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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38期

第３四半期連結
累計期間

第38期
第３四半期連結
会計期間

第37期

会　計　期　間
自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日

自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日

自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日

売上高 (千円) 29,193,291 9,687,240 39,709,867

経常利益 (千円) 1,027,680 335,869 1,942,962

四半期(当期)純利益 (千円) 468,916 149,826 1,069,779

純資産額 (千円) ― 15,843,579 16,027,781

総資産額 (千円) ― 29,998,589 29,893,251

１株当たり純資産額 (円) ― 1,093.02 1,105.66

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 32.44 10.37 73.98

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 (％) ― 52.6 53.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,492,070 ― 2,670,081

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,431,406 ― △1,639,017

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △226,534 ― △524,746

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― 3,925,039 4,090,909

従業員数 (名) ― 4,643 4,663

(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３四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）において営まれている

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３四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21年11月30日現在

従業員数(名) 4,643

(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21年11月30日現在

従業員数(名) 3,645

(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) 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３四半期連結会計期間末日現在実施中の業務別

契約件数は、次のとおりであります。

　

事業の種類別セグメントの名称 契約件数(件)

(セキュリティ事業) 　

常駐警備 806

機械警備 65,746

運輸警備 2,485

小計 69,037

(その他の事業) 334

合計 69,371

　

(2) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における事業の種類別ごとの業務別販売実績は、次のとおりであります。

　

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円)

(セキュリティ事業) 　

常駐警備 4,999,990

機械警備 3,137,625

運輸警備 669,210

工事・機器販売 721,542

小計 9,528,368

(その他の事業) 158,871

合計 9,687,240

　　(注) １　上記金額には消費税等を含んでおりません。

　　２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

　
相手先

当第３四半期連結会計期間

販売高（千円） 割合（％）

　東日本旅客?道㈱ 1,096,246 11.3

　

２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又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。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

(1)業務提携基本契約

契約会社名 相手方の名称 契約の名称 契約内容 契約期間

セントラル警備保

障株式会社(当社)

東日本旅客鉄

 道株式会社

 (ＪＲ東日本)

業務提携基本

契約書

当社との資本提携及びＪＲ東日本

グループに対する警備サービスの

提供に関する業務提携（対価：物

件ごとの個別警備契約書による）。

平成９年12月18日締

結、以後1年ごとの自

動更新
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４ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中における将来に関する事項は、当四半期報告書提出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３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融市場の混乱による影響がまだ残る

中、一部では回復の兆しが見られるものの、依然として多くの企業で収益の減少が続いており、それに

伴う設備投資の抑制や雇用情勢の悪化など、厳しい状況が続いております。

当警備業界におきましては、近年の犯罪の凶悪化を背景に、多様化したセキュリティニーズは引続き

高いものの、企業の不況感は依然として強く、またデフレの影響もあり同業者間の受注競争が激しく、

厳しい経営環境に置かれております。

このような状況の中、当社グループは平成21年３月よりスタートした新中期経営計画「ＣＳＰ

ニューパワーアップ計画」に基づき、お客さま価値を創造し、ソリューション型営業力を強化するた

め、各分野の有力パートナーとのアライアンス強化、付加価値のある新サービスの開発など、より満足

度の高い警備サービスの提供とＣＳＰブランドの向上に努めてまいりました。

その結果、当第３四半期連結会計期間における当社グループの業績は、売上高は96億８千７百万円と

なりました。利益面につきましては、退職給付費用の増加などにより営業利益は３億２千５百万円、経

常利益は３億３千５百万円となり、四半期純利益は１億４千９百万円となりました。

事業部門別の業績は次のとおりであります。

(セキュリティ事業）

常駐警備部門につきましては、警備の縮小・解約の動きは落ち着いたものの、臨時警備などが前期実

績を下回ったため、売上高は49億９千９百万円に留まりました。

機械警備部門につきましては、国内初の「振り込め詐欺保険」をホームセキュリティ契約の補償制

度に拡充するなど、厳しい企業間競争の中、解約防止とサービス向上に努めた結果、売上高は31億３千

７百万円となりました。

運輸警備部門につきましては、集配金サービスが堅調に推移したこともあり、売上高は６億６千９百

万円となりました。

工事・機器販売部門につきましては、「centrics」などの付加価値商品は堅調でしたが、デベロッ

パー、ハウスメーカーなどの不況の影響が依然として大きく、これに関連する案件につきましては、予

想を下回る結果となりました。この結果、売上高は７億２千１百万円となりました。

これらの結果、当第３四半期連結会計期間のセキュリティ事業の売上高は95億２千８百万円となり

ました。

(その他の事業)

