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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49期
第２四半期
連結累計期間

第50期
第２四半期
連結累計期間

第49期
第２四半期
連結会計期間

第50期
第２四半期
連結会計期間

第49期

会計期間

自  平成21年
     ４月１日
至  平成21年
     ９月30日

自  平成22年
     ４月１日
至  平成22年
     ９月30日

自  平成21年
     ７月１日
至  平成21年
     ９月30日

自  平成22年
     ７月１日
至  平成22年
     ９月30日

自  平成21年
     ４月１日
至  平成22年
     ３月31日

売上高 (百万円) 312,765 315,499 159,474 163,171 654,678

経常利益 (百万円) 48,284 51,316 24,375 27,105 98,327

四半期(当期)純利益 (百万円) 26,150 28,712 13,874 15,540 47,611

純資産額 (百万円) ― ― 602,619 629,056 625,153

総資産額 (百万円) ― ― 1,072,1431,052,8661,081,679

１株当たり純資産額 (円) ― ― 2,468.512,580.272,561.94

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 119.94 131.69 63.63 71.28 218.37

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 50.2 53.4 51.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 71,663 51,549 ― ― 90,359

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △ 20,604△ 1,663 ― ― △ 12,201

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △ 57,286△ 32,575 ― ― △ 57,912

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 152,604 195,543 178,781

従業員数 (人) ― ― 34,112 33,852 33,685

(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。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重要な

変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成22年９月30日現在

従業員数(人) 33,852

(注) 　従業員数は就業人員であります。

　

(2) 提出会社の状況

平成22年９月30日現在

従業員数(人) 13,725

(注) 　従業員数は就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 受注状況

当第２四半期連結会計期間における受注状況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 受注高(百万円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(百万円)

前年同四半期比
(％)

セキュリティサービス事業 1,601 2.6 2,304 △ 　2.8

防災事業 20,654 9.1 40,234 △　 8.5

地理情報サービス事業 10,861 1.0 25,048 4.9

情報通信・その他の事業 2,200 36.8 1,442 23.6

合計 35,317 7.5 69,030 △ 　3.3

(注) １　セグメント間の取引については相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(2) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における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 販売高(百万円)
前年同四半期比
（％）

セキュリティサービス事業 104,443 1.6

防災事業 17,216 △ 　1.9

メディカルサービス事業 10,333 8.6

保険事業 8,294 6.2

地理情報サービス事業 10,017 2.0

不動産開発・販売事業 3,947 79.4

情報通信・その他の事業 8,919 △　 9.1

合計 163,171 2.3

(注) １　セグメント間の取引については相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、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重要な変更はありません。

　

３ 【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は行われておりません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間における日本経済は、緊急経済対策などにより景気の持ち直しの動きも見

られましたが、雇用情勢は依然として厳しく、海外景気の下振れ懸念や為替レート・株価の変動、デフレ

の影響など、景気を下押しするリスクが強まっています。

このような状況の中で、安全・安心に対する社会的ニーズはますます多様化・高度化しており、セコム

グループは、“いつでも、どこでも、誰もが安全・安心に暮らせる社会”を実現する「社会システム産

業」の構築を目指し、セキュリティサービス事業を中心に、防災事業、メディカルサービス事業、保険事

業、地理情報サービス事業、不動産開発・販売事業および情報通信・その他の事業で、お客様のニーズに

合った、質の高いサービス・商品を開発・提供することに努めました。

　
当第２四半期連結会計期間における売上高は1,631億円(前年同期比2.3%増加)となり、営業利益は251

億円(前年同期比0.6%減少)となりました。経常利益は営業外収益の13億円増と営業外費用の15億円減に

より、271億円(前年同期比11.2%増加)、四半期純利益は155億円(前年同期比12.0%増加)となりました。

なお、当第２四半期連結累計期間における売上高は3,154億円(前年同期比0.9%増加)となり、営業利益

は479億円(前年同期比2.1%減少)となりました。経常利益は営業外収益の12億円増と営業外費用の28億円

減により、513億円(前年同期比6.3%増加)、四半期純利益は287億円(前年同期比9.8%増加)となりました。

　

事業別にみますと、以下のとおりであります。

　
セキュリティサービス事業は、当第２四半期連結会計期間の売上高は1,044億円(前年同期比1.6%増加)

となりましたが、ブロードバンド対応等によりシステム開発費用が増加したため、営業利益は248億円(前

年同期比1.0%減少)となりました。

当第２四半期連結累計期間では、売上高は2,051億円(前年同期比0.2%増加)、営業利益は494億円(前年

同期比1.4%減少)となりました。

　
防災事業は、当第２四半期連結会計期間の売上高は172億円(前年同期比1.9%減少)となり、営業損益は

４億円の営業利益(前年同期は１億円の営業利益)となりました。

当第２四半期連結累計期間では、前年同期に大型物件の防災設備更新売上があった影響等により、売上

高は307億円(前年同期比6.1%減少)となり、営業損益は１億円の営業損失(前年同期は９億円の営業利益)

となりました。

　
メディカルサービス事業は、在宅医療サービスおよび医療機器販売が好調に推移したため、当第２四半

期連結会計期間の売上高は103億円(前年同期比8.6%増加)となり、営業利益は６億円(前年同期比5.2%減

少)となりました。

当第２四半期連結累計期間では、売上高は197億円(前年同期比8.2%増加)、営業利益は12億円(前年同期

比8.5%増加)となりました。

　
保険事業は、当第２四半期連結会計期間の売上高は82億円(前年同期比6.2%増加)となりましたが、自然

災害等にかかる責任準備金の繰入増加(前年同期は戻入)により営業利益は７千万円(前年同期比92.8%減

少)となりました。

当第２四半期連結累計期間では、売上高は164億円(前年同期比5.1%増加)、営業利益は６億円(前年同期

比38.8%減少)となりました。
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地理情報サービス事業は、国や地方公共団体に対する順調な作業進捗により、当第２四半期連結会計期

