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

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 2,977 ― 122 ― 123 ― 69 ―

20年3月期第1四半期 2,876 12.0 155 121.6 155 118.0 86 108.3

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 2,530.45 ―

20年3月期第1四半期 3,148.46 ―

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 3,233 1,958 60.6 71,359.97
20年3月期 3,324 1,968 59.2 71,697.50

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,958百万円 20年3月期  1,968百万円

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 ― ― ― 3,000.00 3,000.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 3,000.00 3,000.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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2四半期累計期間 6,000 ― 125 ― 125 ― 65 ― 2,367.94
通期 12,200 7.6 350 △28.3 350 △29.8 190 △27.7 6,921.68

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(2) 四半期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） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

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  27,450株 20年3月期  27,450株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  0株 20年3月期  0株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  27,450株 20年3月期第1四半期  27,450株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.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、実際の業績は
様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
2.当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　当第1四半期会計期間においては、企業収益が減少するなど景気回復は足踏み状態となり、企業の業況判断は一段と

慎重さを増しました。当社をとりまく事業環境では、個別顧客企業で濃淡はあるものの、総じて堅調なエンジニア需

要が続きました。

　当社では、前期に強化したエンジニア募集費への戦略投資、資格取得支援、技術セミナー等の人材募集・育成施策

の効果などにより、企業のエンジニア需要にマッチしたエンジニアの確保が進み、2008年4月を底に月を追うごとに取

引が拡大しました。

　この結果、エンジニアの月平均稼働人数は1,925人、売上高は2,977,401千円となりました。　

〔売上の内訳〕　

　人材派遣・請負事業では、ネットワーク構築・運用を行うネットワークエンジニア部門において、企業ニーズの強

いエンジニア層にフォーカスして資格取得支援や技術セミナーなどの募集育成施策を実施し、需要と供給のバランス

改善に取り組んだ結果、通信系企業などで取引を伸ばし、部門売上高は996,338千円となりました。また、ITサービス

企業や一般事業会社のITサービス部門などでの需要拡大を背景としてWeb制作などを担うクリエーター部門の売上高が

393,630千円となりました。ディベロッパー部門では、開発言語の多様化やトレンドの変化が早く、企業の引き合いの

強さに比べエンジニア確保が難しい状況ではありますが、増収を確保することができ、部門売上高は865,452千円とな

りました。このほか、サポートエンジニア部門の売上高が493,351千円、その他部門の売上高が161,546千円となり、

人材派遣・請負事業全体の売上高は2,910,319千円となりました。

　人材紹介事業においては、エンジニアのキャリアに多様な選択肢を提供するため、既存登録者のうち正社員志向エ

ンジニアの早期状況把握に注力したことなどにより、67,081千円とすることができました。

事業の種類別

当四半期

（平成21年３月期

第１四半期）

（参考）前期

(平成20年３月期)

金額（千円）
構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

ネットワークエンジニア

ディベロッパー 

サポートエンジニア

クリエーター

その他

996,338

865,452

493,351

393,630

161,546

33.4

29.1

16.6

13.2

5.4

3,690,847

3,322,191

2,070,802

1,368,037

695,367

32.5

29.3

18.3

12.1

6.1

人材派遣・請負事業合計 2,910,319 97.7 11,147,246 98.3

人材紹介事業合計 67,081 2.3 190,119 1.7

合計 2,977,401 100.0 11,337,365 100.0

〔利益の状況〕　

　人材派遣・請負事業の売上総利益率は、当社の加入する健康保険組合の保険料率変更、および毎年の厚生年金保険

料の料率変更などの外部要因を主因として前年と比較して低下し、21.8%となりました。また、エンジニアの待遇改善

にも継続して取り組んでいることからエンジニアの給与水準は上昇傾向にありますが、これに見合った企業請求がで

きており、収益性の高い人材紹介事業も順調に伸びたことで、全体の売上総利益率は23.5%となりました。

　販管費では、社会経済の先行き不透明感が増す中、エンジニアの募集費投資や営業要員の採用を慎重に進めている

ことなどから、期初の見通しを上回る利益水準とすることができました。

　この結果、営業利益は122,692千円、経常利益は123,036千円、四半期純利益は69,460千円となりました。　

２．財政状態に関する定性的情報

　（1）資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期会計期間末の総資産は、3,233,994千円となり、前期末に比べ90,643千円（2.7％）の減少となりまし

た。その主な要因は、現金及び預金の減少などにより流動資産が132,625千円減少したことによるものであります。

　当第１四半期会計期間末の負債の残高は1,275,163千円となり、前期末に比べ81,378千円（6.0％）の減少となりま

した。その主な要因は、未払法人税等、未払金の減少などにより流動負債が84,549千円減少したことによるものであ

ります。

　当第１四半期会計期間末の純資産の残高は1,958,831千円となり前期末に比べ9,265千円（0.5％）の減少となりまし

た。
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　（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期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1,243,718千円となり、前期末に

比べ164,597千円の減少となりました。　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）　

　営業活動の結果使用した資金は51,570千円となりました。

これは、税金等調整前四半期（当期）純利益が123,463千円、法人税等の支払額が83,959千円、未払金の減少額が

50,780千円、売上債権の増加額が39,028千円であったことなどによるものです。　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）　

　投資活動の結果使用した資金は55,502千円となりました。

　これは、関係会社への出資42,584千円などによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）　

　財務活動の結果使用した資金は57,524千円となりました。

　これは、配当金の支払57,524千円によるものです。

３．業績予想に関する定性的情報

　平成20年５月９日付に公表いたしました業績予想に変更はありません。　

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

たな卸資産の評価方法　

　当第１四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、一部、実地たな卸を省略し、前事業年度末に係る実地

たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。

　また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積も

り、簿価の切下げを行う方法によっております。　

（２）四半期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当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　企業会計基準９号（平成18年７月５日））が適

用されたことに伴い、評価基準について原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更し

ております。

なお、これによる四半期財務諸表に与える影響はありません。

③所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会

第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成

20年４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、

当第１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。これによる四半期財務諸表に与える影響額は

ありません。

なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き適用しております。　
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,243,718 1,408,315

売掛金 1,435,283 1,396,255

仕掛品 2,476 －

貯蔵品 9,999 10,132

その他 89,612 100,010

貸倒引当金 △955 △1,953

流動資産合計 2,780,135 2,912,761

固定資産   

有形固定資産 ※1  62,798 ※1  65,435

無形固定資産 35,630 30,832

投資その他の資産 355,429 315,609

固定資産合計 453,859 411,876

資産合計 3,233,994 3,324,638

負債の部   

流動負債   

買掛金 29,441 30,621

未払派遣人件費 687,578 653,089

未払法人税等 25,879 95,485

賞与引当金 44,688 78,240

役員賞与引当金 6,800 5,380

その他 396,388 412,510

流動負債合計 1,190,776 1,275,326

固定負債   

役員退職慰労引当金 84,386 81,215

固定負債合計 84,386 81,215

負債合計 1,275,163 1,356,541

純資産の部   

株主資本   

資本金 551,500 551,500

資本準備金 198,369 198,369

利益剰余金 1,195,023 1,207,912

株主資本合計 1,944,893 1,957,782

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,937 10,314

評価・換算差額等合計 13,937 10,314

純資産合計 1,958,831 1,968,096

負債純資産合計 3,233,994 3,324,638



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 2,977,401

売上原価 2,277,591

売上総利益 699,809

販売費及び一般管理費  

募集費 56,080

役員報酬 16,428

従業員給料及び賞与 163,738

福利厚生費 42,155

役員賞与引当金繰入額 1,420

賞与引当金繰入額 44,688

退職給付費用 6,521

役員退職慰労引当金繰入額 3,171

その他の人件費 55,294

賃借料 59,707

その他 127,910

販売費及び一般管理費合計 577,117

営業利益 122,692

営業外収益  

受取利息 231

その他 294

営業外収益合計 525

営業外費用  

貸倒引当金繰入額 139

その他 42

営業外費用合計 182

経常利益 123,036

特別利益  

固定資産売却益 15

貸倒引当金戻入額 411

特別利益合計 427

税引前四半期純利益 123,463

法人税、住民税及び事業税 22,736

法人税等調整額 31,265

法人税等合計 54,002

四半期純利益 69,460



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 123,463

減価償却費 5,053

貸倒引当金の増減額（△は減少） △271

賞与引当金の増減額（△は減少） △33,552

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1,420

前払年金費用の増減額（△は増加） 2,068

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,171

利息の受取額 △231

固定資産売却損益（△は益） △15

売上債権の増減額（△は増加） △39,028

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,342

未払派遣人件費の増減額（△は減少） 34,489

未払金の増減額（△は減少） △50,780

その他 △11,181

小計 32,261

利息及び配当金の受取額 127

法人税等の支払額 △83,959

営業活動によるキャッシュ・フロー △51,570

投資活動によるキャッシュ・フロー  

関係会社株式の売却による収入 6,000

子会社への出資による支出 △42,584

有形固定資産の取得による支出 △4,127

有形固定資産の売却による収入 604

無形固定資産の取得による支出 △15,732

その他 336

投資活動によるキャッシュ・フロー △55,502

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △57,524

財務活動によるキャッシュ・フロー △57,524

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △164,597

現金及び現金同等物の期首残高 1,408,315

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  1,243,718



　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期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）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）四半期損益計算書

　前第１四半期累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

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 2,876,110

Ⅱ　売上原価 2,183,524

売上総利益 692,586

Ⅲ　販売費及び一般管理費 536,856

営業利益 155,730

Ⅳ　営業外収益 282

Ⅴ　営業外費用 214

経常利益 155,799

Ⅵ　特別利益 498

Ⅶ　特別損失 7,025

税引前四半期純利益 149,271

税金費用 62,846

四半期純利益 86,425
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

　前第１四半期累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

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  

税引前四半期純利益 149,271

減価償却費 4,750

貸倒引当金の増加額または減少額（△） △498

賞与引当金の増加額または減少額（△） △26,110

役員賞与引当金の増加額 925

前払年金費用の減少額または増加額（△） 1,388

役員退職慰労引当金の増加額 3,390

受取利息及び受取配当金 △266

支払利息 64

固定資産除却損 7,025

売上債権の減少額または増加額（△） 13,713

たな卸資産の減少額または増加額（△） 382

前払費用の減少額または増加額（△） △2,193

その他の流動資産の減少額または増加額（△） △12,442

破産債権、再生債権、その他これらに準ずる債権の減

少額または増加額（△）
61

仕入債務の増加額または減少額（△） 1,830

未払派遣人件費の増加額または減少額（△） 3,248

未払金の増加額または減少額（△） △31,287

未払費用の増加額または減少額（△） △6,197

未払消費税等の増加額または減少額（△） 14,460

前受金の増加額または減少額（△） 3,330

その他の流動負債の増加額または減少額（△） 21,720

その他 701

小計 147,269

利息及び配当金の受取額 126

利息の支払額 △64

法人税等の支払額 △150,290

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,959

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の売却による収入 66,240

有形固定資産の取得による支出 △2,523

敷金及び保証金差入れによる支出 △2,888

敷金及び保証金の返還による収入 10

投資活動によるキャッシュ・フロー 60,838

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △38,538

財務活動によるキャッシュ・フロー △38,538

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額または減少額（△） 19,341

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,024,304

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 1,043,645
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