その他の事業につきましては清掃業務や電気設備の保安業務等の建物総合管理サービスを中心に事

業を行っております。当第３四半期連結会計期間の売上高は１億５千８百万円となりました。
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(2)財政状況の分析

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ１億５百万円増加し、299億９千

８百万円（前連結会計年度末比0.4％増）となりました。その主な内容は、前払年金費用の増加１億４

千万円などであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ２億８千９百万円増加し、141億５千５百万円（同2.1％増）となり

ました。その主な内容は、短期借入金の増加２億６千６百万円などによるものです。

純資産は、その他有価証券評価差額金の減少２億５千万円などにより、前連結会計年度末に比べ１億

８千４百万円減少し、158億４千３百万円（同1.1％減）となりました。

　

(3)キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の変動状況は、次の

通りであり、当第２四半期連結会計期間末に比べ４億７千万円増加して、39億２千５百万円となりまし

た。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは全体で10億１千９百万円の増加となりました。資金の主な増

加要因は、税金等調整前四半期純利益３億９百万円、賞与引当金の増加６億４千５百万円などでありま

す。これに対し資金の主な減少要因は、売上債権の増加２億４千３百万円などであります。

(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３億２千９百万円の減少となりました。その主な内容

は、有形固定資産の取得による支出２億２千１百万円であります。

(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２億２千万円の減少となりました。資金の主な減少要

因は、配当金の支払による支出２億２百万円であります。

　

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ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３四半期連結会計期間において、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 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四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

当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中の重要な設備の新設、除

去等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。また、新たに確定した重要な設備

の新設、拡充、改修、除去、売却等の計画はありません。
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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 40,000,000

計 40,000,000

　

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年11月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成22年１月14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 14,816,692 14,816,692
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数
100株

計 14,816,692 14,816,692 ― ―

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　　該当事項はありません。
　

　

(3) 【ライツプランの内容】

　　　　該当事項はありません。
　

　

(4) 【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
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成21年９月１日～
平成21年11月30日

― 14,816,692 ― 2,924,000 ― 2,781,500

　

(5) 【大株主の状況】

　　　　当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 　 平成21年11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 378,500
（相互保有株式）
普通株式 15,800

完全議決権株式(その他) 普通株式 14,388,100 143,881 ―

単元未満株式 普通株式 34,292 ― １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 　 14,816,692― ―

総株主の議決権 ― 143,881 ―

(注) １　「単元未満株式」には当社所有の自己株式45株が含まれております。

２　「完全議決権株式(その他)」には、証券保管振替機構名義の株式が2,100株(議決権21個)、「単元未満株式数」に

は、同名義の株式が71株含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成21年11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）
セントラル警備保障株式会社

東京都新宿区西新宿
二丁目４番１号
新宿NSビル

378,500 ― 378,500 2.6

（相互保有株式）
株式会社トーノーセキュリティ

岐阜県多治見市
上野町五丁目
38番１号

15,800 ― 15,800 0.1

計 ― 394,300 ― 394,300 2.7

　

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21年
３月

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月

最高(円) 857 850 828 1,020 985 998 960 938 901

最低(円) 769 799 783 811 898 926 859 850 841

(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。

　

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職の異動は、次のとおりでありま

す。

　
新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役
常務執行役員

営業本部 副本部長
兼営業統括部長

取締役
常務執行役員

営業本部 副本部長
兼営業統括部長

兼金融物流ソリューション営業部長

小澤　駿介 平成21年９月１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。

　

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、当第３四半期連結会計期間(平成21年９月１

日から平成21年11月30日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成21年３月１日から平成21年11月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けておりま

す。

　

EDINET提出書類

セントラル警備保障株式会社(E04799)

四半期報告書

10/20



１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11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21年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,194,631 8,233,736

