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株主の皆様へ

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51期第2四半期（2015年4月1日～
2015年9月30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
当第2四半期連結累計期間における我が国経済は、一

部に弱さもみられましたが、企業収益、雇用情勢の改善傾
向が続いており、緩やかな回復基調が維持されました。
もっとも、米国のゼロ金利政策解除の時期が注目されて
いるほか、中国経済の減速が明らかになるなか、新興国等
への影響が懸念されており、これら海外要因の我が国経
済への波及について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、刑法犯認知件数は大

幅に減少しているものの、女性、子供を狙った犯罪、高齢
者への特殊詐欺などの身近な犯罪や組織犯罪が目立って
います。さらに、サイバー犯罪と情報漏えい、多発する自

然災害への対応など、安全・安心に係る社会インフラの一
翼を担う企業として、社会のニーズに応える多様なサー
ビスの提供が求められ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、当社グループは、「お客様が抱え
る様々なリスクやアウトソースニーズに的確に応える」と
の方針のもと、セキュリティ事業の強化・拡大を推進し、
加えて介護事業やビルメンテナンス事業等セキュリティ
事業と親和性の高い事業の拡大にも注力いたしました。
また、運用部門における人材の多機能化による業務の効
率化等を推進し、コスト削減に取り組みました。
以上の結果、当社グループの連結業績は、売上高は1,837
億59百万円（前年同期比7.2%増）、営業利益は125億22
百万円（前年同期比55.5%増）、経常利益は133億62百万
円（前年同期比46.8%増）、親会社株主に帰属する四半期純
利益は76億65百万円（前年同期比57.0%増）となりました。

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 
当社では、引き続き個人向けブランド「HOME ALSOK」
の売上拡大に注力しています。ご好評いただいている賃
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」やご高齢者向けサービス「HOME ALSOK
みまもりサポート」等に続き、ご高齢者の転倒や徘徊、女
性や子供の連れ去り対策など、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」や、高機能でお手頃
価格な「ホームセキュリティBasic」を発売しました。
その他、マイナンバー法の施行を見据え、マイナンバー

を取り扱う自治体・事業者向けの「ALSOKマイナンバー
ソリューション」、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「ALSOK空撮サービス」、電気自動
車の急速充電設備の設置に関する業務を提供する「電気自
動車（EV）用急速充電設備設置サービス」、火山災害に必
要な安全対策を提供する「火山災害対策ソリューション」
等、お客様の多様なニーズに即した新サービスを順次発

売しました。
コスト削減策については、運用部門における人材の多
機能化による業務効率の向上を推進したほか、ガードセ
ンターの統合や業務の効率化等による時間外勤務の抑制
を図りました。

 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）を見込んでいます。
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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売上高 1,837億円 営業利益 125億円 経常利益 133億円
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四半期純利益 76億円
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TOPICS

高機能でお手頃価格な家庭向けホームセキュリティ
「ホームセキュリティBasic（ベーシック）」の販売開始について

　「ホームセキュリティBasic」は、従来のホームセキュリティ
の機能・サービスに加え、急速に普及するスマートフォンや、多
様化するご家庭内の通信環境への対応など最新機能を搭載し、
お客様の利便性の向上を追求しました。ホームセキュリティの
新たな“基準”＝Basicとなる、高機能でお手頃価格なご家庭向け
ホームセキュリティです。

● 一般的な戸建住宅（4LDK）の参考価格
お買上げプラン  月額警備料金： 3,500円（税別）

工事費53,000円（税別）、機器費194,600円（税別）
※ご利用される料金プラン、センサー数により、価格が変動します。

異常事態に即座に対応
ガードマンに急行を
指示します。

ＡＬＳＯＫガードマン

お客様宅

侵入センサー

非常ペンダント
コントローラー

通報

指示

急行

火災センサー

各種センサーが異常を感知し、
コントローラーが通報します。
センサーが火災や侵入等の異常を
感知すると警報音が鳴り、同時に
ガードセンターに通報されます。

全国2,400カ所の
待機所から

スピード駆けつけ。

ＡＬＳＯＫガードセンター

「ホームセキュリティBasic」の特長
❶選べる3つの警備操作方法
　毎日の警備操作を楽々と実施していただく
ために、お客様の利便性を追求し、3つの操作
方法をご用意しました。従来の「暗証番号」に加
え、「IDキー（FeliCaキー）」、「スマホアプリ（ま
たはWebサイト）」をご用意、ライフスタイル
に合わせて自由な組み合わせが可能となりま
した。

❸3G回線の内蔵
　インターネットやアナログ回線などの固定回線がないご家庭や別荘
などにおいても、ホームセキュリティの利用を可能にしました。また、固
定回線があるご家庭では、万が一のバックアップ回線としてご利用いた
だけます。

