエネル
ギー使用状況に関する報告書の作成等をサポートする
「ECOミエール（エコミエール）」の販売を開始しました。
　以上の結果、その他業務の売上高は、217億79百万
円（前年同期比1.6％減）となり、総売上高に占める割合
は7.8％となりました。
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連結財務諸表（要旨）

連結貸借対照表
第46期
2011/3/31

第45期
2010/3/31

（資産の部）

流動資産 154,735 148,279

現金及び預金 51,062 44,408

警備輸送業務用現金 57,676 64,331

受取手形及び売掛金 25,722 20,803

その他 20,455 18,919

貸倒引当金 △ 180 △ 184

固定資産 129,615 127,790

有形固定資産 59,514 58,351

無形固定資産 7,471 5,203

投資その他の資産 62,628 64,235

投資有価証券 24,699 26,010

その他 38,673 38,700

貸倒引当金 △ 743 △ 475

資産合計 284,350 276,069

（単位：百万円）

第46期
2011/3/31

第45期
2010/3/31

（負債の部）

流動負債 71,771 76,653

支払手形及び買掛金 13,384 8,419

短期借入金 25,094 38,862

1年内返済予定の長期借入金 3,688 1,251

その他 29,603 28,118

固定負債 50,400 40,741

負債合計 122,172 117,394

（純資産の部）

株主資本 147,192 144,375

資本金 18,675 18,675

資本剰余金 32,117 32,117

利益剰余金 98,374 95,556

自己株式 △ 1,974 △ 1,974

その他の包括利益累計額 △ 4,265 △ 3,837

少数株主持分 19,251 18,137

純資産合計 162,178 158,674

負債純資産合計 284,350 276,069
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連結損益計算書 （単位：百万円）

第46期
2010/4/1～
2011/3/31

第45期
2009/4/1～
2010/3/31

売上高 279,272 278,579
売上原価 209,364 210,097
売上総利益 69,908 68,482
販売費及び一般管理費 59,555 59,211
営業利益 10,352 9,270
営業外収益 2,788 2,969
営業外費用 1,375 1,419
経常利益 11,765 10,819
特別利益 92 77
特別損失 2,074 244
税金等調整前当期純利益 9,784 10,652
法人税等 4,281 5,096
少数株主損益調整前当期純利益 5,502 ̶
少数株主利益 795 992
当期純利益 4,706 4,563

連結包括利益計算書 （単位：百万円）

第46期
2010/4/1～
2011/3/31

第45期
2009/4/1～
2010/3/31

少数株主損益調整前当期純利益 5,502 ―
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △ 421 ―
為替換算調整勘定 △ 9 ―
持分法適用会社に対する持分相当額 △ 11 ―
その他の包括利益合計 △ 443 ―
包括利益 5,059 ―
（内訳）
親会社株主に係る包括利益 4,276 ―
少数株主に係る包括利益 783 ―

連結キャッシュ・フロー計算書（要約） （単位：百万円）

第46期
2010/4/1～
2011/3/31

第45期
2009/4/1～
2010/3/31

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,110 15,038

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 12,265 △ 15,854

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,469 △ 7,702

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 8 0

現金及び現金同等物の
増減額（△は減少） 6,305 △ 8,517

現金及び現金同等物の期首残高 37,349 45,866

現金及び現金同等物の期末残高 43,654 37,349

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、四半期報告書、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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財務諸表

連結株主資本等変動計算書 （単位：百万円）

（2010年4月1日～2011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

その他の包括
利益累計額合計 少数株主持分 純資産合計

2010年3月31日残高 18,675 32,117 95,556 △ 1,974 144,375 1,560 △ 5,395 △ 2 △ 3,837 18,137 158,674

当連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △ 2,010 △ 2,010 △ 2,010

当期純利益 4,706 4,706 4,706

持分法の適用範囲の変動 121 121 121

自己株式の取得 △ 0 △ 0 △ 0

 株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額） △ 420 ̶ △ 7 △ 428 1,114 686

当連結会計年度中の変動額合計 ̶ ̶ 2,817 △ 0 2,817 △ 420 ̶ △ 7 △ 428 1,114 3,503

2011年3月31日残高 18,675 32,117 98,374 △ 1,974 147,192 1,139 △ 5,395 △ 10 △ 4,265 19,251 162,178