受取手形及び売掛金 451,382 641,330

未収警備料 3,316,444 3,223,480

有価証券 300,000 －

貯蔵品 819,031 986,889

その他 1,802,300 1,396,896

貸倒引当金 △13,821 △13,576

流動資産合計 14,869,968 14,468,756

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,143,921 4,152,384

減価償却累計額 △1,728,204 △1,634,804

建物及び構築物（純額） 2,415,717 2,517,580

警報機器及び運搬具 10,311,578 9,814,421

減価償却累計額 △7,444,928 △7,061,470

警報機器及び運搬具（純額） 2,866,649 2,752,951

その他 2,421,530 2,579,232

減価償却累計額 △708,718 △830,961

その他（純額） 1,712,812 1,748,271

有形固定資産合計 6,995,179 7,018,802

無形固定資産 624,872 696,537

投資その他の資産

投資有価証券 4,305,824 4,597,897

その他 3,239,946 3,146,149

貸倒引当金 △37,202 △34,892

投資その他の資産合計 7,508,568 7,709,154

固定資産合計 15,128,621 15,424,494

資産合計 29,998,589 29,893,251
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11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21年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 980,991 1,053,138

短期借入金 1,141,793 875,000

未払法人税等 469,728 473,926

前受警備料 267,561 290,554

預り金 3,942,138 3,809,937

賞与引当金 1,494,715 828,798

役員賞与引当金 30,900 42,600

その他 2,317,673 2,769,615

流動負債合計 10,645,501 10,143,570

固定負債

長期借入金 1,540,000 1,610,000

退職給付引当金 163,859 151,006

役員退職慰労引当金 9,764 8,216

その他 1,795,884 1,952,677

固定負債合計 3,509,508 3,721,899

負債合計 14,155,010 13,865,470

純資産の部

株主資本

資本金 2,924,000 2,924,000

資本剰余金 2,784,162 2,784,162

利益剰余金 8,754,884 8,690,812

自己株式 △346,001 △327,517

株主資本合計 14,117,045 14,071,457

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,680,397 1,931,195

繰延ヘッジ損益 △16,290 △15,806

評価・換算差額等合計 1,664,106 1,915,388

少数株主持分 62,427 40,935

純資産合計 15,843,579 16,027,781

負債純資産合計 29,998,589 29,893,251
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(2)【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）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
　至 平成21年11月30日)

売上高 29,193,291

売上原価 23,149,370

売上総利益 6,043,921

販売費及び一般管理費

役員報酬 222,597

給料及び手当 1,745,102

賞与 93,832

賞与引当金繰入額 320,089

役員賞与引当金繰入額 30,000

退職給付費用 34,271

その他 2,681,213

販売費及び一般管理費合計 5,127,107

営業利益 916,814

営業外収益

受取利息 12,318

受取配当金 79,765

その他 71,005

営業外収益合計 163,090

営業外費用

支払利息 46,821

その他 5,402

営業外費用合計 52,223

経常利益 1,027,680

特別利益

前期損益修正益 63

その他 369

特別利益合計 432

特別損失

前期損益修正損 14,270

固定資産除却損 75,871

その他 5,463

特別損失合計 95,605

税金等調整前四半期純利益 932,507

法人税、住民税及び事業税 619,959

法人税等調整額 △178,804

法人税等合計 441,154

少数株主利益 22,436

四半期純利益 468,916
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年９月１日
　至 平成21年11月30日)

売上高 9,687,240

売上原価 7,679,387

売上総利益 2,007,852

販売費及び一般管理費

役員報酬 68,861

給料及び手当 574,942

賞与引当金繰入額 135,978

役員賞与引当金繰入額 9,376

退職給付費用 11,403

その他 882,099

販売費及び一般管理費合計 1,682,661

営業利益 325,190

営業外収益

受取利息 2,026

受取配当金 900

その他 26,143

営業外収益合計 29,070

営業外費用

支払利息 15,305

その他 3,085

営業外費用合計 18,391

経常利益 335,869

特別利益

前期損益修正益 48

特別利益合計 48

特別損失

前期損益修正損 1,214

固定資産除却損 20,785

その他 4,903

特別損失合計 26,903

税金等調整前四半期純利益 309,014

法人税、住民税及び事業税 448,585

法人税等調整額 △296,107

法人税等合計 152,477

少数株主利益 6,710

四半期純利益 149,826
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
　至 平成21年11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 932,507

