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(百万円未満切捨て)

１．平成24年９月期第３四半期の連結業績（平成23年10月１日～平成24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 ％

24年９月期第３四半期 6,551 8.0 287 108.0 336 108.7 103 151.2

23年９月期第３四半期 6,066 7.0 138 82.2 161 59.5 41 212.6

(注) 包括利益 24年９月期第３四半期 128百万円(166.7％) 23年９月期第３四半期 48百万円(―％)

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

24年９月期第３四半期 24 45  ―

23年９月期第３四半期 ９ 70  ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年９月期第３四半期 5,438 2,108 38.8

23年９月期 5,319 2,011 37.8

(参考) 自己資本 24年９月期第３四半期 2,108百万円 23年９月期 2,011百万円

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

23年９月期 ― 0 0 ― 7 50 7 50

24年９月期 ― 0 0  ―

24年９月期(予想) 7 50 7 50

３．平成24年９月期の連結業績予想（平成23年10月１日～平成24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 9,100 8.0 340 0.5 450 23.3 190 28.4 44 91



  

 

 

 
  

・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ます。なお、四半

期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了してお

ります。 

  

・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、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。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、添付

資料３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―社 (社名)          、除外  ―社 (社名)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年９月期３Ｑ 4,232,600株 23年９月期 4,232,600株

② 期末自己株式数 24年９月期３Ｑ 2,273株 23年９月期 2,273株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年９月期３Ｑ 4,230,327株 23年９月期３Ｑ 4,230,327株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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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、企業収益や生産面で持ち直しの動きが見られたものの、欧州

債務危機や為替レート、原油価格の動向等の景気下振れリスクを含む不透明な状況で推移いたしました。 

このような状況の中、当社グループは施設警備、列車見張り警備の拡販及びロードスタッフの受注拡大等、当社

グループの中核となる事業に軸足を置き、業容の拡大と収益力の強化及び東日本大震災に伴う復旧工事に係る交通

誘導警備に積極的に取組んでまいりました。また、連結子会社のI・C・Cインターナショナル㈱のコンサートイベン

トにおける電源供給事業が順調に推移いたしました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は6,551百万円（前年同四半期比8.0％増）、営業利益は287

百万円（前年同四半期比108.0％増）、経常利益は336百万円（前年同四半期比108.7％増）、四半期純利益は103百

万円（前年同四半期比151.2％増）となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（警備事業） 

警備事業は、交通誘導警備、施設警備、列車見張り警備等を行っております。警備事業の売上高は5,530百万円

（前年同四半期比1.8％減）、セグメント利益は106百万円（前年同四半期比4.2％増）となりました。警備事業の業

務別売上高の状況は以下のとおりです。 

① 交通誘導警備 

業者間の価格競争は依然として厳しい状況にありますが、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、また東日本大震災の復旧工事へ積極的に取組み、当部門の売上高は3,444百万円（前年同四

半期比1.1％増）となりました。 

  

② 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、連結子会社の㈱日本保安の受注が堅調に

推移しましたが、トスネットの売上が伸び悩み、当部門の売上高は1,553百万円（前年同四半期比6.6％減）となり

ました。 

  

③ 列車見張り警備 

連結子会社の㈱大盛警備保障の受注は堅調に推移しましたが、トスネットの売上が伸び悩み、当部門の売上高は

517百万円（前年同四半期比0.3％減）となりました。 

  

（ビルメンテナンス事業） 

ビルメンテナンス事業は、ビルメンテナンス、清掃業務等を行っております。ビルメンテナンス事業の売上高は

165百万円（前年同四半期比42.2％増）、セグメント利益は２百万円（前年同四半期は１百万円の損失）となりまし

た。 

  

（メーリングサービス事業） 

メーリングサービス事業は、メール便発送取次業務、販促品・サンプル等の梱包及び発送取次業務等を行ってお

ります。メーリングサービス事業の売上高は370百万円（前年同四半期比16.0％増）、セグメント利益は21百万円

（前年同四半期比18.6％増）となりました。 

  

１．当四半期決算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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(電源供給事業） 

  電源供給事業は、各種イベント及びコンサートの仮設電源の提供・テレビ局関係の中継のバックアップ等各種電

源需要への電源提供業務を行っております。電源供給事業の売上高は484百万円、セグメント利益は130百万円とな

りました。  

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末と比較して118百万円増加し、5,438百万円となりまし

た。主な要因は、警備未収入金の減少48百万円、のれんの減少78百万円があったものの、現金及び預金の増加216百

万円等によるものであります。 

負債は前連結会計年度と比較して21百万円増加し、3,330百万円となりました。主な要因は、未払法人税等の減

少138百万円、長期借入金の減少118百万円があったものの、短期借入金の増加230百万円、未払費用の増加40百万円

等によるものであります。純資産は利益剰余金が71百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して96

