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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 882 ― △111 ― △110 ― △89 ―
20年3月期第1四半期 884 26.6 0 ― 0 ― △4 ―

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

21年3月期第1四半期 △4,714.15 ―
20年3月期第1四半期 △259.00 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 1,191 557 46.8 29,460.53
20年3月期 1,217 659 54.2 34,830.46

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  557百万円 20年3月期  659百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 700.00 700.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 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2四半期連結累計期間 1,835 3.5 △6 ― △6 ― 5 △71.0 264.12
通期 4,000 14.0 100 29.2 100 23.2 63 237.1 3,327.96

4.  その他 
(1) 期中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  

(2) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１.当資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等に
より、予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する前提条件その他の関連事項については３ページをご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  18,935株 20年3月期  18,935株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  4株 20年3月期  4株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  18,930株 20年3月期第1四半期  18,930株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

  当第１四半期におけるわが国経済は、サブプライムローン問題の長期化による米国経済の景気後退懸念が強まり、

また原油価格をはじめとした原材料の高騰による世界的な物価上昇から、企業業績や個人消費の伸びが鈍化するなど、

景気の先行きに対して不透明感を増すこととなりました。

　このような状況のなか、当社グループでは、主力事業の技術者派遣である技術職知財リース事業において技術職の

人材不足を背景に高品質のサービス提供に努めたことから堅調に推移しました。またサービスの提供については、全

国28拠点のネットワークを活用した地域密着型の営業展開並びに採用活動を行いました。採用、教育研修体制につい

ては、優秀なテクノロジストの人財確保とレベルアップをさらに図るため、採用部門を一般採用から分離し、また研

修部門についても増員を行いカリキュラムの充実を図るなど、テクノロジスト中心の組織体制づくりに努めました。

　また海外事業においては、事業の強化を図るため海外事業本部を新設し、営業展開を図りました。　

　これらの結果、当第１四半期の業績は、売上高882百万円（前年同期比0.0％減）、営業損失111百万円（前年同期は

0.5百万円の利益）、経常損失110百万円（前年同期は0.3百万円の利益）、当期純損失89百万円（前年同期は４百万円

の損失）となりました。

 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

 ① 技術職知財リース事業

　　電子・電気機器関連、自動車関連等の顧客企業からの堅調な需要により技術職知財リース事業についての売上高

　は821百万円、営業利益は１百万円となりました。

 ② 一般派遣及びエンジニア派遣事業

    韓国子会社の㈱ウリジオが寄与し、売上高は60百万円、営業利益は３百万円となりました。

 ③ その他

　　その他についての売上高は１百万円となりました。

　

　 所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

 ① 日本

　主力である技術職知財リース事業におきまして、電子・電気機器関連、自動車関連の製造メーカーへの取引が堅

調に推移したため、売上高は827百万円、営業損失は107百万円となりました。

 ② 韓国

　韓国国内で一般派遣事業を行う㈱ウリジオの業績が寄与した結果、売上高は54百万円、営業損失は４百万円とな

りました。　　　　

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

  当第１四半期連結会計期間末の資産総額は1,191百万円となり、前連結会計年度末より26百万円の減少となりました。

これは主に現金及び預金の減少によるものであります。

  負債総額は633百万円となり、前連結会計年度末より75百万円増加いたしました。これは主に未払費用の増加による

ものであります。また純資産は557百万円となり、前連結会計年度末より101百万円の減少となりました。

　なお、自己資本比率は46.8％と前連結会計年度末の54.2％に比べ7.4ポイント低下いたしました。

    （キャッシュ・フローの状況）

  当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

119百万円減少（前年同期は８百万円の減少）し、359百万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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）

  営業活動の結果、使用した資金は99百万円となりました。これは主に未払費用の増加199百万円があったものの、税

金等調整前四半期純損失137百万円、賞与引当金の減少65百万円、法人税等の支払38百万円、未払金の減少33百万円等

によるものであります。

    （投資活動によるキャッシュ・フロー）　

  投資活動の結果、使用した資金は11百万円となりました。これは主に敷金・保証金の差入６百万円及び無形固定資

産の取得２百万円等によるものであります。

     (財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動の結果、使用した資金は９百万円となりました。これは配当金の支払９百万円によるものであります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　第２四半期予想及び通期業績予想につきましては、主力事業である技術職知財リース事業におきまして、主要取引

先の製造業全体の取り巻く環境に先行き不透明感を増していることから、その業界動向を推測しづらいこともあり、

当初予想通りとしております。

　当社グループにおきましては、全国28拠点のネットワークを活用した地域密着型の営業展開及び採用活動をさらに

強化し、またすべての領域においてコスト削減にさらに注力し、資本効率を高めてまいります。

　以上により平成21年３月期の連結業績予想につきましては、５月公表の予想通り、売上高4,000百万円、営業利益

100百万円、経常利益100百万円、当期純利益63百万円としております。

 

