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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 6,621 9.5 146 ― 147 ― 58 ―

20年3月期第2四半期 6,046 26.2 △98 ― △102 ― △82 ―

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2四半期 11.77 ―

20年3月期第2四半期 △16.55 ―

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2四半期 6,192 2,177 34.3 424.69
20年3月期 5,975 2,174 35.5 424.20

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,123百万円 20年3月期  2,120百万円

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 ― ― ― 12.50 12.50
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 12.50 12.50

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 13,160 5.8 415 356.0 466 327.5 275 ― 55.00

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  有  

採用した簡便な会計処理のうち、重要なものはありません。また、四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理は適用しておりません。  

(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（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） 

 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  5,000,000株 20年3月期  5,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  53株 20年3月期  53株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  4,999,947株 20年3月期第2四半期  4,999,947株



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

　平成20年４月１日から９月30日の６か月間（以下、当第２四半期連結累計期間）におけるわが国経済は、米国の

サブプライムローン問題に端を発した金融不安が大手証券会社の破綻にまでおよび、欧米を中心とする世界的な金

融危機の様相を呈してきたことを受け、国内でも設備投資や個人消費が伸び悩み、景気が後退局面に入ったことが

明らかになってきております。

　また、当社グループの主要顧客である自動車関連をはじめとする大手製造業においても、夏以降、一部顧客を除

き研究開発費の抑制傾向が顕著に現れはじめております。

　このような状況の中、当第２四半期連結累計期間における売上高は6,621,437千円（前年同期比9.5％増）となり

ました。この主たる要因は、技術者需要が旺盛な顧客への技術者配属を積極的に進めたこと、およびＩＴ事業子会

社での顧客開拓が順調に進み保守売上およびＳＩ売上が増加したことによります。

　一方、利益面においては、外国人待機エンジニアの配属を進めたことおよび新卒採用エンジニアの配属が順調に

進んだことに加えて、旅費交通費や消耗品費等の販管費の削減を進めたことにより、前年に比べ大幅に回復し、営

業利益146,947千円（前年同期営業損失98,705千円）、経常利益147,188千円（前年同期経常損失102,744千円）、第

２四半期純利益58,867千円（前年同期純損失82,756千円）となりました。

　なお、前年同期比、前年同期各種損失は、参考として記載しております。

　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。

　Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業については、技術者需要が旺盛な顧客への技術者配属を積極的に進めたことにより、

売上高は5,791,662千円（前年同期比9.0％増）となりました。利益面においては、外国人待機エンジニアの配属を

進めたことおよび新卒採用エンジニアの配属が順調に進んだことに加えて、旅費交通費や消耗品費等の販管費の削

減を進めたことにより営業利益171,419千円（前年同期営業利益8,265千円）となりました。

　ＩＴ事業については、顧客開拓が順調に進み保守売上およびＳＩ売上が増加したことにより、売上高818,065千円

（前年同期比12.8％増）、営業利益6,521千円（前年同期営業損失66,616千円）となりました。

　教育関連事業は、当社グループ外顧客への売上が増加し、売上高11,709千円（前年同期比80.4％増）、営業損失

15,122千円（前年同期営業損失40,237千円）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）財政状態の分析

　当第２四半期末における総資産は、6,192,962千円となり、前連結会計年度末に比べ217,020千円の増加となりま

した。これは主に、売上高が堅調に推移したことにより、現金及び預金が増加したものであります。純資産は

2,177,085千円となり、自己資本比率は、前連結会計年度同水準の35.5％となっております。

　流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ165,068千円増加の2,791,840千円となりました。残高の主な内訳は、

短期借入金714,000千円、未払費用675,932千円、賞与引当金719,447千円となっております。

　固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ49,475千円増加の1,224,036千円となりました。残高の主な内訳は、

長期借入金305,450千円、退職給付引当金708,744千円となっております。

（２）キャッシュ・フロー

当第２四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、売上高が堅調に推移し

たことを背景に、前連結会計年度末に比べて275,908千円増加して1,560,162千円となりました。

当第２四半期連結累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）

　営業活動の結果得られた資金は、322,240千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が146,725

千円となったほか、賞与引当金および退職給付引当金の増加が92,026千円となったこと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）

　投資活動で獲得した資金は、36,156千円となりました。これは主に、定期預金の払戻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）

　財務活動に使用した資金は、92,704千円となりました。これは主に、配当金の支払額62,084千円のほか、長期

借入金の返済を53,584千円行ったこと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２四半期連結累計期間の結果は当初計画を上回るものとなりましたが、夏以降、一部顧客を除き研究開発費の抑

制傾向が顕著に現れており、顧客の残業抑制にともなう売上の減少および原価率の増加が見込まれることより、通期

の業績予測につきましては、平成20年７月30日付当社「平成21年３月期第１四半期決算短信」にて発表しました通期

連結業績予想と売上高および各種利益の額は同額と予想しております。

　なお、上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報にもとづき作成したものであります。最終の業績は、

今後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

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

　①簡便な会計処理

　　　　　　採用した簡便な会計処理のうち、重要なものはありません。

　　　　　②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　　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