間の売上高は100億円(前年同期比2.0%増加)となり、株式会社パスコの主要市場である官公需は納品時期

が年度末に集中しており、収益は期末へ向けて増加する季節変動要因が大きい傾向にありますが、営業損

益は徹底した工程管理や経費削減の効果により７億円の営業利益(前年同期は１億円の営業利益)となり

ました。

当第２四半期連結累計期間では、売上高は182億円(前年同期比8.2%増加)、営業損益は９億円の営業利

益(前年同期は４億円の営業損失)となりました。

　
不動産開発・販売事業は、当第２四半期連結会計期間の売上高は39億円(前年同期比79.4%増加)となり

ましたが、前期に引き続き将来を見越した在庫の圧縮を進め、営業損益は２億円の営業損失(前年同期は

２億円の営業損失)となりました。

当第２四半期連結累計期間では、売上高は84億円(前年同期比49.6%増加)、営業損益は４億円の営業損

失(前年同期は４億円の営業損失)となりました。

　
情報通信・その他の事業は、前年８月に株式会社ジャパンイメージコミュニケーションズを売却(前年

同期は７億円の売上計上)したこと等により、当第２四半期連結会計期間の売上高は89億円(前年同期比

9.1%減少)となり、営業利益は12億円(前年同期比22.9%減少)となりました。

当第２四半期連結累計期間では、株式会社ジャパンイメージコミュニケーションズを売却(前年同期は

19億円の売上計上)したこと等により、売上高は167億円(前年同期比11.0%減少)、営業利益は17億円(前年

同期比32.7%減少)となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ288億円(2.7%)減少して1兆

528億円となりました。流動資産は、現金及び預金が157億円(10.7%)増加の1,626億円となりましたが、受

取手形及び売掛金が210億円(28.5%)減少の528億円、有価証券が83億円(52.0%)減少の76億円、販売用不動

産が68億円(37.0%)減少の116億円となり、合計は前連結会計年度末に比べ195億円(4.0%)減少して4,640

億円となりました。固定資産は、有形固定資産が64億円(2.4%)増加の2,794億円となりましたが、無形固定

資産が10億円(4.8%)減少の208億円、投資有価証券が140億円(7.5%)減少の1,736億円となり、合計は前連

結会計年度末に比べ92億円(1.5%)減少して5,886億円となりました。

　
負債は、前連結会計年度末に比べ327億円(7.2%)減少して4,238億円となりました。流動負債は、短期借

入金が120億円(25.1%)減少の360億円、未払金が39億円(17.0%)減少の193億円、未払法人税等が26億円

(12.5%)減少の182億円、支払手形及び買掛金が12億円(5.2%)減少の234億円、訴訟損失引当金が17億円減

少したことにより、合計は前連結会計年度末に比べ218億円(10.4%)減少して1,885億円となりました。固

定負債は、長期リース債務が21億円増加の26億円となりましたが、保険契約準備金が131億円(8.8%)減少

の1,370億円となったことなどにより、前連結会計年度末に比べ108億円(4.4%)減少して2,352億円となり

ました。

　
純資産は、為替換算調整勘定が35億円(12.6%)減少の△313億円、その他有価証券評価差額金が26億円

(59.4%)減少の18億円となりましたが、利益剰余金が101億円(2.0%)増加の5,176億円となり、合計は前連

結会計年度末に比べ39億円(0.6%)増加して6,290億円となりました。
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(3) キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、全体で263億円の資金の増

加(前年同期は352億円の資金の増加)となりました。主な資金の増加要因は、税金等調整前四半期純利益

266億円、減価償却費91億円であります。また、主な資金の減少要因は、受取手形及び売掛債権の増加75億

円、保険契約準備金の減少32億円であります。

なお、前年同期との比較では、営業活動によるキャッシュ・フローは、88億円の収入の減少となりまし

た。これは、主に受取手形及び売掛債権の増加、保険契約準備金の減少の他、仕入債務の増減額が増加から

減少に転じたことによるものです。

　
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、全体で38億円の資金の減少(前年同期は58億円の資金の減少)

となりました。主な資金の減少要因は、警報機器及び設備等の有形固定資産の取得による支出92億円、投

資有価証券の取得による支出42億円であります。また、主な資金の増加要因は、投資有価証券の売却及び

償還による収入85億円であります。

なお、前年同期との比較では、投資活動によるキャッシュ・フローは、20億円の支出の減少となりまし

た。これは、主に前年同期に連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入を計上したものの、有価

証券の増加額の減少によるものです。

　
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、全体で12億円の資金の増加(前年同期は383億円の資金の減少)

となりました。主な資金の増加要因は、長期借入れによる収入17億円、短期借入金の増加16億円でありま

す。主な資金の減少要因は、長期借入金の返済による支出14億円であります。

なお、前年同期との比較では、財務活動によるキャッシュ・フローは、396億円の支出の減少となりまし

た。これは、主に短期借入金の純増減額が減少から増加に転じたことによるものです。

　
これらの結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、第１四半期連結会計期間

末に比べ232億円増加(前年同期は91億円減少)して1,955億円となりました。

　

(参考：当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況)

　

(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における営業活動によるキャッシュ・フローは、全体で515億円の資金の増

加(前年同期は716億円の資金の増加)となりました。主な資金の増加要因は、税金等調整前四半期純利益

492億円、受取手形及び売掛債権の減少206億円、減価償却費177億円であります。また、主な資金の減少要

因は、法人税等の支払額204億円、保険契約準備金の減少131億円、仕入債務の減少52億円であります。

なお、前年同期との比較では、営業活動によるキャッシュ・フローは、201億円の収入の減少となりまし

た。これは、主に保険契約準備金の減少、受取手形及び売掛債権の減少によるものです。
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(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、全体で16億円の資金の減少(前年同期は206億円の資金の減少)

となりました。主な資金の減少要因は、警報機器及び設備等の有形固定資産の取得による支出190億円、投

資有価証券の取得による支出68億円であります。また、主な資金の増加要因は、投資有価証券の売却及び

償還による収入198億円、関係会社株式の売却による収入50億円であります。

なお、前年同期との比較では、投資活動によるキャッシュ・フローは、189億円の支出の減少となりまし

た。これは、主に投資有価証券の取得による支出の減少及び有価証券の増加額の減少によるものです。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、全体で325億円の資金の減少(前年同期は572億円の資金の減