❹コンパクトかつシンプルなコントローラー
　使用するコントローラーは、コンパ
クト設計で業界最小クラスのサイズを
実現、そのデザインは2015 年度グッ
ドデザイン賞（主催：公益財団法人日
本デザイン振興会）を受賞しました。

❷充実したWeb機能
　PCやスマホのアプリから警備開始／解除操作ができるほか、警
報発生時や警備操作時にメールでお知らせも可能です。さらに緊
急連絡先もWebから変更を行えます。

IDカード / キー情報設定 緊急連絡先設定警備開始 ／ 解除

暗証
番号

キーキ
スマホ
アプリ

　ALSOKは、最新機能を搭載し、かつ手頃な価格でご利用い
ただける「ホームセキュリティBasic（ベーシック）」を、2015
年10月より販売開始しました。これからのホームセキュリティ
の新基準となる家庭向けホームセキュリティです。
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～ 電気自動車（EV）のさらなる普及促進のために ～
｢EV用急速充電設備設置サービス｣の提供開始について

～ 次世代エネルギー社会の安全・安心のために ～
「水素ステーション安全対策パッケージサービス」の提供開始について

　ALSOKとALSOK双栄株式会社（本社：神奈川県横浜市）は、
2015年9月より電気自動車の普及促進に欠かせない電気自動車
（EV）用急速充電設備（以下、充電器）の販売および設置を行う
サービスの提供を開始しました。
　本サービスでは、充電器の設置に関する現地調査、補助金の申
請、および設置工事、アフターサービスを、ALSOK双栄がワンス
トップで提供しています。
　政府も充電器の設置促進を図っており、補助金の申請を受け
つけています。本事業に参画することは、地球環境負荷削減にも
つながることから、グループをあげて充電器の販売および設置を
行うサービスを提供し、環境に優しい社会の実現に取り組んでい
きます。

　ALSOKとホーチキ株式会社（本社：東京都品川区）は、今後普及が
予測される水素ステーションを安全・安心にご利用いただくため
に、防犯、防災対策をワンストップで提供する「水素ステーション
安全対策パッケージサービス」を、2015年7月より開始しました。
　2014年4月に発表された第4次エネルギー基本計画では、「安
定供給と地球温暖化対策に貢献する水素等の新たな二次エネル
ギー構造への変革」が標榜され、「水素社会の実現」が盛り込まれ
ました。さらに、一般販売が始まった燃料電池自動車（FCV）を普
及させるために、規制見直しや導入支援等の整備支援によって、
2015年度中に4大都市圏を中心に100カ所程度の水素ステー
ションが設置される予定です。
　本パッケージサービスは、水素ステーションの防犯対策のみ
ならず、売上金管理から防災対策まで、必要な安全対策をワンス
トップで提供します。

【水素ディスペンサー周辺の警戒】

 

非常用押しボタン 

画像センサー画像センサー  

スピーカー  

ディスペンサー周辺に設置されるセンサーは 
　 水素防爆対応のものを使用します。  

開閉センサー 

傾斜センサー 

振動センサー 

【内蔵】 

出動 
指示 

ガードマン

 

通報  

警告 

連動 

EVと急速充電器の普及状況

燃料電池自動車（FCV）と並んで究極のエコカーと言われる電
気自動車（EV）ですが、国内販売台数は累計約11万台（2015
年1月末日現在）と、世界第2位の保有台数となりました。※１

また、急速充電器は5,484台（2015年10月現在）※２が設置さ
れています。
※１ 出典： 「電気自動車等の普及促進に係る取組を強化します」（経済産業省）
※２ 出典：  CHAdeMO協議会Webサイト

（http://www.chademo.com/wp/japan/）
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TOPICS

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
スポンサーシップ契約の締結について

タフスマホへのリニューアル 
より「正確」、「迅速」、「強力」な質の高い警備サービスを提供

　ALSOKは、2015年10月20日、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会
組織委員会と「東京オリンピック・パラリンピック スポンサーシップ」契約を締結しました。

　ALSOKは、KDDI株式会社（本社：東京都千代田区）の通信サービスを活用して運用している「隊員指令シ
ステム」のモバイル端末を、パナソニック システムネットワークス株式会社（本社：東京都中央区）製の「タフ
パッド FZ-X1（5型頑丈タブレット）」等へリニューアルを行いました。
　ALSOKのガードマンは、台風による強風や洪水により浸水した場所など、過酷な環境へ急行しなければならない場合が多々あ
り、通常のスマートフォンでは活動が限定されてしまうため、頑丈な端末への移行が求められていました。このたびのタフスマホ
の導入により、これら悪条件のもとでも支障なく警備対応ができるようになるとともに、ガードマンが受傷事故防止のために身
につけている防刃手袋を外すことなくタッチパネルを操作できます。
　今回のタフスマホへのリニューアルにより、現場の対応力を向上させ、今まで以上に高品質な警備サービスを提供します。

