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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第47期

第２四半期連結
累計期間

第48期
第２四半期連結
累計期間

第47期

会計期間
自平成23年４月１日
至平成23年９月30日

自平成24年４月１日
至平成24年９月30日

自平成23年４月１日
至平成24年３月31日

売上高 （百万円） 147,569 154,118 304,723

経常利益 （百万円） 7,208 7,829 12,558

四半期（当期）純利益 （百万円） 2,890 4,207 3,903

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 2,904 5,033 5,191

純資産額 （百万円） 164,326 169,332 165,634

総資産額 （百万円） 276,009 281,617 283,593

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
（円） 28.75 41.85 38.83

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 52.4 52.9 51.3

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 3,293 8,532 17,213

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △4,779 △6,467 △10,859

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △5,192 △4,401 △9,908

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（百万円） 37,351 38,136 40,476

　

回次
第47期

第２四半期連結
会計期間

第48期
第２四半期連結
会計期間

会計期間
自平成23年７月１日
至平成23年９月30日

自平成24年７月１日
至平成24年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 13.61 22.51

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．「売上高」には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

　

２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 業績の状況

　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154,118百万円（前年同期比4.4％増）とな

りました。営業利益は7,075百万円（前年同期比11.7％増）となり、経常利益は7,829百万円（前年同期比8.6％増）

となりました。四半期純利益は4,207百万円（前年同期比45.6％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133,930百万円（前年同期比4.0％増）、営業利益は10,499百万円

（前年同期比8.4％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、18,674百万

円（前年同期比14.6％増）、営業利益は693百万円（前年同期比136.5％増）となりました。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の状況は、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8,532百万円（前年同期比159.1％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7,930百万円、減価償却費による資金の内部留保5,690百万円、売

上債権の減少による資金の増加2,486百万円であります。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4,015百万円、警備輸送業務に係る資産・負債の増減額の減少3,425百万円、法人税等の支払2,825百万

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6,467百万円（前年同期比35.3％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2,474百万円であります。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4,570百万円、定期預金の増加による資金の減少1,204百万円であります。

　

（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4,401百万円（前年同期比15.2％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1,871百万円、リース債務の返済による支出1,670百万円、配当金

の支払1,005百万円であります。
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(3) 生産、受注及び販売の状況

（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。

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

　

（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。

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

（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) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(5) 研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間における研究開発費は、総額259百万円であり、主にセキュリティ事業に係るもので

あります。

　なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループにおける研究開発活動の状況に重要な変更はありませ

ん。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種　　　　類 発行可能株式総数（株）

普通株式 300,000,000

計 300,000,000

　

②【発行済株式】

種　　類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成24年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年11月６日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内　容

普通株式 102,040,042 102,040,042
東京証券取引所

（市場第一部）

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式であり、単元株式

数は100株であります。

計 102,040,042 102,040,042 ― ―

　

　

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高(百万円)

平成24年７月１日～

平成24年９月30日
－ 102,040,042 － 18,675 － 29,320
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（６）【大株主の状況】

　 平成24年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

綜合商事㈱ 東京都新宿区西新宿三丁目20－２ 7,388 7.24

綜合警備保障従業員持株会 東京都港区元赤坂一丁目６－６ 6,520 6.38

埼玉機器㈱
埼玉県さいたま市中央区下落合七丁目１－

３
5,283 5.17

日本トラスティ・サービス信託銀

行㈱（信託口）（注）１
東京都中央区晴海一丁目８－11 4,903 4.80

かまくら商事㈱ 東京都千代田区神田小川町三丁目６－８ 4,300 4.21

みずほ信託銀行㈱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㈱

東京都中央区晴海一丁目８－12

晴海アイランドトリトンスクエアオフィス

タワーＺ棟

4,261 4.17

東京海上日動火災保険㈱ 東京都千代田区丸の内一丁目２－１ 3,420 3.35

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

（常任代理人　香港上海銀行東京

支店）

５０　ＢＡＮＫ　ＳＴＲＥＥＴ　ＣＡＮＡＲ

Ｙ　ＷＨＡＲＦ　ＬＯＮＤＯＮ　Ｅ１４　５Ｎ

Ｔ，ＵＫ

(東京都中央区日本橋三丁目11－１)

3,226 3.16

村井　温 東京都杉並区 3,012 2.95

きずな商事㈱ 東京都千代田区神田小川町三丁目６－８ 2,950 2.89

計 ― 45,266 44.36

（注）１．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口）2,859千株

２．シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピーから、平成24年10月25日付で大量保

有報告書の変更報告書の提出があり、平成24年10月22日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を

受けておりますが、当社として実質保有株式数の確認ができません。なお、シルチェスター・インターナショ

ナル・インベスターズ・エルエルピーの大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりです。

　氏名又は名称 　住所
保有株券等の数

(株)
株券等保有割合

(％)

シルチェスター・インターナショ

ナル・インベスターズ・エルエル

ピー

英国ロンドン　ダブリュー１ジェイ　６

ティーエル、ブルトン　ストリート１、タイ

ム　アンド　ライフ　ビル５階

4,119,400 4.04
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成24年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　 1,505,700 －

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式であり、単元株式

数は100株であります。

完全議決権株式（その他） 普通株式 100,524,200 1,005,242 同上

単元未満株式 普通株式　　　10,142 －
１単元(100株)未満の株

式であります。

発行済株式総数 102,040,042 － －

総株主の議決権 － 1,005,242 －

　