少)となりました。主な資金の減少要因は、配当金の支払額185億円、短期借入金の減少109億円、長期借入

金の返済による支出21億円、少数株主への配当金の支払額15億円であります。

なお、前年同期との比較では、財務活動によるキャッシュ・フローは、247億円の支出の減少となりまし

た。これは、主に短期借入金の純減額の減少によるものです。

　

これらの結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ

167億円増加(前年同期は55億円減少)して1,955億円となりました。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及

び新たに生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は1,694百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

第１四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、当第２四半期連結会計

期間に重要な変更はありません。また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の

新設、除却等の計画はありません。

　

第１四半期連結会計期間末に計画していた設備計画金額のうち、当第２四半期連結会計期間において完

了したものは次のとおりであります。

　

セグメントの名称
設備投資金額
(百万円)

設備等の主な内容・目的 資金調達方法

セキュリティサービス事業 6,211
警報機器及び設備等（感知装置、補
助装置、管制装置、設備工事費等）

自己資金

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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第４ 【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 900,000,000

計 900,000,000

　

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22年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年11月12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 233,288,717233,288,717
東京証券取引所
大阪証券取引所
各市場第一部

単元株式数
100株

計 233,288,717233,288,717― ―

　

(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22年９月30日　 ─ 233,288,717 ─ 66,377 ─ 83,054
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(6) 【大株主の状況】

　 　 平成22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(％)

ステート ストリート バンク アン
ド トラストカンパニー
（(常代)香港上海銀行東京支店）

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 
U.S.A.
(東京都中央区日本橋３－11－１)

18,920 8.11

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社（信託口）

東京都港区浜松町２－11－３ 13,500 5.78

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１－８－11 13,460 5.76

野村信託銀行株式会社（信託口
2052098）

東京都千代田区大手町２－２－２ 6,153 2.63

飯田　亮 東京都世田谷区 4,320 1.85

野村信託銀行株式会社（信託口
2052088）

東京都千代田区大手町２－２－２ 4,148 1.77

財団法人セコム科学技術振興財団 東京都渋谷区神宮前１－５－１ 4,025 1.72

ジェーピー モルガン セキュリ
ティーズ
（(常代)株式会社みずほコーポ
レート銀行決済営業部）

125 LONDON WALL, LONDON, EC2Y5AJ, UNITED
KINGDOM
(東京都中央区月島４－16－13)

3,339 1.43

ＳＳＢＴ ＯＤ05 ＯＭＮＩＢＵＳ 
ＡＣＣＯＵＮＴ － ＴＲＥＡＴＹ 
ＣＬＩＥＮＴＳ
（(常代)香港上海銀行東京支店）

338 PITT STREET SYDNEY NSW 2000AUSTRALIA
(東京都中央区日本橋３－11－１)

3,264 1.39

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 3,196 1.37

計 ― 74,328 31.86
　

(注)１ 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。

   ２ 上記各信託銀行の所有株式数は、信託業務に係るものであります。

   
３ 上記の所有株式数の他に、当社は自己株式を15,255千株所有しております。(発行済株式総数に対する所有株
式数の割合6.53％)

   

４ 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから、平成22年６月21日付で関東財務局長に提出された大量
保有報告書（変更報告書）により、平成22年６月14日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けてお
りますが、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行を除き、当社として当第２四半期会計期間末における実質所有株式数
の確認ができておりません。
なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。

　

氏名又は名称 住所
保有株券等の数 株券等保有割合

(千株) (％)

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 3,196 1.37

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１－４－５ 6,863 2.94

三菱ＵＦＪ投信株式会社 東京都千代田区丸の内１－４－５ 1,599 0.69

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内２－５－２ 2,124 0.91

エム・ユー投資顧問株式会社 東京都中央区日本橋室町３－２－15 410 0.18
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成22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) （自己保有株式） ― ―
普通株式 15,255,700

完全議決権株式(その他) 普通株式 217,864,200 2,178,642 ―

単元未満株式 普通株式 168,817 ― ―

発行済株式総数 233,288,717 ― ―

総株主の議決権 ― 2,178,642 ―

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式33株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成22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(％)

（自己保有株式）

セコム株式会社
東京都渋谷区神宮前
１－５－１

15,255,700 ― 15,255,7006.53

計 ― 15,255,700 ― 15,255,7006.53

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 4,1504,1654,1604,2254,0853,880

最低(円) 4,0003,7903,7853,8753,6353,640

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員および執行役員の異動は、次の

とおりであります。

(役職の異動)

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役副社長
（営業本部長、法人営業本部長、

営業統轄担当）

取締役副社長
（営業本部長、営業統轄担当）

佐藤　興一 平成22年７月９日

専務取締役
（国際事業本部長）

専務取締役
（海外担当）

小幡　文雄 平成22年７月７日

取締役
（不動産事業担当、セコムホームライフ株

式会社代表取締役副社長）

取締役
（法人営業本部長）

伊東　孝之

平成22年７月９日

取締役
（不動産事業担当、セコムホームライフ株

式会社代表取締役社長）

取締役
（不動産事業担当、セコムホームライフ株

式会社代表取締役副社長）
平成22年９月１日

執行役員
（国際事業本部副本部長、中国部長）

執行役員
（海外一部長）

高岡　　実 平成22年７月７日
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第５ 【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。

なお、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則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、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１

日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表については、あずさ監査法人により四半期レビューを受け、当第２四半期連

結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４月

１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人により

四半期レビューを受けております。

なお、従来から当社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年

７月１日をもって有限責任 あずさ監査法人となりました。
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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)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 162,642 146,929

