
財務ハイライト

セコムは日本の法律に従い、日本会計基準での業績の開示が義務づけられています。
ご参考までに、日本会計基準による財務ハイライトを以下に記載します。

	 	 単位：百万円	 単位：千米ドル
	 	 3月31日終了の各年度	 3月31日終了年度

  2008年 2007年 2006年 2008年
売上高 ................................................  ¥   682,619 ¥   613,976 ¥   567,315 $  6,826,190
営業利益 .............................................  104,706 97,840 94,109 1,047,060
経常利益 .............................................  114,278 102,720 96,669 1,142,780
当期純利益 ..........................................  61,506 58,299 52,994 615,060
総資産 ................................................  1,202,840 1,169,182 1,149,377 12,028,400
株主資本 .............................................  — — 496,164 —
純資産 ................................................  630,274 601,116 — 6,302,740

	 	 単位：円	 単位：米ドル

普通株式 1株当り:
　当期純利益 .......................................  ¥   273.40 ¥   259.14 ¥   234.28 $  2.73
　配当金 .............................................  80.00 60.00 50.00 0.80
　株主資本 ..........................................  — — 2,204.06 —
　純資産 .............................................  2,521.45 2,400.91 — 25.21

注記：	2008年3月期は、日本会計基準で売上高、営業利益、経常利益および当期純利益がいずれも過去最高になりました。
1株当りの配当金は、期中に承認され、支払われた額を表示しています。2008年3月31日決算後の6月26日の定時株
主総会において、1株当り85円の配当金が承認されました。

	 	 単位：百万円	 単位：千米ドル
	 	 3月31日終了の各年度	 3月31日終了年度

  2008年 2007年 2006年 2008年
純売上高および営業収入 .......................  ¥   706,695 ¥   636,678 ¥   580,526 $  7,066,950
営業利益 .............................................  105,628 94,418 81,893 1,056,280
当期純利益 ..........................................  61,756 55,889 50,331 617,560
総資産 ................................................  1,265,525 1,241,182 1,225,228 12,655,250
株主資本 .............................................  574,554 551,732 508,696 5,745,540

	 	 単位：円	 単位：米ドル

普通株式 1株当り:
　当期純利益 .......................................  ¥   274.51 ¥   248.42 ¥0,223.69 $  2.75
　配当金 .............................................  80.00 60.00 50.00 0.80
　株主資本 ..........................................  2,553.97 2,452.47 2,261.00 25.54

注記：1. 米ドル金額は、便宜上、2008年3月31日現在の東京外国為替市場での円相場1米ドル＝100円で換算しています。
	 2. 1株当りの当期純利益は、期中の平均発行済普通株式数に基づいて計算されています。
	 3. 1株当りの株主資本は自己株式控除後の期末発行済株式数に基づいて計算されています。
	 4. 2008年3月期の純売上高および営業収入、営業利益ならびに当期純利益は、いずれも過去最高になりました。
	 5.1 株当りの配当金は、期中に承認され、支払われた額を表示しています。2008年3月31日決算後の6月26日の定時株主

総会において、1株当り85円の配当金が承認されました。（連結財務諸表注記17を参照）

米国会計基準
セコム株式会社および子会社
2008年3月31日終了年度を含む3会計年度

日本会計基準
セコム株式会社および子会社
2008年3月31日終了年度を含む3会計年度

注記：　2008年3月期の当期純利益は、前期比59億円増加の618億円になりました。これは主として、セキュリティサービ
ス事業の増益をはじめ、2006年12月に能美防災（株）が連結子会社となったことにより新設した事業セグメントであ
る防災サービス事業が通年で寄与したこともあり、営業利益が増加したことによります。

	 　2007年3月期の当期純利益は、前期比56億円増加の559億円になりました。これは主として、セキュリティサービ
ス事業を中心に純売上高および営業収入が増加した一方で、販売費および一般管理費が減少したためです。

	 　2006年3月期の当期純利益は、前期比18億円減少の503億円となりました。これは、営業利益の増加や投資有価
証券売却益（純額）の増加などにより継続事業からの利益が前期比94億円増加の512億円となったものの、2005年3
月期に教育サービス事業や一部の賃貸用不動産などの売却に伴い非継続事業からの利益99億円を計上したことなど
によるものです。
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米国会計基準　当期純利益
（単位：10億円）