②【自己株式等】

 平成24年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

綜合警備保障㈱

東京都港区

元赤坂一丁目

６－６

1,505,700 ― 1,505,700 1.48

計 ― 1,505,700 ― 1,505,700 1.48

　

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「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」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成24年７月１日から平成

24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、太陽ＡＳＧ有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

　

EDINET提出書類

綜合警備保障株式会社(E05309)

四半期報告書

 8/21



１【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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【会計方針の変更】

（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115百万円増加しております。

　

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

（税金費用の計算）

　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。

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※　警備輸送業務用現金

前連結会計年度（平成24年３月31日）

　警備輸送業務用の現金であり、他の目的による使用を制限されております。

　また、短期借入金残高のうち、当該業務用に調達した資金が13,283百万円含まれております。

　

当第２四半期連結会計期間（平成24年９月30日）

　警備輸送業務用の現金であり、他の目的による使用を制限されております。

　また、短期借入金残高のうち、当該業務用に調達した資金が11,143百万円含まれております。

　

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
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）

給与諸手当 16,080百万円 16,103百万円

賞与引当金繰入額 324 332

役員賞与引当金繰入額 118 122

役員退職慰労引当金繰入額 55 50

貸倒引当金繰入額 32 92

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のと

おりであります。

 
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）

現金及び預金勘定 44,655百万円 46,417百万円

預入期間が３ヶ月を超える預金 △7,542 △9,520

取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資（有価証券）
238 1,238

現金及び現金同等物 37,351 38,136
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（株主資本等関係）

Ⅰ　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）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月24日

定時株主総会
普通株式 1,005 10.0平成23年３月31日平成23年６月27日利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後と

なるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年10月31日

取締役会
普通株式 1,005 10.0平成23年９月30日平成23年12月５日利益剰余金

 

Ⅱ　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）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月26日

定時株主総会
普通株式 1,005 10.0平成24年３月31日平成24年６月27日利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後と

なるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年10月31日

取締役会
普通株式 1,105 11.0平成24年９月30日平成24年12月３日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　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）

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

（単位：百万円）

 

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

セキュリ
ティ事業

綜合管理・
防災事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への

売上高
128,81216,301145,1142,455147,569 － 147,569

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

1,298 54 1,352 146 1,499△1,499 －

計 130,11016,355146,4662,601149,068△1,499147,569

セグメント利益 9,683 293 9,976 661 10,638△4,302 6,336

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、多機能型ATM「MMK」の提

供、セキュリティソリューション事業、情報警備事業、交通事故現場への「現場急行サービス」等があ

ります。

２．セグメント利益の調整額△4,302百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、全社

費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

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

（固定資産に係る重要な減損損失）

　報告セグメントに配分された減損損失はありません。報告セグメントに配分されていない減損損失は29百万円

であり、その内訳は土地29百万円であります。

 

（のれんの金額の重要な変動）

　該当事項はありません。

 

（重要な負ののれん発生益）

　該当事項はありません。
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Ⅱ　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）

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

（単位：百万円）

　

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

セキュリ
ティ事業

綜合管理・
防災事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への

売上高
133,93018,674152,6051,513154,118 － 154,118

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

1,397 61 1,459 159 1,619△1,619 －

計 135,32818,736154,0641,672155,737△1,619154,118

セグメント利益 10,499 693 11,193 271 11,464△4,389 7,075

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、多機能型ATM「MMK」の提

供、セキュリティソリューション事業、情報警備事業、交通事故現場への「現場急行サービス」等があ

ります。

２．セグメント利益の調整額△4,389百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、全社

費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントの変更等に関する事項

　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に記載のとおり、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は、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更して

おります。

　当該変更により、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の「セキュリティ事業」のセグメント利益が

103百万円増加し、「綜合管理・防災事業」のセグメント利益が10百万円増加し、「その他」のセグメント利益が

0百万円増加しております。

　

３．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

（固定資産に係る重要な減損損失）

　報告セグメントに配分された減損損失はありません。報告セグメントに配分されていない減損損失は138百万円

であり、その内訳は建物31百万円、土地107百万円、器具備品0百万円であります。

　

（のれんの金額の重要な変動）

　該当事項はありません。

　

（重要な負ののれん発生益）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
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）

１株当たり四半期純利益金額 　 28円75銭 41円85銭

（算定上の基礎） 　 　 　

四半期純利益金額 （百万円） 2,890 4,207

普通株主に帰属しない金額 （百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額 （百万円） 2,890 4,207

普通株式の期中平均株式数 （千株） 100,534 100,534

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

平成24年10月31日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）中間配当による配当金の総額・・・・・・・・1,105百万円

（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・11円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・平成24年12月３日

（注）　平成24年９月30日現在の株主名簿に記録された株主に対し、支払いを行います。

　

EDINET提出書類

綜合警備保障株式会社(E05309)

四半期報告書

19/21



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年11月１日

綜合警備保障株式会社

取締役会　御中

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人
 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山田　　茂善　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 野辺地　 勉　　 印

　

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 藤本　　浩巳　  印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている綜合警備保障株式

会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成24年７月１日から

平成24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、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

・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、綜合警備保障株式会社及び連結子会社の平成24年９月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上
　

　　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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