現金護送業務用現金及び預金 ※1
 47,252

※1
 48,861

コールローン 37,500 36,500

受取手形及び売掛金 52,825 73,844

未収契約料 21,937 20,824

有価証券 7,669 15,989

リース債権及びリース投資資産 14,729 14,742

商品及び製品 11,895 10,987

販売用不動産 11,653 18,493

仕掛品 2,223 1,427

未成工事支出金 6,769 5,312

仕掛販売用不動産 56,137 55,916

原材料及び貯蔵品 5,873 5,932

繰延税金資産 11,542 11,684

短期貸付金 2,319 3,088

その他 13,179 15,275

貸倒引当金 △2,077 △2,207

流動資産合計 464,072 483,600

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 103,169 97,692

機械装置及び運搬具（純額） 5,872 5,891

警報機器及び設備（純額） 64,366 63,034

工具、器具及び備品（純額） 10,217 9,932

土地 93,670 93,424

建設仮勘定 2,151 3,044

有形固定資産合計 ※2
 279,449

※2
 273,020

無形固定資産

ソフトウエア 14,697 15,769

のれん ※4
 2,098

※4
 2,295

その他 4,035 3,820

無形固定資産合計 20,831 21,885

投資その他の資産

投資有価証券 173,697 187,777

長期貸付金 50,057 50,488

敷金及び保証金 11,775 13,075

長期前払費用 18,432 18,136

前払年金費用 18,504 18,618

繰延税金資産 21,020 19,848

その他 13,209 13,417

貸倒引当金 △18,358 △18,403

投資その他の資産合計 288,338 302,959

固定資産合計 588,619 597,864
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日)

繰延資産 173 213

資産合計 1,052,866 1,081,679

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 23,493 24,774

短期借入金 ※1, ※5
 36,008

※1, ※5
 48,094

1年内償還予定の社債 1,501 1,761

リース債務 341 247

未払金 19,389 23,359

未払法人税等 18,298 20,907

未払消費税等 ※6
 2,694 3,302

未払費用 3,421 3,633

前受契約料 32,749 33,554

賞与引当金 12,355 12,139

訴訟損失引当金 － 1,770

工事損失引当金 340 145

その他 37,926 36,660

流動負債合計 188,521 210,353

固定負債

社債 16,310 17,006

長期借入金 16,718 16,085

リース債務 2,694 501

長期預り保証金 37,070 36,777

繰延税金負債 8,535 8,399

退職給付引当金 13,013 13,264

役員退職慰労引当金 2,327 2,398

保険契約準備金 137,030 150,180

その他 1,588 1,557

固定負債合計 235,288 246,171

負債合計 423,810 456,525

純資産の部

株主資本

資本金 66,377 66,377

資本剰余金 83,054 83,054

利益剰余金 517,613 507,434

自己株式 △74,912 △74,907

株主資本合計 592,132 581,959

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,836 4,521

繰延ヘッジ損益 △11 △17

為替換算調整勘定 △31,375 △27,871

評価・換算差額等合計 △29,549 △23,367

少数株主持分 66,473 66,562

純資産合計 629,056 625,153

負債純資産合計 1,052,866 1,081,679
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(2)【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21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 312,765 315,499

売上原価 193,525 197,741

売上総利益 119,240 117,757

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 2,355 1,922

給料及び手当 27,783 27,610

賞与 1,528 1,665

賞与引当金繰入額 4,877 4,816

退職給付費用 2,003 1,920

役員退職慰労引当金繰入額 84 100

その他の人件費 5,870 6,003

減価償却費 1,938 2,138

賃借料 4,885 4,661

通信費 1,783 1,778

事業税 885 752

貸倒引当金繰入額 81 254

のれん償却額 900 838

その他 15,320 15,378

販売費及び一般管理費合計 70,300 69,841

営業利益 48,940 47,916

営業外収益

受取利息 621 449

受取配当金 187 226

投資有価証券売却益 701 189

持分法による投資利益 1,923 2,166

投資有価証券償還益 － 1,453

投資事業組合運用益 － 883

その他 1,968 1,237

営業外収益合計 5,401 6,607

営業外費用

支払利息 705 545

固定資産売却廃棄損 ※1
 678

※1
 780

貸倒引当金繰入額 689 7

投資事業組合運用損 2,699 －

その他 1,284 1,874

営業外費用合計 6,057 3,208

経常利益 48,284 51,316
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

特別利益

投資有価証券売却益 0 1,164

固定資産売却益 ※2
 2

※2
 36

関係会社株式売却益 858 －

その他 － 67

特別利益合計 861 1,268

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,184

関係会社株式売却損 － 954

投資有価証券評価損 624 906

投資有価証券売却損 197 93

固定資産売却損 ※3
 7

※3
 41

減損損失 75 2

ソフトウエア除却損 193 －

訴訟損失引当金繰入額 60 －

その他 68 106

特別損失合計 1,226 3,289

税金等調整前四半期純利益 47,919 49,295

法人税、住民税及び事業税 20,160 18,124

法人税等調整額 △426 873

法人税等合計 19,733 18,997

少数株主損益調整前四半期純利益 － 30,298

少数株主利益 2,034 1,585

四半期純利益 26,150 28,712
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 159,474 163,171

売上原価 99,192 103,156

売上総利益 60,281 60,014

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 1,302 927

給料及び手当 13,772 13,698

賞与 209 150

賞与引当金繰入額 2,921 3,051

退職給付費用 1,003 966

役員退職慰労引当金繰入額 47 63

その他の人件費 2,939 3,005

減価償却費 980 1,071

賃借料 2,445 2,335

通信費 901 890

事業税 449 400

貸倒引当金繰入額 49 85

のれん償却額 451 384

その他 7,504 7,833

販売費及び一般管理費合計 34,979 34,864

営業利益 25,302 25,150

営業外収益

受取利息 282 226

受取配当金 15 11

投資有価証券売却益 422 185

持分法による投資利益 936 934

投資有価証券償還益 － 853

投資事業組合運用益 － 851

その他 534 466

営業外収益合計 2,192 3,529

営業外費用

支払利息 333 274

固定資産売却廃棄損 ※1
 350

※1
 390

貸倒引当金繰入額 640 6

投資事業組合運用損 1,134 －

その他 659 902

営業外費用合計 3,118 1,574

経常利益 24,375 27,105
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（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年９月30日)