　ALSOKは、創業者が1964年の東京オリンピック競技大会において、大会運営に深く関わっ
たことをきっかけに、「お客様と社会の安全・安心の確保のために最善を尽くす」ことを経営理
念とし、翌1965年に創業しました。以来、大規模・重要な施設や大型イベントの警備、オフィ
スや住宅・マンションの警備、金融機関をはじめとする現金の安全な輸送など、多くのお客様
に支えられて着実に業務領域を広げ、本年7月に創立50周年を迎えています。
　近年、安全・安心を巡るニーズが多様化するなか、当社の果たすべき役割は、「警備業」の垣根
を越えた経済社会のインフラとしてあらゆる分野に広がっております。また、当社は長年に亘
り、柔道、レスリングなどの競技において多くのオリンピック日本代表選手を送り出すなど、
わが国のスポーツ振興にも貢献してきました。
　来るべき東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、引き続き、アスリー
ト達の挑戦を支援するとともに、大会運営においては、世界各国から来られるお客様を安全・
安心面で支える責任ある立場として、各界のパートナー企業の皆様とともに、オールジャパン
体制で大会の成功に貢献していきます。 東京オリンピック・パラリンピック競技大会

組織委員会 森喜朗会長とALSOK 青山幸恭
代表取締役社長

タフパッド FZ-X1
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業務別の状況

前年同期比

売上高

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」の契約件数が好調に推移しました。また、マイナンバー制度へ
の対応をはじめ、個人情報漏えい対策としてセキュリティ強化
ニーズが高まっていることから、出入管理システムや監視カメラ
等の機器売却収入が増加しました。

金融機関からのアウトソーシング拡大や大手コンビニエンス
ストアチェーンの出店に伴い、ATM等の運営・管理をトータル
で行う「ATM綜合管理業務」の受注が増加しました。また、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」の受注も、運送業や飲食店等を中心に増加しました。

大型商業施設や大手金融機関等における施設警備業務の受注
が堅調に推移したほか、大型イベントや公的機関等からの臨時警
備の受注も増加しました。

グループ内での連携強化を推進したこと
で施設の設備管理案件の受注が増加しまし
たが、工事業務による収入が減少し、売上に
影響しました。

高齢者向けサービスの充実・強化を図る
ため、前期に実施した株式会社HCMおよび
ALSOKあんしんケアサポート株式会社の子
会社化が売上に大きく寄与しました。

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
3.0%

54億円

252.2％

売上高

前年同期比
売上構成比
44.1%

810億円

6.3％

前年同期比

売上高

売上構成比
25.1%

460億円

7.5％

前年同期比

売上高

売上構成比
14.8%

271億円

4.8％

前年同期比

売上高

売上構成比
13.1%

240億円

3.6％

機械警備業務

常駐警備業務

警備輸送業務
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四半期連結財務諸表（要旨）

四半期連結貸借対照表 （単位：百万円）

当第2四半期末
（2015/9/30）

前期末
（2015/3/31）

（資産の部）

流動資産 176,710 210,445

現金及び預金 41,709 46,113

警備輸送業務用現金 69,162 96,760

受取手形及び売掛金 38,357 44,020

その他 27,727 23,794

貸倒引当金 △247 △243

固定資産 164,898 163,418

有形固定資産 73,361 71,704

無形固定資産 16,080 16,853

投資その他の資産 75,456 74,859

投資有価証券 37,619 38,629

その他 38,196 36,782

貸倒引当金 △359 △552

資産合計 341,609 373,863

当第2四半期末
（2015/9/30）

前期末
（2015/3/31）

（負債の部）

流動負債 92,834 130,464

支払手形及び買掛金 15,594 23,946

短期借入金 38,110 62,997

未払法人税等 3,747 4,232

引当金 1,784 1,647

その他 33,597 37,641

固定負債 39,444 39,035

負債合計 132,278 169,500

（純資産の部）

株主資本 185,161 179,557

資本金 18,675 18,675

資本剰余金 32,117 32,117

利益剰余金 136,358 130,753

自己株式 △1,989 △1,989

その他の包括利益累計額 511 1,389

非支配株主持分 23,657 23,415

純資産合計 209,330 204,363

負債純資産合計 341,609 373,863
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四半期連結損益計算書

