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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 1,761 ― △161 ― △160 ― △247 ―
20年3月期第2四半期 1,773 25.1 47 ― 48 ― 17 ―

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 △13,052.82 ―
20年3月期第2四半期 911.18 ―

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 1,003 379 37.8 20,040.86
20年3月期 1,228 643 52.4 33,983.45

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  379百万円 20年3月期  643百万円

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） ――― ――― ― 0.00 0.00

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 3,682 4.9 △134 ― △133 ― △225 ― △11,900.77

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.業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績はさまざまな要因により、これらの予想数値と異なる場合がありえること
をご承知おき願います。 
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方針」（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 無
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  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2四半期  7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2四半期  18,929株 20年3月期第2四半期  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２四半期におけるわが国経済は、米国株式市場の急落に端を発した金融不安が世界各国株式市場の急落に波及

したことから米国景気のみならず世界同時不況の懸念が強まり、また需要逼迫懸念を材料に原油価格をはじめとする

商品市況の高騰も世界各国の景気後退懸念から一転、大きく急落するなど米国のみならず世界各国の景気の先行きに

対して不透明感が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は、全国28拠点の

ネットワークを活用した地域密着型の高品質のサービス提供に努めたものの、収益面において新卒社員の技術者派遣

が計画どおり進捗しなかったことや中途社員の採用が当初の計画どおり進捗しなかったことが主因となり、また支出

面では事業の進捗状況を勘案し、平成20年９月度より役員報酬の一部減額を行い、また10月１日付で取締役１名及び

執行役員数４名の削減を行うなど販売管理費の抑制に努めましたが、売上高については、前年同期比0.6％の減収とな

りました。

　また、当社が計上しておりました繰延税金資産の一部を取り崩したことで法人税等調整額80百万円を計上すること

となりました。

　これらの結果、当第２四半期の業績は、売上高1,761百万円（前年同期比0.6％減）、営業損失161百万円（前年同期

は47百万円の利益）、経常損失160百万円（前年同期は48百万円の利益）、四半期純損失247百万円（前年同期は17百

万円の利益）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1,649百万円、営業利益は55百万円となりました。

 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112百万円、営業利益は５百万円となりました。

 ③ その他

　　その他の売上高、営業利益は発生しておりません。

    事業の種類別セグメント情報内の「その他」の売上の取消

　その他のセグメントにおいて、第１四半期に売上高として計上いたしました1,377千円は、韓国の大学との就職支

援を行う契約を締結し、業務を実施したことによるものであります。しかしながら、その後当該大学と業務の取り

進め方において意見の相違が生じ、当該大学より契約破棄を宣言されたことから、当第２四半期では売上の取消を

行っております。

 

　 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1,665百万円、営業損失は156百万円となりました。

 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96百万円、営業損失は５百万円とな

りました。　　　　

２．連結財政状態に関する定性的情報

　　当第２四半期連結会計期間末の資産総額は1,003百万円となり、前連結会計年度末より224百万円の減少となりまし

た。これは主に現金及び預金の減少と繰延税金資産の一部取崩しによるものであります。

　負債総額は623百万円となり、前連結会計年度末より39百万円増加いたしました。これは主に短期借入金の増加に

よるものであります。また純資産は379百万円となり、前連結会計年度末より263百万円の減少となりました。

　なお、自己資本比率は37.8％と前連結会計年度末の52.4％に比べ14.6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、前連結会計年度末に比べ

142百万円減少（前年同期は58百万円の減少）し、337百万円となりました。

　当第２四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。
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（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235百万円となりました。これは主に賞与引当金の増加59百万円があったものの、

税金等調整前四半期純損失161百万円、未払金の減少91百万円、法人税等の支払37百万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12百万円となりました。これは主に敷金・保証金の差入７百万円及び無形固定資産

の取得３百万円によるものであります。

（財政活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、得られた資金は107百万円となりました。これは主に短期借入金の増加120百万円によるものであり

ます。　

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第２四半期における進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年10月31日付当社「業績予想及び配

当予想の修正及び繰延税金資産取崩し並びに役員報酬減額のお知らせ」にて発表した平成21年３月期の第２四半期連

結累計期間（連結・個別）の業績予想及び通期業績予想を修正しております。詳細については、10月31日開示の「業

績予想及び配当予想の修正及び繰延税金資産取崩し並びに役員報酬減額のお知らせ」をご参照ください。

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

　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。
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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 337,283 479,310

売掛金 407,017 405,424

繰延税金資産 55,348 111,504

その他 49,379 59,523

貸倒引当金 △2,496 △2,480

流動資産合計 846,531 1,053,282

固定資産   

有形固定資産 12,940 15,161

無形固定資産 10,939 7,843

投資その他の資産   

敷金及び保証金 112,942 106,760

その他 19,915 45,206

投資その他の資産合計 132,857 151,967

固定資産合計 156,737 174,972

資産合計 1,003,269 1,228,254

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,110 2,630

短期借入金 120,000 －

未払費用 64,503 70,996

未払法人税等 12,601 46,161

賞与引当金 256,122 196,796

その他 99,588 204,396

流動負債合計 554,926 520,980

固定負債   

退職給付引当金 67,009 61,949

その他 2,000 2,000

固定負債合計 69,009 63,949

負債合計 623,935 584,930
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（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) 