特別利益

違約金収入 － 62

固定資産売却益 － 1

投資有価証券売却益 0 0

関係会社株式売却益 858 －

その他 － 0

特別利益合計 858 63

特別損失

投資有価証券評価損 364 390

投資有価証券売却損 197 93

固定資産売却損 ※2
 7

※2
 41

ソフトウエア除却損 193 －

訴訟損失引当金繰入額 30 －

その他 68 －

特別損失合計 861 525

税金等調整前四半期純利益 24,373 26,644

法人税、住民税及び事業税 12,844 12,907

法人税等調整額 △3,260 △2,843

法人税等合計 9,583 10,064

少数株主損益調整前四半期純利益 － 16,580

少数株主利益 915 1,039

四半期純利益 13,874 15,540
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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21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22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 47,919 49,295

減価償却費 17,689 17,707

のれん償却額 900 838

持分法による投資損益（△は益） △1,923 △2,166

貸倒引当金の増減額（△は減少） 491 △56

退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 △62 △131

受取利息及び受取配当金 △2,365 △1,891

支払利息 705 545

為替差損益（△は益） △511 556

有形固定資産売却損益及び廃棄損益（△は益） 677 753

投資有価証券売却損益（△は益） △495 △1,254

投資有価証券償還益 － △1,453

投資有価証券評価損益（△は益） 624 906

関係会社株式売却損益（△は益） △796 954

販売用不動産評価損 207 1,348

投資事業組合運用損益（△は益） 2,699 △883

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,184

受取手形及び売掛債権の増減額（△は増加） 26,917 20,619

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,540 2,479

仕入債務の増減額（△は減少） △7,066 △5,272

前受契約料の増減額（△は減少） 2,149 △687

保険契約準備金の増減額（△は減少） △37 △13,149

その他 2,376 △448

小計 86,559 69,794

利息及び配当金の受取額 4,715 4,515

利息の支払額 △732 △548

法人税等の支払額 △18,878 △20,440

訴訟和解金の支払額 － △1,770

営業活動によるキャッシュ・フロー 71,663 51,549
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22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） 1,937 △18

有価証券の増減額（△は増加） △8,692 △77

有形固定資産の取得による支出 △19,456 △19,011

有形固定資産の売却による収入 81 701

無形固定資産の取得による支出 △3,727 △1,937

投資有価証券の取得による支出 △18,712 △6,890

投資有価証券の売却及び償還による収入 24,177 19,869

関係会社株式の売却による収入 － 5,054

短期貸付金の増減額（△は増加） △16 262

貸付けによる支出 △4,229 △1,137

貸付金の回収による収入 3,308 1,861

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得 1,037 △690

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却 2,873 －

その他 815 351

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,604 △1,663

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） △34,299 △10,974

長期借入れによる収入 38 1,710

長期借入金の返済による支出 △2,028 △2,168

社債の償還による支出 △878 △955

配当金の支払額 △18,533 △18,532

少数株主への配当金の支払額 △1,508 △1,530

自己株式の増減額（△は増加） △6 △5

その他 △69 △118

財務活動によるキャッシュ・フロー △57,286 △32,575

現金及び現金同等物に係る換算差額 647 △548

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,579 16,761

現金及び現金同等物の期首残高 158,184 178,781

現金及び現金同等物の四半期末残高 152,604 195,543
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【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】

当第２四半期連結累計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

１　連結の範囲に関する事項の変更

連結子会社の数　165社

第１四半期連結会計期間における連結範囲の異動は、以下のとおりであります。

(株式取得による増加)…１社

Aerodata International Surveys BVBA

(吸収合併による減少)…１社

九州ノーミエンジニアリング(株)

当第２四半期連結会計期間における連結範囲の異動は、以下のとおりであります。

(設立出資による増加)…１社

セコムビジネスプラス(株)

(会社清算による減少)…１社

(株)宏友

２　持分法の適用に関する事項の変更

持分法を適用した関連会社の数　27社

第１四半期連結会計期間における持分法適用範囲の異動は、以下のとおりであります。

(株式売却による減少)…１社

東京美装興業(株)

(休眠化に伴う重要性の低下による減少)…１社

WUHAN PERMANENT DIGIT-ALL DEVELOPMENT CO.,LTD.

当第２四半期連結会計期間における持分法適用範囲の異動は、以下のとおりであります。

(会社清算による減少)…１社

IPC PASCO LINGTU CORPORATION

３　会計処理基準に関する事項の変更

(1)「資産除去債務に関する会計基準」の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月

31日）を適用しております。

この変更により、営業利益、経常利益はそれぞれ40百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は1,225百万

円減少しております。

(2)「企業結合に関する会計基準」等の適用

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「『研究開発費等

に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基

準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平

成20年12月26日）、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用

指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。

この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

　

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の

適用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しておりま

す。
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当第２四半期連結会計期間
自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の

適用により、当第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しておりま

す。

　

【簡便な会計処理】

　

当第２四半期連結累計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境や一時差異等の発生状況に著

しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用しております。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　

当第２四半期連結会計期間末
平成22年９月30日

前連結会計年度末
平成22年３月31日

※１　現金護送業務用現金及び預金、短期借入金

当社グループの現金護送業務の中には、銀行等の

金融機関が設置している自動現金受払機の現金補

填業務および現金回収管理業務があります。現金

護送業務用現金及び預金残高には、現金補填業務

に関連した現金及び預金残高26,681百万円が含ま

れており、当社グループによる使用が制限されて

おります。なお、短期借入金残高には、当該業務に

関連した資金調達額6,119百万円が含まれており

ます。

また、現金回収管理業務に関連した現金残高

20,570百万円が現金護送業務用現金及び預金残高

に含まれており、当社グループによる使用が制限

されております。なお、当該業務に関連した資金調

達額16,701百万円が短期借入金残高に含まれてお

ります。

※１　現金護送業務用現金及び預金、短期借入金

当社グループの現金護送業務の中には、銀行等の

金融機関が設置している自動現金受払機の現金補

填業務および現金回収管理業務があります。現金

護送業務用現金及び預金残高には、現金補填業務

に関連した現金及び預金残高26,592百万円が含ま

れており、当社グループによる使用が制限されて

おります。なお、短期借入金残高には、当該業務に

関連した資金調達額6,310百万円が含まれており

ます。

また、現金回収管理業務に関連した現金残高

22,269百万円が現金護送業務用現金及び預金残高

に含まれており、当社グループによる使用が制限

されております。なお、当該業務に関連した資金調

達額18,181百万円が短期借入金残高に含まれてお

ります。

※２　有形固定資産の減価償却累計額　307,839百万円※２　有形固定資産の減価償却累計額　304,337百万円
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当第２四半期連結会計期間末
平成22年９月30日

