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(百万円未満切捨て)

１. 平成22年９月期第３四半期の連結業績（平成21年10月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

22年９月期第３四半期 5,671 6.9 75 22.8 100 44.4 13 －

21年９月期第３四半期 5,304 － 61 － 69 － △50 －

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

22年９月期第３四半期 3 10 － －

21年９月期第３四半期 △11 95 － －

 (２) 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

22年９月期第３四半期 4,101 1,862 45.4 440 37

21年９月期 3,946 1,890 47.9 446 69

(参考) 自己資本 22年９月期第３四半期 1,862百万円 21年９月期 1,890百万円

２. 配当の状況

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

21年９月期 － － 0 0 － － 7 50 7 50

22年９月期 － － 0 0 － －

22年９月期(予想) 7 50 7 50

３. 平成22年９月期の連結業績予想（平成21年10月１日～平成22年９月30日）
(％表示は、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 7,300 1.3 170 13.3 190 20.3 60 － 14 18

k_ono
スタンプ

k_ono
スタンプ



 
  （注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

 

 
  （注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連 

     結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

(４) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期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を実施中です。 

  

 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  本資料に記載の業績予想は、当社が現時点で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

提に基づいて作成したものであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績は、今後様々な

要因により、予想数値と異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想

のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関す

る定性的情報」をご覧ください。 

４. その他（詳細は、添付資料P.４「その他の情報」をご覧ください。）

(１) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規 －社（社名）               、除外 －社（社名） 

 （注）当四半期会計期間における連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動の有無となります。

(２) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(３) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 無

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 22年９月期３Ｑ 4,232,600株 21年９月期 4,232,600株

② 期末自己株式数 22年９月期３Ｑ 2,195株 21年９月期 1,197株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年９月期３Ｑ 4,230,405株 21年９月期３Ｑ 4,231,403株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一昨年来からの世界的な金融市場の混乱による影響が引続き

あったものの、海外経済の改善や政府の緊急経済対策の効果等により一部で企業収益の改善の兆しが見られまし

た。その一方で雇用情勢の悪化やデフレの長期化等の影響により、景気全般に対する下振れが懸念され、不透明な

状況の中で推移しました。 

警備業界におきましては、国民の安心や安全を求める意識は高いものと考えられ、警備サービスに対するニーズ

や関心は高いものの、一方では警備品質の更なる向上やコスト削減への取組みが求められ、同業他社との受注競争

の激化や警備品質確保のためのコスト要因等も重なり、収益面では引続き厳しい状況の中で推移しました。 

このような状況下、当社グループは引続き施設警備、列車見張り警備の拡販及びロードスタッフの受注拡大など

当社グループの中核となる事業に軸足を置いて積極的に営業推進し、業容の拡大と収益力の強化に取組んでまいり

ました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループの売上高は5,671百万円（前年同四半期比6.9％

増）、営業利益は75百万円（前年同四半期比22.8％増）、経常利益は100百万円（前年同四半期比44.4％増）、四半

期純利益は13百万円（前年同四半期は四半期純損失50百万円）となりました。 

  

 (部門別売上高の状況) 

〈交通警備〉 

厳しい受注獲得競争の中、当社グループの特色を生かしたロードスタッフ、イベント警備、駐車場警備へ積極的

に取組み、トスネット及び連結子会社の㈱三洋警備保障の受注が堅調に推移しました結果、当部門の売上高は3,318

百万円（前年同四半期比6.6％増）となりました。 

  

〈施設警備〉 

施設警備につきましては、首都圏を中心に積極的に拡大を図っており、当部門の売上高は1,576百万円（前年同

四半期比2.2％増）となりました。 

  

〈列車見張り警備〉 

トスネット及び連結子会社の㈱大盛警備保障の受注が堅調に推移しました結果、当部門の売上高は537百万円

（前年同四半期比13.4％増）となりました。 

  

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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 ① 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結累計期間末の総資産は前連結会計年度末と比較して155百万円増加し、4,101百万円となりまし

た。この主な要因は、のれんの増加240百万円等であります。 

負債は主に長期借入金の増加165百万円により、前連結会計年度末と比較して182百万円増加し、2,238百万円と

なりました。純資産は、利益剰余金18百万円等の減少により、前連結会計年度末と比較して27百万円減少し、1,862

百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は45.4％となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末

と比較して60百万円増加し、981百万円となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は、167百万円（前年同四半期は232百万円の収入）となりました。この主な要因

は、税金等調整前四半期純利益が95百万円になったほか、売上債権の減少額106百万円等によるものです。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果支出した資金は220百万円（前年同四半期は52百万円の支出）となりました。この主な要因は、

子会社株式の取得による支出280百万円があったこと等によるものです。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果得られた資金は113百万円（前年同四半期は138百万円の支出）となりました。この主な要因は、

長期借入金による収入300百万円があったものの、長期借入金の返済による支出151百万円があったこと等によるも

のです。 

  

  

平成22年９月期の通期業績予想につきましては、「平成22年９月期第２四半期決算短信」（平成22年５月14日

付）において公表いたしました数値に変更はありません。 

  

  

  

  

  

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

 ② キャッシュ・フローの状況

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

税金費用及び引当金の計上基準に一部簡便的な方法を採用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

２. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年６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21年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 981,560 970,595