個別貸借対照表（要約） （単位：百万円）

第46期
2011/3/31

第45期
2010/3/31

（資産の部）
流動資産 95,881 102,733
固定資産 91,570 87,768
資産合計 187,452 190,501

（負債の部）
流動負債 51,718 63,249
固定負債 32,379 24,628
負債合計 84,098 87,878
（純資産の部）
株主資本 107,516 106,450
評価・換算差額等 △ 4,162 △ 3,827
純資産合計 103,353 102,623
負債純資産合計 187,452 190,501

個別損益計算書（要約） （単位：百万円）

第46期
2010/4/1～
2011/3/31

第45期
2009/4/1～
2010/3/31

売上高 189,151 189,706
売上原価 144,962 146,115
販売費及び一般管理費 41,726 41,257
営業利益 2,463 2,332
営業外収益 4,361 5,540
営業外費用 1,006 1,076
経常利益 5,818 6,797
特別利益 2 600
特別損失 1,767 186
税引前当期純利益 4,053 7,210
法人税等 977 1,559
当期純利益 3,076 5,651

6



TOPICS

東日本大震災後のALSOKの活動状況

東京スカイツリータウン®の
施設警備（常駐警備）業務を受注

　ALSOKは、震災発生直後より社内に「災害対策本部」を設置し、被害状況
を収集するとともに、被災地への必要物資の供給や応援勤務者の派遣など、
万全な体制を取るべくALSOKグループ一丸となって取り組んでおります。

ALSOKと東武ビルマネジメント株式会社は、2012年5月に開業を予定
している大規模複合施設「東京スカイツリータウン」における施設警備（常
駐警備）業務を、本プロジェクトの事業主である東武鉄道株式会社ならびに
東武タワースカイツリー株式会社より受注することが内定しました。警備
隊は、ALSOKでも最大級のものになる見込みで、本施設開業前の竣工時よ
り業務を開始する予定です。

【主な活動状況】
● 応援社員延べ3,000名超を派遣
震災発生直後、直ちに全国のALSOK事

業所より100人規模の応援体制を組み、警
備輸送業務、施設警備業務、機械警備業務、
技術保全部門の延べ3,000名を超える応
援社員を派遣しております。（延べ人数は４
月15日現在）

● 総額1億1,120万6,350円を寄付
「ALSOKありがとう運動」や「綜合警備連
盟」からの義援金、ALSOK所属スポーツ選
手による街頭募金活動で集められた募金や
チャリティーオークションの売上を、日本
赤十字社に寄付しております。

●100名規模の雇用支援
被災企業から内定取り消しとなった学生

の方などを対象に、ALSOKグループ全体
で100名程度の採用を行うことを決定し
ております。

●ボランティア活動
社員に特別休暇付与等の支援活動を行

い、現在までに延べ200名の社員がボラン
ティアとして現地で活動しております。
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長年にわたり日本女子柔道界の
第一人者として活躍した塚田真希
選手の後継者との呼び声高い田知
本愛選手が、本年4月1日ALSOK
に入社しました。

  また、8月にフランスのパリにお
いて開催される世界柔道選手権大
会代表に選出されましたので、皆
様のご声援をお願いいたします。

9月にトルコのイスタンブール
において開催される世界レスリン
グ選手権大会に吉田沙保里選手、
伊調馨選手、湯元健一選手、金久保
武大選手が日本代表として出場す
ることになりましたので、皆様の
ご声援をお願いいたします。

ALSOKスポーツ活動

田知本 愛
（タチモト メグミ）
競技階級：女子78㎏超級 
段位：弐
出身大学：東海大学

主な成績：
アジア柔道選手権大会　優勝（2011年）
ワールドマスターズ・バグー　優勝（2011年）
世界柔道選手権大会　第3位（2010年）
全日本学生柔道体重別選手権大会　優勝（2010年）

世界ランク1位の田知本選手がALSOKに入社 世界選手権大会に
4選手が出場

柔　道 レスリング

お客様紹介謝礼制度のご案内

株主様から、同封のハガキにより新たなお客様をご紹介いただき、
ご成約となった場合に薄謝としてギフトカード2万円分を差し上げます。

2万円分
〔対象とならないケース等〕
● 株主様ご自身で、新たなセキュリティのご契約をされる場合　　● ご紹介いただいた方が、すでに当社とお取引があった場合
● 株主様が当社とお取引がある場合で、そのお支払いが停滞していた場合
※ 複数の方から同じ方をご紹介いただいた場合には、謝礼の金額を変更させていただく場合がございます。
※ 他の紹介制度等もご利用された場合、重複して本サービスはご利用いただけません。
※ ALSOKグループ会社でセキュリティをご利用されるお客様は、誠に申し訳ございませんが、一部サービスを受けられない場合がございます。