前連結会計年度末
平成22年３月31日

３　偶発債務

(1)債務保証

下記の法人、個人の借入金等について債務保証を

行っております。

個人住宅ローン等 1,631百万円

医療法人社団三喜会 795

医療法人讃和会 190

医療法人社団誠馨会 189

その他 433

合計 3,239

３　偶発債務

(1)債務保証

下記の法人、個人の借入金等について債務保証を

行っております。

個人住宅ローン等 2,533百万円

医療法人社団三喜会 837

US Collections, Inc.337

医療法人社団誠馨会 286

医療法人讃和会 237

その他 374

合計 4,607

(2)　　　　　　───────

 
(2)訴訟関連

㈱パスコは、平成17年10月31日、㈱三井住友銀行に

対して、2,010百万円の債務不存在確認の訴えを東

京地方裁判所に提起しました。㈱三井住友銀行は、

第三者に対して貸付を行い、その担保として第三

者の㈱パスコに対する機器売買代金債権を譲り受

けたとして、上記売買代金を支払うよう主張して

いたためです。なお、上記に関し、㈱三井住友銀行

より㈱パスコに対し、平成17年12月５日に反訴が

提起され(譲受債権請求反訴事件)、その後、裁判上

の手続きにより両訴訟が一本化され、平成20年10

月31日に口頭弁論が終結し、平成21年３月27日東

京地方裁判所の判決がありました。

（判決内容）

１、反訴被告（㈱パスコ）は、反訴原告（㈱三井住

友銀行）に対し、2,010百万円及びうち600百万円

に対する平成17年11月１日から、うち1,409百万円

に対する同年12月１日から各支払済みまで年６分

の割合による金員を支払え。

２、訴訟費用は、補助参加によって生じた費用を含

め、反訴被告の負担とする。

３、この判決は、仮に執行することができる。

㈱パスコは、相手方の責任を認めていない、誠に不

本意な判決として、平成21年４月６日に控訴手続

きを執りました。

その後、東京高等裁判所において、数回の口頭弁論

手続き及び和解手続きを経て、平成22年５月10日

に1,750百万円の支払いを内容とする和解となり

ました。

なお、訴訟損失引当金には上記の和解金の他訴訟

関連費用を含め1,770百万円を計上しております。
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当第２四半期連結会計期間末
平成22年９月30日

前連結会計年度末
平成22年３月31日

※４　のれん及び負ののれんの表示

のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。

相殺前の金額は次のとおりであります。

のれん 3,774百万円

負ののれん 1,675

差引 2,098

※４　のれん及び負ののれんの表示

のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。

相殺前の金額は次のとおりであります。

のれん 4,170百万円

負ののれん 1,875

差引 2,295

※５　当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約

(借手側)

当社グループにおいては、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行18行と当座貸越契約及び貸

出コミットメント契約を締結しております。

当第２四半期連結会計期間末における当座貸越契

約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高

等は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメントの総額
22,720百万円

借入実行残高 　  2,595

差引額 　 20,125

※５　当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約

(借手側)

当社グループにおいては、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行19行と当座貸越契約及び貸

出コミットメント契約を締結しております。

当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出

コミットメントに係る借入未実行残高等は次のと

おりであります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメントの総額
120,720百万円

借入実行残高 　 11,095

差引額 　109,625

※６　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未

払消費税等として表示しております。

６　　　　　　───────

　

(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日

当第２四半期連結累計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

※１　固定資産売却廃棄損の内訳

警報機器及び設備 615百万円

その他 62

合計 678

上記の固定資産売却廃棄損は、事業活動の中で経

常的に発生するものであります。

※１　固定資産売却廃棄損の内訳

警報機器及び設備 650百万円

その他 129

合計 780

上記の固定資産売却廃棄損は、事業活動の中で経

常的に発生するものであります。

※２　固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具 2百万円

合計 2

 

※２　固定資産売却益の内訳

当第２四半期連結累計期間において固定資産売却

益を計上しておりますが、重要性が乏しいため内

訳は省略しております。

※３　固定資産売却損の内訳

土地 7百万円

その他 0

合計 7

※３　固定資産売却損の内訳

当第２四半期連結累計期間において固定資産売却

損を計上しておりますが、重要性が乏しいため内

訳は省略しております。
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第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日

当第２四半期連結会計期間
自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日

※１　固定資産売却廃棄損の内訳

警報機器及び設備 323百万円

その他 26

合計 350

上記の固定資産売却廃棄損は、事業活動の中で経

常的に発生するものであります。

※１　固定資産売却廃棄損の内訳

警報機器及び設備 308百万円

その他 82

合計 390

上記の固定資産売却廃棄損は、事業活動の中で経

常的に発生するものであります。

※２　固定資産売却損の内訳

土地 7百万円

その他 0

合計 7

※２　固定資産売却損の内訳

当第２四半期連結会計期間において固定資産売却

損を計上しておりますが、重要性が乏しいため内

訳は省略しております。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第２四半期連結累計期間
自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日

当第２四半期連結累計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

(1)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

(1)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

現金及び預金勘定 129,619百万円

コールローン勘定 27,000

有価証券勘定 28,004

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△6,797

償還期間が３ヶ月を
超える債券等

△25,220

現金及び現金同等物 152,604
 

(2)重要な非資金取引の内容

3,733百万円の長期貸付金及び1,000百万円のその他

の流動資産についての担保権の行使により、㈱エム

エーシーインターナショナルの発行済株式の全部を

取得しました。連結開始時の資産及び負債の内訳は

次のとおりであります。なお、国内連結子会社に対す

る短期借入金5,684百万円及び長期借入金867百万円

が含まれており、相殺消去されております。

流動資産 1,056百万円

固定資産 13,806

流動負債 △5,915

固定負債 △4,214

現金及び預金勘定 162,642百万円

コールローン勘定 37,500

有価証券勘定 7,669

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△7,321

償還期間が３ヶ月を
超える債券等

△4,946

現金及び現金同等物 195,543
 

(2)　　　　　　───────　　　　　　
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間(自　平成22年４月１