受取手形及び売掛金 44,896 16,720

警備未収入金 786,571 906,874

原材料及び貯蔵品 18,309 17,951

繰延税金資産 20,180 15,624

その他 58,313 51,796

貸倒引当金 △6,849 △7,757

流動資産合計 1,902,981 1,971,804

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 345,615 356,425

土地 981,411 981,411

その他（純額） 69,870 66,456

有形固定資産合計 1,396,897 1,404,293

無形固定資産

のれん 277,665 37,232

その他 38,969 25,105

無形固定資産合計 316,634 62,338

投資その他の資産

投資有価証券 284,803 305,710

投資土地 72,085 72,085

投資建物（純額） 8,333 9,064

会員権 3,604 3,504

繰延税金資産 74,258 70,036

その他 65,935 70,819

貸倒引当金 △23,781 △23,057

投資その他の資産合計 485,238 508,163

固定資産合計 2,198,770 1,974,795

資産合計 4,101,752 3,946,599
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年６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21年９月30日)

負債の部

流動負債

短期借入金 320,000 320,000

1年内返済予定の長期借入金 150,368 167,579

未払法人税等 51,120 58,440

未払消費税等 63,674 58,106

未払費用 510,920 516,119

賞与引当金 38,185 23,710

その他 117,107 110,463

流動負債合計 1,251,376 1,254,419

固定負債

長期借入金 804,717 638,873

退職給付引当金 149,131 142,344

その他 33,596 20,318

固定負債合計 987,444 801,536

負債合計 2,238,821 2,055,956

純資産の部

株主資本

資本金 524,680 524,680

資本剰余金 508,300 508,300

利益剰余金 857,371 875,975

自己株式 △615 △385

株主資本合計 1,889,736 1,908,569

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △26,804 △17,926

評価・換算差額等合計 △26,804 △17,926

純資産合計 1,862,931 1,890,643

負債純資産合計 4,101,752 3,946,599
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年10月１日
至 平成21年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 5,304,680 5,671,519

売上原価 3,843,942 4,216,339

売上総利益 1,460,738 1,455,179

販売費及び一般管理費 1,398,958 1,379,343

営業利益 61,779 75,836

営業外収益

助成金収入 － 17,672

受取賃貸料 15,393 15,151

その他 23,012 19,200

営業外収益合計 38,405 52,024

営業外費用

支払利息 16,758 15,707

投資有価証券運用損 11,145 5,869

その他 2,386 5,337

営業外費用合計 30,291 26,914

経常利益 69,893 100,945

特別利益

賞与引当金戻入額 5,765 1,390

その他 82 －

特別利益合計 5,847 1,390

特別損失

固定資産除却損 － 808

投資有価証券評価損 73,551 5,678

その他 1,313 －

特別損失合計 74,864 6,486

税金等調整前四半期純利益 877 95,849

法人税、住民税及び事業税 56,012 90,456

法人税等調整額 △4,587 △7,738

法人税等合計 51,425 82,717

四半期純利益又は四半期純損失（△） △50,548 13,131
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年10月１日
至 平成21年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成22年６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 877 95,849

減価償却費 30,109 31,201

のれん償却額 5,359 13,835

貸倒引当金の増減額（△は減少） 309 △304

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,962 6,787

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,775 13,975

受取利息及び受取配当金 △2,562 △3,173

支払利息 16,758 15,707

投資有価証券運用損益（△は益） 11,145 5,869

投資有価証券評価損益（△は益） 73,551 5,678

有形固定資産除却損 1,313 808

売上債権の増減額（△は増加） 98,720 106,731

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,154 951

前払費用の増減額（△は増加） 28,430 11,131

未収入金の増減額（△は増加） 35,046 △8,056

未払金の増減額（△は減少） △21,854 △11,253

未払費用の増減額（△は減少） 5,000 △10,401

預り金の増減額（△は減少） △332 △1,547

その他 14,701 △17,546

小計 311,467 256,242

利息及び配当金の受取額 3,112 3,170

利息の支払額 △16,457 △15,555

法人税等の支払額 △65,523 △76,481

営業活動によるキャッシュ・フロー 232,599 167,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － 50,000

投資有価証券の取得による支出 △32,707 △2,755

投資有価証券の売却及び償還による収入 3,138 2,519

有形固定資産の取得による支出 △17,488 △7,528

有形固定資産の売却による収入 － 4,512

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △280,847

無形固定資産の取得による支出 － △72

敷金の差入による支出 △1,365 △1,493

その他 △3,814 15,484

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,237 △220,180

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） △150,000 －

長期借入れによる収入 350,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △306,411 △151,368

自己株式の取得による支出 － △229

配当金の支払額 △31,645 △31,790

その他 － △2,841

財務活動によるキャッシュ・フロー △138,056 113,770

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 42,305 60,965

現金及び現金同等物の期首残高 912,229 920,595

現金及び現金同等物の四半期末残高 954,534 981,560
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成21年10月１日 至平成22年６月30日）において、警備業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの

売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の合計額に占める割合がいずれも90％を超えているため、事業の種

類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成21年10月１日 至平成22年６月30日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がな

いため、該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成21年10月１日 至平成22年６月30日）において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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                                    （単位：千円） 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

４. 補足情報

(1) 販売の状況

       期 別 
  
 職 種

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年10月１日 
  至 平成21年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年10月１日 
  至 平成22年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成20年10月１日 
  至 平成21年９月30日)

金   額 構成比 金   額 構成比 金   額 構成比

警 
備 
料 
収 
入

％ ％ ％

交通警備 3,113,752 58.7 3,318,508 58.5 4,249,906 59.0

施設警備 1,542,697 29.1 1,576,293 27.8 2,040,343 28.3

列車見張り警備 473,924 8.9 537,613 9.5 658,854 9.1

小   計 5,130,374 96.7 5,432,415 95.8 6,949,104 96.4

その他売上 174,305 3.3 239,103 4.2 258,105 3.6

合   計 5,304,680 100.0 5,671,519 100.0 7,207,209 100.0
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