　　　　　会計処理基準に関する事項の変更

　　　　　①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　　　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重要な資産の評価基準および評価方法の変更

　　　　　　たな卸資産

　　　　　　　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別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ともない、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価の切り下げの方法）により算定しております。 

　　　　　　　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益はそれぞ

れ17,270千円減少しております。なお、これによるセグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しており

ます。
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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２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,633,404 1,408,887

受取手形及び売掛金 1,531,323 1,553,107

商品 41,803 109,088

仕掛品 25,858 33,648

その他 545,724 490,775

貸倒引当金 △4,618 △4,627

流動資産合計 3,773,497 3,590,878

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 724,705 750,810

その他（純額） 702,759 655,168

有形固定資産合計 ※  1,427,465 ※  1,405,979

無形固定資産   

のれん 182,456 190,892

その他 56,472 52,696

無形固定資産合計 238,929 243,588

投資その他の資産   

その他 761,940 740,494

貸倒引当金 △8,870 △4,999

投資その他の資産合計 753,069 735,494

固定資産合計 2,419,464 2,385,062

資産合計 6,192,962 5,975,941

負債の部   

流動負債   

買掛金 92,715 149,012

短期借入金 714,000 658,000

1年内償還予定の社債 30,000 60,000

1年内返済予定の長期借入金 103,858 105,856

未払法人税等 139,948 37,239

賞与引当金 719,447 670,479

未払費用 675,932 645,500

その他 315,939 300,685

流動負債合計 2,791,840 2,626,772

固定負債   

長期借入金 305,450 357,036

退職給付引当金 708,744 665,686

その他 209,842 151,838

固定負債合計 1,224,036 1,174,560



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債合計 4,015,876 3,801,332

純資産の部   

株主資本   

資本金 715,790 715,790

資本剰余金 677,651 677,651

利益剰余金 727,914 731,546

自己株式 △40 △40

株主資本合計 2,121,315 2,124,948

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,708 △6,999

為替換算調整勘定 11,801 3,037

評価・換算差額等合計 2,092 △3,962

少数株主持分 53,676 53,622

純資産合計 2,177,085 2,174,608

負債純資産合計 6,192,962 5,975,941



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 6,621,437

売上原価 5,358,463

売上総利益 1,262,973

販売費及び一般管理費 ※  1,116,026

営業利益 146,947

営業外収益  

受取利息及び配当金 2,302

保険配当金 4,355

受取地代家賃 14,132

その他 3,528

営業外収益合計 24,319

営業外費用  

支払利息 9,284

為替差損 11,648

その他 3,144

営業外費用合計 24,077

経常利益 147,188

特別利益  

固定資産売却益 156

特別利益合計 156

特別損失  

固定資産除却損 538

投資有価証券評価損 81

特別損失合計 619

税金等調整前四半期純利益 146,725

法人税、住民税及び事業税 133,395

法人税等調整額 △45,590

法人税等合計 87,804

少数株主利益 53

四半期純利益 58,867



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 146,725

減価償却費 54,884

のれん償却額 8,435

賞与引当金の増減額（△は減少） 48,968

退職給付引当金の増減額（△は減少） 43,058

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,861

受取利息及び受取配当金 △2,302

支払利息 9,284

固定資産売却損益（△は益） △156

固定資産除却損 538

売上債権の増減額（△は増加） 13,956

たな卸資産の増減額（△は増加） 75,323

その他の流動資産の増減額（△は増加） △37,712

仕入債務の増減額（△は減少） △56,070

未払消費税等の増減額（△は減少） 20,569

その他の流動負債の増減額（△は減少） 13,061

その他 2,149

小計 344,574

利息及び配当金の受取額 2,300

利息の支払額 △9,858

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △14,775

営業活動によるキャッシュ・フロー 322,240

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △4,609

定期預金の払戻による収入 56,000

有形固定資産の取得による支出 △4,788

有形固定資産の売却による収入 323

無形固定資産の取得による支出 △1,490

貸付けによる支出 △7,940

貸付金の回収による収入 1,608

差入保証金の差入による支出 △3,164

差入保証金の回収による収入 4,093

その他 △3,876

投資活動によるキャッシュ・フロー 36,156



（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

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） 56,000

長期借入金の返済による支出 △53,584

社債の償還による支出 △30,000

配当金の支払額 △62,084

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3,036

財務活動によるキャッシュ・フロー △92,704

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,215

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 275,908

現金及び現金同等物の期首残高 1,284,253

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,560,162



 

　　　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

〔事業の種類別セグメント情報〕

 当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

 

Ｒ＆Ｄアウト

ソーシング

事業

（千円）

ＩＴ事業

（千円）

教育関連事業

（千円） 

計

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

 売上高       

 （１）外部顧客に対する売上高 5,791,662 818,065 11,709 6,621,437 ― 6,621,437

 （２）セグメント間の内部売上高

又は振替高
9,211 ― 18,171 27,382 △27,382 ―

 計 5,800,873 818,065 29,881 6,648,820 △27,382 6,621,437

 営業利益（又は営業損失） 171,419 6,521 △15,122 162,818 △15,871 146,947

 （注）１．事業区分の方法

 事業はその内容・性質等を勘案して区分しております。

 ２．各区分に属する主要なサービス

事業区分 内　　容

Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業 
 機械設計、電気・電子設計、ソフトウェア開発等の専門的技術を技術者派遣または