四半期連結包括利益計算書

四半期連結キャッシュ・フロー計算書（要約）（単位：百万円）（単位：百万円）

（単位：百万円）

当第2四半期累計
（2015/4/1～
2015/9/30）

前第2四半期累計
（2014/4/1～
2014/9/30）

売上高 183,759 171,471
売上原価 136,889 130,582

売上総利益 46,869 40,889
販売費及び一般管理費 34,347 32,833

営業利益 12,522 8,055
営業外収益 1,564 1,722
営業外費用 725 677

経常利益 13,362 9,100
特別利益 73 16
特別損失 68 29

税金等調整前四半期純利益 13,367 9,087
法人税等 5,020 3,616
四半期純利益 8,347 5,471
非支配株主に帰属する
四半期純利益 681 589

親会社株主に帰属する
四半期純利益 7,665 4,881

当第2四半期累計
（2015/4/1～
2015/9/30）

前第2四半期累計
（2014/4/1～
2014/9/30）

四半期純利益 8,347 5,471
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △983 489
為替換算調整勘定 △8 △6
退職給付に係る調整額 59 328
持分法適用会社に対する持分相当額 34 151
その他の包括利益合計 △898 963

四半期包括利益 7,448 6,434
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益 6,800 5,730
非支配株主に係る四半期包括利益 648 704

当第2四半期累計
（2015/4/1～
2015/9/30）

前第2四半期累計
（2014/4/1～
2014/9/30）

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,530 2,693

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,385 △6,887

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,360 1,695

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 0

現金及び現金同等物の増減額 △4,229 △2,497

現金及び現金同等物の期首残高 37,976 35,791

現金及び現金同等物の四半期末残高 33,747 33,294

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
Web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・動画、統
合（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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ALSOKスポーツ活動

皆様の温かいご声援、ありがとうございました。

　2015年9月7日から6日間、米国・ラスベガスにおいて、2015年レスリ
ング世界選手権大会が開催され、当社からは松本篤史選手（男子フリースタ
イル86kg級）、高谷惣亮選手（男子フリースタイル74kg級）、金久保武大選
手（男子グレコローマンスタイル75kg級）、伊調馨選手（女子フリースタイ
ル58kg級）、吉田沙保里選手（女子フリースタイル53kg級）が出場しまし
た。伊調選手、吉田選手がそれぞれ金メダルを見事獲得。伊調選手は同大会
10回優勝、吉田選手は同大会13連覇・オリンピックを含む世界大会通算16
連覇となりました。

　2015年4月19日、神奈川県横浜市におい
て第30回皇后盃全日本女子柔道選手権大会が
開催されました。当社からは
強化選手2名が出場し、安松
春香選手が第5位、田知本愛
選手は10年連続10回出場で
悲願の初優勝となりました。

2015年レスリング世界選手権大会において、吉田沙保里選手と伊調馨選手が優勝しました。

第30回皇后盃全日本女子柔道選手
権大会において、田知本愛選手が優
勝しました。

伊調 馨選手

田知本 愛選手

吉田 沙保里選手

レスリング

柔道

　2015年6月12日から3日間、福島県いわき市におい
て全日本ウエイトリフティング選手権、全日本女子ウエ
イトリフティング選手権の2大会が開催されました。当
社からは強化選手3名が出場し、八木かなえ選手（53kg
級）、松本潮霞選手
（63kg級）が優勝し
ました。

平成27年度第29回全日本女子ウエイトリフ
ティング選手権において、八木かなえ選手と
松本潮霞選手が優勝しました。

松本 潮霞選手八木 かなえ選手

ウエイトリフティング

吉田 沙保里選手 伊調 馨選手

手3名が出場し、八木かな
手
し

八木 かなえ選手

え選手（53kg

松本 潮霞選手

な松
愛
で

知本 愛
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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・38支店・

234営業所

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　1,506,683株を含む）
株 　 　 主 　 　 数 11,312名
大株主（上位10名）

株価チャート・出来高推移

所有者別状況（株式数）

会社概要（2015年9月30日現在）

株主名 持株数（千株）持株比率（%）
綜合商事（株） 7,388 7.34
埼玉機器（株） 5,283 5.25
綜合警備保障従業員持株会 5,080 5.05
日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口） 4,791 4.76
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） 3,060 3.04
村井温 2,985 2.96

注： 持株比率は自己株式（1,506,683株）を控除して計算しております。

0 0
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（千株） （円）
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30,000

40,000

10,000

20,000

個人等
金融機関
その他国内法人
外国法人等
自己株式
証券会社

21,513千株
21.1%

36,012千株
35.3%

24,802千株
24.3%

17,621千株
17.3%

582千株
0.6%

1,506千株 1.5%

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12月1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12月1日現在）
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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）
 

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。

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。