減価償却費 942,433

固定資産除却損 75,871

前払年金費用の増減額（△は増加） △140,815

賞与引当金の増減額（△は減少） 665,917

受取利息及び受取配当金 △92,084

支払利息 46,821

売上債権の増減額（△は増加） 96,984

たな卸資産の増減額（△は増加） 167,857

仕入債務の増減額（△は減少） △72,147

未払費用の増減額（△は減少） △209,472

その他 △342,291

小計 2,071,583

利息及び配当金の受取額 92,084

利息の支払額 △47,440

法人税等の支払額 △624,157

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,492,070

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） △19,110

有価証券の取得による支出 △300,000

有形固定資産の取得による支出 △844,036

無形固定資産の取得による支出 △145,902

投資有価証券の取得による支出 △132,357

その他 10,001

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,431,406

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） 266,793

長期借入金の返済による支出 △70,000

配当金の支払額 △404,843

自己株式の取得による支出 △18,565

自己株式の売却による収入 81

財務活動によるキャッシュ・フロー △226,534

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △165,870

現金及び現金同等物の期首残高 4,090,909

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,925,039
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第３四半期連結会計期間(自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日)

該当事項はありません。

　

　

【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】

項目
当第３四半期連結累計期間

(自　平成21年３月１日　至　平成21年11月30日)

１　会計処理基準に関

　する事項の変更

１　たな卸資産の評価に関する会計基準の適用

たな卸資産については、従来主として先入先出法による原価法によっておりましたが、第

１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 

平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として先入先出法による原価法（貸借対

照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

なお、これによる損益に与える影響はありません。

　

　

【簡便な会計処理】

　当第３四半期連結累計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年11月30日）
　　　　重要なものはありません。

　

　

【四半期連結財務諸表作成のための特有の会計処理】

　当第３四半期連結累計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年11月30日）
　　　　該当事項はありません。

　

　

【注記事項】

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日 至　平成21年11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

借対照表に記載されている科目の金額との関係

(平成21年11月30日)　
現金及び預金勘定 8,194,631千円

運輸警備用現金及び預金 △4,227,111　
預入期間が

 ３か月を超える定期預金
△42,480　

現金及び現金同等物 3,925,039　
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成21年11月30日）及び

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年11月30日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第３四半期連結会計期間末

普通株式(株) 14,816,692

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当第３四半期連結会計期間末

普通株式(株) 378,545

　

　

３　配当に関する事項

　(1)配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年５月21日
定時株主総会

普通株式 202,426 14.00平成21年２月28日 平成21年５月22日 利益剰余金

平成21年10月８日
取締役会

普通株式 202,417 14.00平成21年８月31日 平成21年10月30日 利益剰余金
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日）及び

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年11月30日）

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「セキュリティ事業」の割合が90％を超

えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日）及び

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年11月30日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載しておりません。

　

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日）及び

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年11月30日）

海外売上高がないため、記載しておりません。

　

(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末 (平成21年11月30日) 前連結会計年度末 (平成21年２月28日)

1,093.02円 1,105.66円

　

２  １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年３月１日　至  平成21年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年９月１日　至  平成21年11月30日)

１株当たり四半期純利益 32.44円

なお、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。

１株当たり四半期純利益 10.37円

なお、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。

　
　　　　（注）１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年３月１日
至  平成21年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年９月１日
至  平成21年11月30日)

四半期純利益(千円) 468,916 149,826

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益(千円) 468,916 149,826

期中平均株式数(千株) 14,456 14,453

　

(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。

EDINET提出書類

セントラル警備保障株式会社(E04799)

四半期報告書

18/20



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22年１月８日

セントラル警備保障株式会社

　　　　　　　　取締役会　御中

　

有限責任監査法人トーマツ

　

指定有限責任社員 　
公認会計士　　手 　塚 　仙 　夫　　㊞

業 務 執 行 社 員　

　

指定有限責任社員 　
公認会計士　　小　島　 洋 太 郎　　㊞

業 務 執 行 社 員　

　

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ン

トラル警備保障株式会社の平成21年３月１日から平成22年２月28日までの連結会計年度の第３四半期連結会

計期間(平成21年９月１日から平成21年11月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年３月１日から

平成21年11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、セントラル警備保障株式会社及び連結子会社

の平成21年11月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累

計期間の経営成績並びに第３四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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