請負の形態で提供し、顧客企業の研究開発を支援する事業。

ＩＴ事業  企業内情報システムの立案から導入・保守までの統合サービスを提供する事業。

教育関連事業  韓国人エンジニアに対して、日本語等の教育と紹介を行う事業。

 ３．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）を適用しております。なお、この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計

期間の営業利益は、ＩＴ事業で17,270千円減少しております。

〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。

〔海外売上高〕

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９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。

（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」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  6,046,175  

Ⅱ　売上原価  4,938,918  

売上総利益  1,107,256  

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,205,961  

営業損失（△）  △98,705  

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 782   

２．受取配当金 1,116   

３．保険配当金 3,622   

４．社員寮収入　 12,883   

５．消費税等差益　 4,225   

６．その他　 6,118 28,748  

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 6,777   

２．支払保証料 632   

３．持分法による投資損失 11,584   

４．為替差損 2,905   

５．貸倒引当金繰入額　 10,882   

６．その他 5 32,787  

経常損失（△）  △102,744  

Ⅵ　特別利益    

１．貸倒引当金戻入 3,742 3,742  

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産除却損 2,245 2,245  

税金等調整前中間純損失
（△）

 △101,247  

法人税、住民税及び事業税 48,940   

法人税等調整額 △66,873 △17,932  

少数株主利益  557  

中間純損失（△）  △82,756  
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１．税金等調整前中間（当期）純利益 △101,247

２．減価償却費　 49,742

３．のれん償却額　 26,617

４．賞与引当金の増減額（△減少額） 73,472

５．退職給付引当金の増減額（△減少
額）

37,933

　６．役員退職慰労引当金の増減額（△
減少額）

△144,915

　７．貸倒引当金の増減額（△減少額） 9,231

　８．受取利息及び受取配当金 △1,898

　９. 支払利息及び社債利息 6,777

 10．持分法による投資損益（△益） 11,584

 11．有形固定資産除却損 2,245

 12．為替差損益（△益） 1,600

 13．売上債権の増減額（△増加額） △26,404

 14．たな卸資産の増減額（△減少額） 21,916

 15．その他流動資産の増減額（△減少
額）　

△28,435

 16．仕入債務の増減額（△減少額） △8,493

 17．未払消費税等の増減額（△減少額） △21,041

 18．その他流動負債の増減額（△減少
額）

41,362

 19．長期未払金の増減額（△減少額） 148,606

 20．その他　 6,147

小計 104,803

 21．利息及び配当金の受取額 2,115

 22．利息の支払額 △8,408

 23．法人税等の支払額　 △123,820

営業活動によるキャッシュ・フロー △25,310
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前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１．定期預金の預入による支出 △10,200

２．定期預金の払出による収入 14,850

３．有形固定資産の取得による支出 △157,279

４．有形固定資産の売却による収入 1,734

５．無形固定資産の取得による支出 △8,425

６．投資有価証券の取得による支出 △82,025

７．貸付による支出 △22,140

９．保証金の差入による支出 △6,971

 10．保証金の回収による収入 22,933

 11．その他　 △2,310

投資活動によるキャッシュ・フロー △249,834

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１．短期借入金の純増減額（△減少額） 672,000

２．長期借入れによる収入 44,600

３．長期借入金の返済による支出 △50,389

４．社債の償還による支出 △30,000

５．自己株式の取得による支出 △7

６．配当金の支払額　 △61,667

財務活動によるキャッシュ・フロー 574,536

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 209

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 299,600

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 807,991

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 1,107,592
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（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

 前中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

 

Ｒ＆Ｄアウト

ソーシング

事業

（千円）

ＩＴ事業

（千円）

教育関連事業

（千円）

計

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

 売上高       

 （１）外部顧客に対する売上高 5,314,756 724,928 6,490 6,046,175 ― 6,046,175

 （２）セグメント間の内部売上高

又は振替高
13,019 282 27,989 41,291 △41,291 ―

 計 5,327,775 725,210 34,480 6,087,466 △41,291 6,046,175

 営業利益（又は営業損失） 8,265 △66,616 △40,237 △98,587 △117 △98,705

 （注）１．事業区分の方法

事業はその内容・性質等を勘案して区分しております。 

２．各区分に属する主要なサービス 

事業区分 内　　容

Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業 
 機械設計、電気・電子設計、ソフトウェア開発等の専門的技術を技術者派遣または

請負の形態で提供し、顧客企業の研究開発を支援する事業。

ＩＴ事業  企業内情報システムの立案から導入・保守までの統合サービスを提供する事業。

教育関連事業  韓国人エンジニアに対して、日本語等の教育と紹介を行う事業。

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。

〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９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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