４．その他

（１）期中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）

  該当事項はありません。　

 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　該当事項はありません。

 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　　２．事業セグメントの新設と名称変更

 　　① 事業セグメントの新設

　　新規事業の開始に伴い「その他」のセグメントを新設いたしました。事業内容については、韓国子会社の㈱

　ジェイテック・エンジニアス・カンパニーにおきまして、韓国の大学との提携を行い当該大学の大学生向けに

　日本での就職支援事業を開始いたしました。事業規模については、規模も小さいことから「その他」といたし

　ました。

 ② 事業セグメントの名称変更

　　従来の「テクニカル・アウトソーシング事業（特定派遣業）」につきましては、昨今、「技術者派遣」とい

　う名称が幅広い分野の技術者についての総称となっていることを踏まえて、開発設計などの高度な分野中心に

　正社員であるテクノロジスト（技術職社員）を派遣している事業と一般派遣として製造向けに行っている派遣

　事業を分離し、正社員で行う高度な技術職の派遣事業を顧客に知財を提供していると考え、「技術職知財リー

　ス」とし、分離した製造向け派遣事業を一般派遣事業に統合し、「一般派遣事業及びエンジニア派遣事業」と

　いたしました。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 359,395 479,310

売掛金 425,444 405,424

繰延税金資産 154,810 100,590

その他 68,091 59,523

貸倒引当金 △2,634 △2,480

流動資産合計 1,005,108 1,042,368

固定資産   

有形固定資産   

有形固定資産合計 15,065 15,161

無形固定資産   

無形固定資産合計 10,562 7,843

投資その他の資産   

投資有価証券 21,569 20,870

繰延税金資産 25,308 24,335

敷金及び保証金 113,572 106,760

投資その他の資産合計 160,451 151,967

固定資産合計 186,078 174,972

資産合計 1,191,186 1,217,340

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,697 2,630

未払金 91,754 121,312

未払費用 270,187 70,996

賞与引当金 131,345 196,796

その他 71,037 102,296

流動負債合計 566,022 494,032

固定負債   

退職給付引当金 65,461 61,949

その他 2,000 2,000

固定負債合計 67,461 63,949

負債合計 633,484 557,982
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６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20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 230,441 230,441

資本剰余金 229,839 229,839

利益剰余金 98,992 201,485

自己株式 △567 △567

株主資本合計 558,706 661,198

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 229 △289

為替換算調整勘定 △1,233 △1,551

評価・換算差額等合計 △1,003 △1,840

純資産合計 557,702 659,358

負債純資産合計 1,191,186 1,217,340
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（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 882,932

売上原価 683,968

売上総利益 198,963

販売費及び一般管理費 310,771

営業損失（△） △111,808

営業外収益  

受取利息 3

受取配当金 53

受取手数料 1,087

消費税等調整額 120

その他 70

営業外収益合計 1,334

営業外費用  

為替差損 353

営業外費用合計 353

経常損失（△） △110,826

特別損失  

過年度給与手当 26,948

投資有価証券評価損 174

特別損失合計 27,122

税金等調整前四半期純損失（△） △137,949

法人税、住民税及び事業税 6,838

法人税等調整額 △55,547

四半期純損失（△） △89,241
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６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損失（△） △137,949

減価償却費 1,666

投資有価証券評価損 174

受取利息及び受取配当金 △56

賞与引当金の増減額（△は減少） △65,451

売上債権の増減額（△は増加） △19,863

仕入債務の増減額（△は減少） △933

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,493

未払金の増減額（△は減少） △33,177

未払費用の増減額（△は減少） 199,091

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,866

預り金の増減額（△は減少） 7,532

その他 △12,602

小計 △60,942

利息及び配当金の受取額 56

法人税等の支払額 △38,598

営業活動によるキャッシュ・フロー △99,483

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △1,452

無形固定資産の取得による支出 △2,806

敷金及び保証金の差入による支出 △6,943

敷金及び保証金の返還による収入 182

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,020

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △9,633

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,633

現金及び現金同等物に係る換算差額 223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △119,914

現金及び現金同等物の期首残高 479,310

現金及び現金同等物の四半期末残高 359,395
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　　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

 

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

技術職知財

リース事業

一般派遣及び

エンジニア

派遣事業

その他　 計 消去又は全社 連結

（千円） （千円） （千円）　 （千円） （千円） （千円）

　Ⅰ売上高

　(１)外部顧客に対する売上高 821,342 60,211 1,377 882,932 － 882,932

　(２)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 821,342 60,211 1,377 882,932 － 882,932

