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1. 2021年9月期第1四半期の連結業績（2020年10月1日～2020年12月31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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年9月期第1四半期 2,653 △8.2 253 △3.3 299 6.3 195 13.5

2020年9月期第1四半期 2,890 4.0 262 0.8 282 1.4 172 7.1

（注）包括利益 2021年9月期第1四半期　　189百万円 （△1.2％） 2020年9月期第1四半期　　192百万円 （60.9％）

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

2021年9月期第1四半期 41.29 ―

2020年9月期第1四半期 36.38 ―

(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 ％

2021年9月期第1四半期 8,891 5,955 67.0

2020年9月期 8,666 5,836 67.3

（参考）自己資本 2021年9月期第1四半期 5,955百万円 2020年9月期 5,836百万円

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

2020年9月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00

2021年9月期 ―

2021年9月期（予想） 0.00 ― 15.00 15.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2021年 9月期の連結業績予想（2020年10月 1日～2021年 9月30日）

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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

第2四半期(累計) 4,950 △7.7 150 △54.3 180 △50.9 100 △53.0 21.14

通期 9,950 0.0 460 6.5 520 △12.9 280 △12.9 59.20

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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） 2021年9月期1Q 4,732,600 株 2020年9月期 4,732,600 株

② 期末自己株式数 2021年9月期1Q 2,503 株 2020年9月期 2,503 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年9月期1Q 4,730,097 株 2020年9月期1Q 4,730,097 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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
業績等は今後様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間（2020年10月１日から2020年12月31日まで）におけるわが国経済は、新型コロナウ

イルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあります。

当警備業界におきましても、警備サービスに対するニーズは底堅いものがあるものの、新型コロナウイルス感

染症の拡大防止のため、イベント、コンサート等が軒並み延期、中止となり、先行きも不透明な状況であること

から、厳しい経営環境が続くものと予想されます。

このような状況のもと、当社グループは主力の交通誘導警備、雑踏警備、施設警備及び列車見張り警備の受注

拡大、商材等の販売の強化により、当社グループの中核となる事業の展開を図り、業容の拡大と収益力の強化に

取組んでまいりました。

　これらの結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの売上高は2,653百万円（前年同四半期比8.1

％減）、営業利益は253百万円（前年同四半期比3.2％減）、経常利益は299百万円（前年同四半期比6.3％増）、

親会社株主に帰属する四半期純利益は195百万円（前年同四半期比13.4％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2,399百万円

（前年同四半期比4.1％減）、セグメント利益は194百万円（前年同四半期比57.2％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

交通誘導警備につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、イベント、コンサート等が軒並

み延期、中止となる中、駐車場警備等へ積極的な営業展開をした結果、当部門の売上高は1,665百万円（前年同四

半期比1.5％減）となりました。

② 施設警備

施設警備につきましては、当社グループの重要商品と位置付け、首都圏を中心に積極的な営業展開をしてまい

りましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の影響により、当部門の売上高は607百万円（前年同四半期比

12.9％減）となりました。

③ 列車見張り警備

列車見張り警備につきましては、比較的利益率が高いことから当社グループの注力商品の一つと位置付けてお

り、当部門の売上高は106百万円（前年同四半期比6.4％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、清掃業務及び労働者派遣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37百万円（前年同四半期比7.8％減）、セグメント利益は０百万円（前年同四半期比91.9％

減）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・サンプル等の封入・梱包及び発送取次業務等を

行っております。新型コロナウイルス感染症の拡大防止の影響により、カタログ発送の延期、中止のため、売上

高は132百万円（前年同四半期比13.0％減）、セグメント利益は３百万円（前年同四半期は２百万円の損失）とな

りました。

（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関連の仮設電源の提供・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。今回の新型コロナウイルス感染症の拡大防止の影響により、

イベント、コンサート等の延期、中止のため、電源供給事業の売上高は83百万円(前年同四半期比56.9％減）、セ

グメント損失は56百万円（前年同四半期は25百万円の利益）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末と比べ224百万円増加し、8,891百万円となりまし

た。この主な要因は、のれんが24百万円減少したものの、現金及び預金が161百万円増加したことによるもので

す。

負債は前連結会計年度末と比べ105百万円増加し、2,936百万円となりました。この主な要因は、賞与引当金が

37百万円減少したものの、流動負債その他が140百万円増加したことによるものです。

純資産は前連結会計年度末と比べ118百万円増加し、5,955百万円となりました。この主な要因は、株主に対し

て70百万円の配当金の支払いがありましたが、親会社株主に帰属する四半期純利益として195百万円計上したこ

とにより利益剰余金が124百万円増加したことによるものです。この結果、自己資本比率は66.9％となりまし

た。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年９月期の連結業績予想につきましては、2020年11月12日に公表いたしました連結業績予想に変更はありま