日　至　平成22年９月30日)

　

１　発行済株式の種類及び総数

株式の種類 当第２四半期連結会計期間末

　普通株式（株） 233,288,717

　
２　自己株式の種類及び総数

株式の種類 当第２四半期連結会計期間末

　普通株式（株） 15,255,733

　
３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成22年６月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 18,532 85平成22年３月31日 平成22年６月28日

　

(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、

配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの
　

該当事項はありません。

　
(有価証券関係)

　
当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)

　

その他有価証券で時価のあるものが、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、

当該有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動

が見られます。

　
その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

(1) 株式 30,162 31,383 1,221

(2) 債券 　 　 　

①　国債・地方債 9,476 9,649 173

②　社債 27,380 28,584 1,204

③　その他 27,086 26,648 △  437

(3) その他 33,776 33,731 △   45

合計 127,881 129,997 2,116
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

　
セキュリティ
サービス事業

防災事業
メディカル
サービス事業

保険事業
地理情報
サービス事業

　 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売上高 102,75617,556 9,510 7,810 9,824

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 2,307 713 31 662 29

計 105,06418,270 9,541 8,472 9,854

営業利益又は営業損失(△) 25,096 113 716 1,017 146

　 　 　 　 　 　

　
不動産開発・
販売事業

情報通信・
その他の事業

計
消　　去
又は全社

連　　結

　 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売上高 2,200 9,814 159,474 ― 159,474

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 ― 2,307 6,052 (6,052) ―

計 2,200 12,122165,526(6,052)159,474

営業利益又は営業損失(△) △ 266 1,648 28,470(3,168)25,302

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

　
セキュリティ
サービス事業

防災事業
メディカル
サービス事業

保険事業
地理情報
サービス事業

　 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売上高 204,78632,719 18,258 15,691 16,886

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 4,446 1,871 61 1,454 59

計 209,23334,591 18,319 17,146 16,946

営業利益又は営業損失(△) 50,121 976 1,127 1,079 △ 426

　 　 　 　 　 　

　
不動産開発・
販売事業

情報通信・
その他の事業

計
消　　去
又は全社

連　　結

　 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売上高 5,619 18,803312,765 ― 312,765

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 ― 3,802 11,695(11,695) ―

計 5,619 22,605324,461(11,695)312,765

営業利益又は営業損失(△) △ 401 2,647 55,123(6,182)48,940
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(注) １　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主なサービス

(1) セキュリティサービス事業に含まれるもの

セントラライズドシステム、常駐警備、現金護送、安全商品の販売　等

(2) 防災事業に含まれるもの

火災報知設備、消火設備機器の製造、販売、取付工事、防災設備の保守業務　等

(3) メディカルサービス事業に含まれるもの

在宅医療サービス、遠隔画像診断支援サービス、医療機器・器材の販売、医療機関向け不動産の賃貸　等

(4) 保険事業に含まれるもの

損害保険業、保険会社代理店業務　等

(5) 地理情報サービス事業に含まれるもの

航空測量および地理情報システムの開発・販売　等

(6) 不動産開発・販売事業に含まれるもの

マンション等の開発・分譲　等

(7) 情報通信・その他の事業に含まれるもの

セキュリティネットワークサービス、ビジネスシステム構築・運用サービス、
情報セキュリティサービス、大規模災害対策サービス、不動産の賃貸、ホテル経営　等
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【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

　 日　本
その他の
地　　域

計
消　　去
又は全社

連　　結

　 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売上高 154,652 4,821 159,474 ― 159,474

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

67 337 405 （405) ―

計 154,720 5,158 159,879 (405) 159,474

営業利益 27,870 157 28,028 (2,725) 25,302

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

　 日　本
その他の
地　　域

計
消　　去
又は全社

連　　結

　 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対する売上高 304,135 8,629 312,765 ― 312,765

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

186 669 855 (855) ―

計 304,322 9,299 313,621 (855) 312,765

営業利益 54,226 262 54,489 (5,548) 48,940

(注) １　国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国または地域

　その他の地域……アメリカ・イギリス・中国・タイ・インドネシア・オーストラリア
　

【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

Ⅰ　海外売上高(百万円) 5,215

Ⅱ　連結売上高(百万円) 159,474

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

3.3

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

Ⅰ　海外売上高(百万円) 9,416

Ⅱ　連結売上高(百万円) 312,765

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

3.0

(注)　海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。
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【セグメント情報】

(追加情報)

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号

 平成20年３月21日)を適用しております。

　
１  報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、「セキュリティサービス事業」、「防災事業」、「メディカルサービス事業」、「保険事業」、

「地理情報サービス事業」、「不動産開発・販売事業」、及び情報通信・その他の事業（「情報通信事

業」、「不動産賃貸事業」、「ホテル事業」等）ごとに、グループ戦略を立案・決定し、経営資源の配分及び

業績の評価を行っております。

したがって、当社では、「セキュリティサービス事業」、「防災事業」、「メディカルサービス事業」、

「保険事業」、「地理情報サービス事業」、「不動産開発・販売事業」の６つを報告セグメントとしており

ます。各報告セグメントの主要製品は、以下のとおりであります。

「セキュリティサービス事業」は、事業所向けおよび家庭向けのセントラライズドシステム（オンライ

ン・セキュリティシステム）を中心に、お客様が安全で安心できる総合的なセキュリティサービスを提供

しております。「防災事業」は、オフィスビル、プラント、トンネル、文化財、船舶、住宅などの施設に自動火

災報知設備や消火設備などの各種防災システムを提供しております。「メディカルサービス事業」は、訪問

看護サービスや薬剤提供サービスなどの在宅医療サービスを中心として、シニアレジデンスの運営、電子カ

ルテ、医療機器等の販売などの各種メディカルサービスを提供しております。「保険事業」は、セキュリ

ティシステム導入によるリスク軽減を保険料に反映した商品や最適な治療でガン克服を目指す商品などの

当社ならではの保険商品の開発・販売を行っております。「地理情報サービス事業」は、国および地方自治

体向け地理空間情報サービス、諸外国政府機関への空間情報サービスなどを提供しております。「不動産開

発・販売事業」は、防犯・防災を重視したマンションの開発・販売を行っております。
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２  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