百万円増加し、2,108百万円となりました。この結果、自己資本比率は38.8％となりました。 

  

平成24年９月期の連結業績予想につきましては、平成23年11月14日付「平成23年９月期決算短信」において公表

した数値から変更はありません。  

  

（２）連結財政状態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
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,125,943 1,342,472

受取手形及び売掛金 215,309 220,615

警備未収入金 906,725 858,595

仕掛品 4,989 －

貯蔵品 18,176 19,755

繰延税金資産 31,525 28,617

その他 66,223 68,417

貸倒引当金 △8,429 △5,631

流動資産合計 2,360,464 2,532,842

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 329,083 315,226

土地 994,345 994,345

その他（純額） 121,758 150,750

有形固定資産合計 1,445,186 1,460,322

無形固定資産   

のれん 932,755 854,620

その他 34,779 32,130

無形固定資産合計 967,535 886,750

投資その他の資産   

投資有価証券 339,587 366,634

投資建物（純額） 7,113 6,381

投資土地 72,085 72,085

会員権 3,604 3,507

繰延税金資産 75,155 58,276

その他 67,083 64,897

貸倒引当金 △17,849 △13,303

投資その他の資産合計 546,780 558,478

固定資産合計 2,959,502 2,905,550

資産合計 5,319,966 5,438,392

㈱トスネット（4754）　平成24年９月期第３四半期決算短信

5



(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 580,000 810,000

1年内返済予定の長期借入金 511,088 449,069

未払法人税等 205,250 66,550

未払消費税等 71,391 91,062

未払費用 543,631 583,856

賞与引当金 31,600 52,410

繰延税金負債 649 301

その他 184,375 206,799

流動負債合計 2,127,986 2,260,051

固定負債   

長期借入金 994,267 876,051

退職給付引当金 157,066 167,556

その他 29,180 26,399

固定負債合計 1,180,514 1,070,007

負債合計 3,308,501 3,330,058

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 992,272 1,063,981

自己株式 △638 △638

株主資本合計 2,024,614 2,096,323

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △13,149 12,011

その他の包括利益累計額合計 △13,149 12,011

純資産合計 2,011,465 2,108,334

負債純資産合計 5,319,966 5,438,392
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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22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 6,066,120 6,551,012

売上原価 4,523,877 4,754,878

売上総利益 1,542,243 1,796,133

販売費及び一般管理費 1,404,054 1,508,902

営業利益 138,188 287,230

営業外収益   

助成金収入 13,245 55,116

受取賃貸料 13,871 17,482

その他 23,227 29,326

営業外収益合計 50,344 101,925

営業外費用   

支払利息 16,104 23,282

投資有価証券運用損 7,168 5,368

持分法による投資損失 1,582 22,033

その他 2,642 1,805

営業外費用合計 27,497 52,490

経常利益 161,036 336,665

特別利益   

投資有価証券売却益 2,334 －

特別利益合計 2,334 －

特別損失   

固定資産廃棄損 － 855

固定資産売却損 － 53

投資有価証券売却損 7 －

投資有価証券評価損 7,742 －

投資有価証券償還損 － 21,312

リース損害金 4,171 －

特別損失合計 11,921 22,221

税金等調整前四半期純利益 151,449 314,444

法人税、住民税及び事業税 115,803 205,648

法人税等調整額 △5,402 5,359

法人税等合計 110,401 211,008

少数株主損益調整前四半期純利益 41,047 103,436

四半期純利益 41,047 103,436
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 41,047 103,436

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 7,488 25,160

その他の包括利益合計 7,488 25,160

四半期包括利益 48,536 128,596

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 48,536 128,596

㈱トスネット（4754）　平成24年９月期第３四半期決算短信

8



   該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間（自  平成22年10月１日  至  平成23年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間（自  平成23年10月１日  至  平成24年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（単位：千円）

報告セグメント

合 計

警備事業
ビルメンテナンス

事業
メーリングサービス

事業

売上高

  外部顧客への売上高 5,630,188 116,569 319,363 6,066,120

  セグメント間の内部売上高又  
 は振替高

28,660 5,369 ― 34,029

計 5,658,848 121,938 319,363 6,100,150

セグメント利益又は損失（△） 102,313 △1,462 18,527 119,378

（単位：千円）

報告セグメント

合 計

警備事業
ビルメンテナン

ス事業
メーリングサー

ビス事業
電源供給事業

売上高

外部顧客への売上高 5,530,515 165,800 370,440 484,255 6,551,012

セグメント間の内部売上高又
は振替高

2,002 7,069 ― ― 9,071

計 5,532,518 172,869 370,440 484,255 6,560,083

セグメント利益 106,600 2,947 21,978 130,552 262,079

（５）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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