お問い合わせ先　 
綜合警備保障株式会社　営業推進部　紹介謝礼制度事務局     TEL：03-3470-5492（平日9：00～ 18：00）

▼  ご応募は、同封ハガキの表面・裏面ともに必要事項をご記入の上、切手を貼らずに、最寄りのポストにご投函ください。
株主様からお預かりする個人情報は、法令に基づき厳重に管理し、当社商品のご案内や業務・サービスの提供にのみ利用いたします。
なお、当社の個人情報保護方針はホームページにて公表しております。

お知り合いをご紹介ください。ギフトカード22万円分万円分をプレゼントいたします！

あなたの周りに
セキュリティ（ご家庭・法人向け）の

導入をお考えの方は
いらっしゃいませんか？
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会社概要
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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　1,505,605株を含む）
株 　 　 主 　 　 数 10,626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 6,481 6.44
埼玉機器（株） 5,283 5.25
日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口） 4,517 4.49
かまくら商事（株） 4,300 4.27
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

ノーザントラストカンパニー（エイブイエフ
シー）サブアカウントアメリカンクライアント 3,476 3.45

東京海上日動火災保険（株） 3,420 3.40
村井温 2,996 2.98
きずな商事（株） 2,950 2.93
注1.  みずほ信託銀行（株）退職給付信託みずほ銀行口の所有株式は、（株）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。
　2. 持株比率は自己株式（1,505,605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（2011年3月31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・9地域本部・60支社・41支店・

243営業所（2011年6月24日現在）

副　社　長 青山 幸恭
常務執行役員 桒山 信也
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 大谷 　啓
常務執行役員 吉岡 幹雄
常務執行役員 長尾 隆義
常務執行役員 栗林 誠良
執 行 役 員 吉岡 俊郎
執 行 役 員 松本 誠一
執 行 役 員 原 　芳正
執 行 役 員 野村 茂樹

執 行 役 員 川口 正廣
執 行 役 員 増田 雅博
執 行 役 員 吉川 秀雄
執 行 役 員 大泉 和正
執 行 役 員 村井 　豪
執 行 役 員 穂苅 裕久
執 行 役 員 米子 幸夫
執 行 役 員 鈴木 惠治
執 行 役 員 今井 　信
執 行 役 員 濱　 政夫
執 行 役 員 寺尾 政志

取締役および監査役（2011年6月24日現在）

代表取締役社長 ................................................ 村井 　温
代表取締役副社長 ............................................ 青山 幸恭
取　締　役 ........................................................ 桒山 信也
取　締　役 ........................................................ 宮澤 裕一
取　締　役 ........................................................ 原 　清美
取　締　役 ........................................................ 菅野 　明
取　締　役 ........................................................ 大泉 隆史
常勤監査役 ........................................................ 藤川 隆夫
常勤監査役 ........................................................ 小野澤 義博
監　査　役 ........................................................ 須藤 秀人
監　査　役 ........................................................ 大岩 武史

執行役員（2011年6月24日現在）
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お問い合わせ先
株式事務に関するお問い合わせ
中央三井信託銀行株式会社　証券代行部
TEL：0120-78-2031（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。

株主メモ

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 東京都港区芝三丁目33番1号
中央三井信託銀行株式会社

郵便物送付先 〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
中央三井信託銀行株式会社　証券代行部

（電話照会先） 電話0120-78-2031（フリーダイヤル）
 取次事務は中央三井信託銀行株式会社の全国各
支店ならびに日本証券代行株式会社の本店およ
び全国各支店で行っております。

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中央三井信託銀行株式
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中央三井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。
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。
なお、配当金領収証にて配当金をお受取りの株主様につきまし
ても、配当金のお支払いの都度「配当金計算書」を同封させてい
ただいております。確定申告をなされる株主様は大切に保管く
ださい。

東京証券取引所における「銘柄略称変更」のお知らせ
当社の東京証券取引所における銘柄略称が、2011年７月１日より「綜合警備」から「ALSOK」に変わりますので、お知らせいたします。
なお、正式社名は「綜合警備保障株式会社」のまま変更はございません。