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

(単位：百万円)

　 報告セグメント 　

　
セキュリティ
サービス

防災
メディカル
サービス

保険
地理情報
サービス

　

売上高 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 205,12530,709 19,760 16,493 18,263　

セグメント間の内部
売上高又は振替高 4,451 2,791 60 1,337 65　

計 209,57733,501 19,821 17,831 18,328　

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

49,420 △ 194 1,223 660 901　

　 　 　 　 　 　 　

　 報告セグメント 情報通信・
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　

不動産開発・
販売

計

売上高 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 8,406 298,75916,739315,499 ― 315,499

セグメント間の内部
売上高又は振替高 ― 8,707 2,771 11,478(11,478) ―

計 8,406 307,46719,510326,977(11,478)315,499

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

△ 491 51,519 1,780 53,300(5,383)47,916

(注)１ 「情報通信・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、情報通信事業、不動産賃貸
事業、ホテル事業等を含んでおります。

　　２　セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額には、セグメント間取引消去△19百万円、各報告セグメントに配
分していない全社費用5,402百万円が含まれております。全社費用の主なものは、当社本社の企画部門・人事部門
・管理部門等に係る費用であります。

　　３　セグメント利益又はセグメント損失(△)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。

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

(単位：百万円)

　 報告セグメント 　

　
セキュリティ
サービス

防災
メディカル
サービス

保険
地理情報
サービス

　

売上高 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 104,44317,216 10,333 8,294 10,017　

セグメント間の内部
売上高又は振替高 2,228 1,300 30 617 42　

計 106,67118,516 10,363 8,911 10,060　

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

24,843 410 678 72 773　

　 　 　 　 　 　 　

　 報告セグメント 情報通信・
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　

不動産開発・
販売

計

売上高 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 3,947 154,251 8,919 163,171 ― 163,171

セグメント間の内部
売上高又は振替高 ― 4,218 1,524 5,743 (5,743) ―

計 3,947 158,47010,444168,914(5,743)163,171

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

△ 260 26,518 1,270 27,788(2,637)25,150
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(注)１ 「情報通信・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、情報通信事業、不動産賃貸
事業、ホテル事業等を含んでおります。

　　２　セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額には、セグメント間取引消去△46百万円、各報告セグメントに配
分していない全社費用2,683百万円が含まれております。全社費用の主なものは、当社本社の企画部門・人事部門
・管理部門等に係る費用であります。

　　３　セグメント利益又はセグメント損失(△)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。

　

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）

該当事項はありません。
　

（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。

　

(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
　平成22年９月30日

前連結会計年度末
平成22年３月31日

2,580.27円 2,561.94円

(注）　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結会計期間末

平成22年９月30日
前連結会計年度末
平成22年３月31日

純資産の部の合計額　　　　　　　 　 　 （百万円） 629,056 625,153

普通株式に係る純資産額　　　     　  　（百万円） 562,583 558,591

差額の主な内訳 　 　

少数株主持分　　　　　　　　   　　　  （百万円） 66,473 66,562

普通株式の発行済株式数 （株） 233,288,717 233,288,717

普通株式の自己株式数 （株） 15,255,733 15,254,334

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式数 （株） 218,032,984 218,034,383
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２  １株当たり四半期純利益金額等

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日

当第２四半期連結累計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

１株当たり四半期純利益　　　　　　　　　　119.94円
潜在株式調整後１株当たり四半期純利益　　　　　 ―

１株当たり四半期純利益　　　　　　　　　　131.69円
潜在株式調整後１株当たり四半期純利益　　　　　 ―

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

２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
前第２四半期連結累計期間
自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日

当第２四半期連結累計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

四半期連結損益計算書上の四半期純利益 　（百万円） 26,150 28,712

普通株式に係る四半期純利益　　　　　 　（百万円） 26,150 28,712

普通株主に帰属しない金額　　　　　　 　（百万円） ― ―

期中平均株式数　　　　　　　　　　　　　　 （株） 218,035,913 218,033,618

　

第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日

当第２四半期連結会計期間
自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日

１株当たり四半期純利益　　　　　　　　　　63.63円
潜在株式調整後１株当たり四半期純利益　　　　　 ―

１株当たり四半期純利益　　　　　　　　　　71.28円
潜在株式調整後１株当たり四半期純利益　　　　　 ―

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

２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
前第２四半期連結会計期間
自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日

当第２四半期連結会計期間
自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日

四半期連結損益計算書上の四半期純利益 　（百万円） 13,874 15,540

普通株式に係る四半期純利益　　　　　 　（百万円） 13,874 15,540

普通株主に帰属しない金額　　　　　　 　（百万円） ― ―

期中平均株式数　　　　　　　　　　　　　　 （株） 218,035,663 218,033,212

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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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21年11月13日

セ コ ム 株 式 会 社

取 締 役 会　御中

　
あずさ監査法人

　

指 定 社 員
業務執行社員

　 公認会計士　　森　　　俊　哉　　㊞

　

指 定 社 員
業務執行社員

　 公認会計士　　杉　浦　宏　明　　㊞

　

指 定 社 員
業務執行社員

　 公認会計士　　丸　田　健太郎　　㊞

　
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」に掲げられているセコ

ム株式会社の平成21年４月１日から平成22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

21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21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及び四半期連

結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は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により行われており、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限定された手続により行わ

れた。

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、セコム株式会社及び連結子会社の平成21年９

月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営

成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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。

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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年11月12日

セ コ ム 株 式 会 社

取 締 役 会　御中

　
有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　森　　　俊　哉　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　杉　浦　宏　明　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　丸　田　健太郎　　㊞

　
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」に掲げられているセコ

ム株式会社の平成22年４月１日から平成23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

22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22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及び四半

期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は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により行われており、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限定された手続により行わ

れた。

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、セコム株式会社及び連結子会社の平成22年９

月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営

成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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。

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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