日本会計基準　当期純利益
（単位：10億円）

0

20

40

60

80

0

20

40

60

80

04 05 06 07 0803 0403 05 06 07 08

米国会計基準　当期純利益
（単位：10億円）

日本会計基準　当期純利益
（単位：10億円）

社会システム産業の構築をめざすセコムグループのサービ
ス・商品をご紹介します。

 セキュリティサービス事業
セントラライズドシステム
事業所向け
●	セコムAX
	 先進の画像認識技術から生まれた画像センサーにより、異常発
生の際にはコントロールセンターにご契約先の画像・音声が送信	
されるオンライン・セキュリティシステム。

●	セコムIX
	 24時間営業店舗向けの遠隔画像監視システム。
●	セコムDX
 幅広いセキュリティニーズへの対応を可能にした、各種店舗・ 
オフィス・倉庫・工場等向けのオンライン・セキュリティシステム。

●	セコムTX
 テナントビル向けのオンライン・セキュリティシステム。
● ハンクスシステム
	 CD/ATMコーナーを含む金融機関向けオンライン・セキュリティシ
ステム。

●	セコムCX
 中規模以上のビル向けに安全・設備管理からメンテナンスまで、
一元集中管理を行うビル総合集中管理システム。

家庭向け
● セコム・ホームセキュリティ
	 侵入・火災・非常通報の基本サービスとガス漏れ・救急通報の
オプションサービスの5つの情報をオンラインで24時間監視し、異
常発生時には緊急対処員がご契約先に駆けつけ適切な処置をと
る、家庭向けセキュリティシステム。必要に応じて110番、119番	
などにも通報。ご契約先では「セコム・メディカルクラブ」の電	
	

話健康相談サービスなどを利用可能。一部地域のご契約先では、生
活支援サービス「セコム・ホームサービス」も利用可能。

● セコム・マンションセキュリティシステム
	 マンション全体の設備監視から各戸のホームセキュリティまで	
一元管理するセキュリティシステム。最上位システム「セコム	MS-3」
では、既築・新築を問わず、小規模から大規模までさまざまなタイプ
のマンションに適用可能。

ローカルシステム
● トータックスZETA
 セキュリティノウハウと最新のネットワーク技術を融合した大規模施
設向けのビル管理システム。

ココセコム（位置情報提供・急行サービス）
	 GPS（全地球測位システム）衛星と携帯電話基地局の情報を活用し、
移動する人物・車両・貴重品などの位置情報を提供。契約内容
によっては、要請に基づき緊急対処員が現場に急行するサービスや、
非常時のボタン操作に即応して事前に登録されている緊急連絡先
へ通報するサービスも実施。

常駐警備システム
 高度な訓練を受けた安全のプロフェッショナルが人間の判断力や応
用力を最大限に活かして提供する警備サービス。

現金護送システム
 安全のプロフェッショナルが特殊車両を使って現金や有価証券を
安全確実に輸送するサービス。

セコムAEDパッケージサービス
	 心停止した人の救命に有効なAED（自動体外式除細動器）を、機
器の正常維持管理まで含めてトータルで提供するサービス。

安全商品
●	セコムCCTVシステム
 多機能・低コストの監視用テレビカメラシステム。画像劣化 
のおそれのないフルデジタル方式を採用。カメラに対する妨害行為
までも感知。

● セキュリロック・シリーズ
	 暗証番号やICカードなどで制限区域の出入管理を行うシステム。
● セサモ・シリーズ
	 オフィスビル、工場、駐車場などの施設の出入管理を行う各種シス
テム。非接触ICカード、磁気カード、テンキー操作、指紋識別、手
のひら静脈認証などにより出入管理。

● トマホーク・シリーズ
 家庭用消火器「トマホークマッハⅡ」、ガス消火剤を採用した 
高速自動消火システム「トマホークⅢ」をはじめ、幅広いライン 
アップを誇るセコムの消火システム。

● ピタゴラス・シリーズ
 防盗性・耐火性・機能性に優れたシステム金庫。
● センサーライト
 センサーが人の体温を感知して自動的に点灯・消灯するライト。
● セキュリフェースインターホン
 在宅時の強盗対策として顔検知機能を内蔵したインターホンと、家
庭用監視カメラを一体化したトータル画像監視システム。

● 家屋を強化する各種商品
	 窓ガラス破壊による侵入を防止する「SECOMあんしんガラス」、窓
の外側に設置する強化ステンレス製の「セキュリティ面格子」、こじ
開けや破壊に耐えられる寝室用の扉「ストロングドア」など。