せん。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,112,926 4,273,929

受取手形及び売掛金 103,438 140,832

警備未収入金 1,065,678 1,059,414

仕掛品 120 357

原材料及び貯蔵品 86,236 69,642

その他 231,602 307,870

貸倒引当金 △2,897 △2,916

流動資産合計 5,597,104 5,849,131

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 369,768 364,169

土地 1,322,189 1,322,189

その他 333,817 348,070

有形固定資産合計 2,025,775 2,034,428

無形固定資産

のれん 253,738 229,104

その他 26,746 26,533

無形固定資産合計 280,485 255,638

投資その他の資産

投資有価証券 339,418 328,816

投資建物（純額） 3,478 3,325

投資土地 72,085 72,085

会員権 3,603 3,703

繰延税金資産 127,724 113,284

その他 219,893 234,124

貸倒引当金 △4,077 △4,069

投資その他の資産合計 762,125 751,270

固定資産合計 3,068,386 3,041,338

繰延資産

開業費 966 885

繰延資産合計 966 885

資産合計 8,666,457 8,891,354
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 500,000 500,000

1年内返済予定の長期借入金 145,712 145,712

未払法人税等 123,571 109,799

未払消費税等 234,808 210,997

未払費用 602,446 655,387

賞与引当金 77,310 40,260

その他 248,961 389,944

流動負債合計 1,932,809 2,052,101

固定負債

長期借入金 438,008 401,580

退職給付に係る負債 315,831 319,800

繰延税金負債 685 －

その他 142,785 162,538

固定負債合計 897,311 883,919

負債合計 2,830,120 2,936,020

純資産の部

株主資本

資本金 782,930 782,930

資本剰余金 766,550 766,550

利益剰余金 4,252,215 4,376,559

自己株式 △773 △773

株主資本合計 5,800,922 5,925,265

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 64,568 56,492

退職給付に係る調整累計額 △29,154 △26,423

その他の包括利益累計額合計 35,413 30,068

純資産合計 5,836,336 5,955,334

負債純資産合計 8,666,457 8,891,354
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年10月１日
　至 2019年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 2,890,469 2,653,470

売上原価 1,858,140 1,711,334

売上総利益 1,032,329 942,135

販売費及び一般管理費 770,292 688,714

営業利益 262,036 253,421

営業外収益

助成金収入 7,593 32,135

受取賃貸料 7,189 6,586

その他 8,221 11,173

営業外収益合計 23,004 49,895

営業外費用

支払利息 1,962 1,766

その他 1,023 1,607

営業外費用合計 2,985 3,374

経常利益 282,055 299,942

特別利益

固定資産売却益 － 92

受取保険金 － 22,359

特別利益合計 － 22,452

税金等調整前四半期純利益 282,055 322,394

法人税、住民税及び事業税 86,396 111,860

法人税等調整額 23,581 15,239

法人税等合計 109,977 127,100

四半期純利益 172,077 195,294

親会社株主に帰属する四半期純利益 172,077 195,294
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年10月１日
　至 2019年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益 172,077 195,294

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 18,216 △8,076

退職給付に係る調整額 1,905 2,731

その他の包括利益合計 20,122 △5,345

四半期包括利益 192,199 189,949

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 192,199 189,949
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 2019年10月１日 至 2019年12月31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：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 2,503,223 40,726 152,907 193,612 2,890,469

セグメント間の内部売上高又
は振替高

37,717 4,064 ― 558 42,339

計 2,540,940 44,790 152,907 194,170 2,932,808

セグメント利益又は損失(△) 123,595 1,458 △2,000 25,655 148,709

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 148,709

セグメント間取引消去 113,326

四半期連結損益計算書の営業利益 262,036
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 2020年10月１日 至 2020年12月31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：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 2,399,641 37,537 132,923 83,368 2,653,470

セグメント間の内部売上高又
は振替高

48,401 5,506 ― 558 54,465

計 2,448,043 43,043 132,923 83,926 2,707,936

セグメント利益又は損失(△) 194,344 117 3,303 △56,484 141,280

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 141,280

セグメント間取引消去 112,141

四半期連結損益計算書の営業利益 253,421

（追加情報）

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上

の見積り）に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について重要な変更はありません。

なお、新型コロナウイルス感染症の収束時期や回復度合等が変動した場合には、当社グループの財政状態及び経

営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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