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 △74,887 185,451

自己株式 △659 △567

株主資本合計 384,733 645,164

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △144 △289

為替換算調整勘定 △5,256 △1,551

評価・換算差額等合計 △5,400 △1,840

純資産合計 379,333 643,323

負債純資産合計 1,003,269 1,228,254
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（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 1,761,859

売上原価 1,337,825

売上総利益 424,034

販売費及び一般管理費 585,865

営業損失（△） △161,830

営業外収益  

受取利息 21

受取配当金 622

受取手数料 1,087

その他 1,073

営業外収益合計 2,804

営業外費用  

支払利息 733

為替差損 705

その他 26

営業外費用合計 1,466

経常損失（△） △160,493

特別損失  

投資有価証券評価損 1,200

特別損失合計 1,200

税金等調整前四半期純損失（△） △161,693

法人税、住民税及び事業税 5,001

法人税等調整額 80,393

四半期純損失（△） △247,087
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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損失（△） △161,693

減価償却費 3,478

投資有価証券評価損 1,200

受取利息及び受取配当金 △643

支払利息 733

賞与引当金の増減額（△は減少） 59,325

売上債権の増減額（△は増加） △4,731

仕入債務の増減額（△は減少） △520

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,431

未払金の増減額（△は減少） △91,011

未払費用の増減額（△は減少） △4,485

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,573

預り金の増減額（△は減少） △479

その他 10,737

小計 △197,230

利息及び配当金の受取額 643

利息の支払額 △816

法人税等の支払額 △37,643

営業活動によるキャッシュ・フロー △235,047

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 △3,436

敷金及び保証金の差入による支出 △7,558

敷金及び保証金の返還による収入 415

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,032

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） 120,000

自己株式の取得による支出 △91

配当金の支払額 △12,808

財務活動によるキャッシュ・フロー 107,099

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,045

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △142,026

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 337,283
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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）

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 1,649,361 112,498 － 1,761,859 － 1,761,859

　(２)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 1,649,361 112,498 － 1,761,859 － 1,761,859

　　営業費用 1,594,033 106,795 － 1,700,828 222,861 1,923,690

　　営業利益 55,327 5,703 － 61,031 △222,861 △161,830

(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(222,861千円)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）

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 1,665,500 96,358 1,761,859 － 1,761,859

　（２）セグメント間の内部売上高又は

　　　　振替高
－ 1,259 1,259 △1,259 －

計 1,665,500 97,617 1,763,118 △1,259 1,761,859

　　営業費用 1,821,977 102,971 1,924,949 △1,259 1,923,690

　　営業利益 △156,476 △5,353 △161,830 － △161,830

(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）

韓国 計

（千円） （千円）

　　Ⅰ　海外売上高 96,358 96,358

　　Ⅱ　連結売上高  1,761,859

　　Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合 5.5% 5.5%

 

(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（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  1,773,146 100.0

Ⅱ　売上原価  1,273,620 71.8

売上総利益  499,525 28.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費  452,204 25.5

営業利益  47,320 2.7

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 26   

２．受取配当金 574   

３．助成金収入　 463   

４．その他 311 1,375 0.0

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 176   

２．為替差損 244 420 0.0

経常利益  48,276 2.7

Ⅵ　特別損失    

１．固定資産除却損 240   

２．投資有価証券評価損 614 854 0.0

税金等調整前中間純利益  47,421 2.7

法人税、住民税及び事業税 57,517   

法人税等調整額 △27,344 30,172 1.7

中間純利益  17,249 1.0
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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（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 47,421

減価償却費　 3,668

のれん償却額 1,212

投資有価証券評価損 614

賞与引当金の増減額 7,317

売上債権の増減額 2,377

仕入債務の増減額 △953

退職給付引当金の増減額　 7,158

未払金の増減額 △55,636

未払費用の増減額 43,824

未払消費税等の増減額　 874

その他 21,217

小計 79,097

利息及び配当金の受取額 601

利息の支払額 △141

法人税等の支払額 △36,473

営業活動によるキャッシュ・フロー 43,083

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 △4,269

無形固定資産の取得による支出　 △4,380

敷金及び保証金の差入による支出 △8,101

敷金及び保証金の返還による収入 1,836

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,914

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 △64,990

配当金の支払額 △22,298

財務活動によるキャッシュ・フロー △87,288

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 348

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △58,771

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中間期末残高 541,610
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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）

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）

　売上高

　（１）外部顧客に対する売上高 1,569,546 203,600 1,773,146 － 1,773,146

　（２）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － － －

計 1,569,546 203,600 1,773,146 － 1,773,146

　営業費用 1,354,907 192,755 1,547,663 178,162 1,725,825

　営業利益 214,639 10,844 225,483 △178,162 47,320

 

(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(178,162千円)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）

日本 韓国 計 消去又は全社 連結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

　売上高

（１）外部顧客に対する売上高 1,586,759 186,387 1,773,146 － 1,773,146

（２）セグメント間の内部売上高又は振替高 － 5,951 5,951 △5,951 －

計 1,586,759 192,338 1,779,098 △5,951 1,773,146

　営業費用 1,532,387 199,390 1,731,777 △5,951 1,725,825

　営業利益 54,372 △7,051 47,320 － 47,320

 

(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

ｃ．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）

韓国 計

（千円） （千円）

　　Ⅰ　海外売上高 186,387 186,387

　　Ⅱ　連結売上高  1,773,146

　　Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合 10.5% 10.5%

 

(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
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