必要に応じて通報・連絡

緊急対処指示 緊急対処

異常信号送信

・警察
・消防
・ガス会社
・その他関係機関

セコム
緊急発進拠点

セコム
コントロールセンター

ご契約先

セコム
緊急発進拠点

セコム
コントロールセンター

ご契約先

 保険サービス事業　
●	火災保険セキュリティ割引
	 セキュリティシステムをご利用の場合、保険料が割安となる事業所
向け火災保険。

●	セコム安心マイホーム保険
	 ホームセキュリティをご利用の場合、保険料が割安となる家庭	
総合保険。

●	自由診療保険メディコム
 自由診療であっても公的保険診療であっても、ガン治療にかかった
実費を補償する保険。ガン治療のための医療機関の紹介や医療
相談もサポート。

●	NEWセコム安心マイカー保険
	 事故現場にセコムの緊急対処員が駆けつける現場急行サービスに
加えて、ゴールド免許割引や盗難防止装置割引を採用した、新型
自動車総合保険。

 情報通信・その他のサービス事業
●	セキュアデータセンター
	 フィジカルセキュリティと情報セキュリティ双方を完備し、eビジネ
スのための各種情報サービスを包括的に提供するデータセンター。

●	認証サービス
	 PK I（公開鍵暗号基盤）の整備を推進し、インターネット利用環境
に高い信頼性を提供するサービス。電子証明書発行サービスや電
子認証局の構築・運営の受託などを行う。

●	監視サービス
	 ネットワークの安全性と安定性を確保するため、24時間体制	
でネットワーク上の脅威や接続・稼動状況、負荷状況を監視・報
告するサービス。

● 災害対策
 災害発生時に、社員の安否確認、現地情報の収集、情報の共有
化を行い、企業の迅速な業務再開を支援する「セコム安否確認サ
ービス」などを提供。

●	セコムの食
	 化学肥料や農薬、食品添加物を可能な限り使っていない、味覚に
優れた食品を厳選し、カタログやインターネットを通じて	
販売。

●	分譲マンション
	 安全・安心を重視したマンション「グローリオ」シリーズを	
提供。

 メディカルサービス事業
●	在宅医療サービス
	 クリーンルーム（無菌調剤室）を持つセコム薬局の薬剤提供サービス
や看護師が提供する訪問看護サービスなどにより、在宅で療養する
方々をサポートするサービス。また、「在宅医療クリニック開業・運営
支援プログラム」も実施。

●	在宅介護サービス
	 ホームヘルパーがご利用者宅を訪問し、入浴や排泄などの介助や、掃
除・洗濯などの家事援助を行うサービス。

●	セコム・ユビキタス電子カルテ
	 ネットワークを介して、医師、看護師、調剤薬局などがカルテ情報を
共有し、在宅医療クリニックや中小病院を支援するシステム。

●	ホスピネット
	 MRI、CTなどの医療機器による画像をセンターに送信し、専門医が
画像診断を行う、医療機関向けの遠隔画像診断支援サービス。

●	マイスプーン
	 手の不自由な方が身体の一部を動かすだけで、自分で食事ができる日
本初の食事支援ロボット。

●	介護付有料老人ホーム
	 「サクラビア成城」「ロイヤルライフ多摩」「コンフォートガーデンあざみ
野」「アライブケアホーム」などの有料老人ホームを運営。

●	セコム健康くらぶKENKO
	 東京・四谷にオープンした都市型高機能クリニック「四谷メディカル
キューブ」と提携し、PET-CTなどの最先端医療機器を利用した質
の高い健康管理サービスを提供する会員制サービス。

 地理情報サービス事業
●	PasCALシリーズ
	 行政分野における様々なシーンでGIS（地理情報システム）を有効
に活用することを可能にする、自治体向けの統合型GIS。

●	MarketPlannerシリーズ
	 様々な集計や表現方法を用いてエリアマーケティング戦略の立案を
サポートする、民間企業向けサービス。

●	帰宅支援マップサービス
	 大地震発生時の従業員の帰宅と企業の危機管理対策を支援する
サービス。個人向け製品も別途提供。

 防災サービス事業　
●	火災報知設備
	 一般家庭から事業用大規模施設まで、施設規模や用途に応じて、自
動火災報知設備、環境監視システム、防火・防排煙設備などさまざ
まなタイプの設備や機器を製造・施工・販売。

●	消火設備
	 一般事務所から化学工場・トンネルまで、その用途に合わせ、スプリ
ンクラー等の水系消火設備、泡消火設備、粉末消火設備、不活性ガ
ス消火設備など多彩なラインナップから最適な消火設備を提供。

●	保守点検
 火災報知設備や消火設備の保守点検や補修工事を提供。また、CS
サービスセンターでの24時間オンライン監視などのサービスを提供。

●	その他
	 駐車場管理システムの施工・保守や医療機器・電子機器メーカー
など他の事業者へのプリント板組品の製造・販売。

セコムグループの主要事業領域
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セントラライズドシステム