　　営業費用 819,489 56,401 1,317 877,208 117,532 994,740

　　営業利益 1,853 3,810 59 5,723 △117,532 △111,808

(注)１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　　２　各区分の主なサービス

　　　(１)技術職知財リース事業・・・・・・・・機械設計、電気・電子設計、ソフトウェア開発分野を中心に、顧客企

業に対し派遣または請負の形態で専門技術を提供・支援する事業

　　　(２)一般派遣及びエンジニア派遣事業・・・製造現場業務全般、一般事務業務全般を中心とした登録制派遣事業

　　　(３)その他・・・・・・・・・・・・・・・上記２つの事業内容にあてはまらない売上高であります。

　　３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(117,532千円)の主なものは、親会社本社の管

理部門に係る費用であります。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

 　　 当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

日本 韓国 計 消去又は全社 連結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

　Ⅰ売上高

　（１）外部顧客に対する売上高 827,980 54,951 882,932 － 882,932

　（２）セグメント間の内部売上高又は

　　　　振替高
－ 1,570 1,570 △1,570 －

計 827,980 56,521 884,502 △1,570 882,932

　　営業費用 935,116 61,193 996,310 △1,570 994,740

　　営業利益 △107,136 △4,672 △111,808 － △111,808

(注)１　国又は地域の区分は、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国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　韓国・・・ソウル市

　　３　当期における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。
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ｃ．海外売上高

　　  当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

韓国 計

（千円） （千円）

　　Ⅰ　海外売上高 54,951 54,951

　　Ⅱ　連結売上高  882,932

　　Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合 6.2% 6.2%

 

(注)１　国又は地域の区分は、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国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　韓国・・・ソウル市

 

（６）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。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 884,113

Ⅱ　売上原価 642,589

売上総利益 241,523

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

240,928

営業利益 595

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 60

２．受取配当金 26

３．その他 22

営業外収益合計 109

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 175

２．為替差損 171

営業外費用合計 347

経常利益 357

Ⅵ　特別損失  

１．固定資産除却損 240

特別損失合計 240

税金等調整前四半
期純利益

117

法人税、住民税及
び事業税

1,898

法人税等調整額 3,122

四半期純損失
（△）

△4,903
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 
前年同四半期

（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　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 117

減価償却費 1,760

のれん償却額 642

受取利息及び配当金 △86

支払利息 175

賞与引当金の増減額 △82,416

売上債権の増減額 △31,578

仕入債務の増減額 △1,311

退職給付引当金の増減額 4,021

未払金の増減額 △1,547

未払費用の増減額 195,326

未払消費税等の増減額 △4,913

預り金の増減額 8,986

その他 15,548

小計 104,724

利息及び配当金の受取額 86

利息の支払額 △141

法人税等の支払額 △36,344

営業活動による　　　　　　　
キャッシュ・フロー

68,324
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前年同四半期

（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅱ　投資活動による　　　　　　　
キャッシュ・フロー

 

有形固定資産の取得による支出 △3,523

敷金及び保証金の差入による　
支出

△3,896

敷金及び保証金の返還による　
収入

20

投資活動による　　　　　　　
キャッシュ・フロー

△7,399

Ⅲ　財務活動による　　　　　　　
キャッシュ・フロー

 

短期借入金の増減額 △54,990

配当金の支払額 △17,136

財務活動による　　　　　　　
キャッシュ・フロー

△72,126

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算　
差額

2,504

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △8,697

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 600,381

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残
高

591,684
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（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

テクニカルア

ウトソーシン

グ事業

一般派遣事業 計 消去又は全社 連結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

　Ⅰ売上高

　（１）外部顧客に対する売上高 779,942 104,170 884,113 － 884,113

　（２）セグメント間の内部売上高又は

　　　　振替高
－ － － － －

計 779,942 104,170 884,113 － 884,113

　　営業費用 691,219 98,226 789,445 94,072 883,518

　　営業利益 88,723 5,944 94,668 △94,072 595

(注)１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　　２　各区分の主なサービス

　　　(１)テクニカルアウトソーシング事業・・・機械設計、電気・電子設計、ソフトウェア開発分野を中心に、顧客企

業に対し派遣または請負の形態で専門技術を提供・支援する事業

　　　(２)一般派遣事業・・・・・・・・・・・・製造現場業務全般、一般事務業務全般を中心とした登録制派遣事業

　　３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(94,072千円)の主なものは、親会社本社の管理

部門に係る費用であります。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

 　　 前第１四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

日本 韓国 計 消去又は全社 連結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

　Ⅰ売上高

　（１）外部顧客に対する売上高 791,042 93,071 884,113 － 884,113

　（２）セグメント間の内部売上高又は

　　　　振替高
－ 3,071 3,071 △3,071 －

計 791,042 96,142 887,184 △3,071 884,113

　　営業費用 784,678 101,911 886,589 △3,071 883,518

　　営業利益 6,364 △5,768 595 － 595

(注)１　国又は地域の区分は、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国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　韓国・・・ソウル市

　　３　当期における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

 

ｃ．海外売上高

前第１四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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