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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 2,713 ― 35 ― 35 ― 12 ―

20年3月期第2四半期 2,667 13.2 178 53.1 179 58.0 103 66.0

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 303.60 303.39
20年3月期第2四半期 7,882.67 7,850.49

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 2,845 1,314 46.2 33,077.62
20年3月期 2,729 1,391 51.0 105,022.06

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,314百万円 20年3月期  1,391百万円

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 ― ― ― 6,700.00 6,700.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 2,400.00 2,400.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

１．業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づくため、予想に内在する不確定要因や、今後の事業運営における状況の変化等により、実際の 
業績は上記に記載した予想数値と異なる場合がありますことをご了解ください。 
なお、上記予想に関する事項は、３ページ「３.業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 
２．当会計年度より「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、「四半期財務諸表規則」に基づき四半期財務諸表を作成しております。  

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 5,585 2.7 196 △56.0 195 △56.1 100 △61.5 2,515.53

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  無  

［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） 

［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） 

平成20年4月１日付で、株式１株につき３株の株式分割を行っております。  

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  39,753株 20年3月期  13,251株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  39,753株 20年3月期第2四半期  13,176株
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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２四半期累計期間のわが国経済は、世界的な金融不安を背景に、景気の減速感が強まる中、原材料費の高騰や

輸出の伸び悩みが企業収益を圧迫し雇用情勢の不安から個人消費が低迷するなど、景気の下振れリスクが高まってお

り先行きへの不透明感が強い状況で推移しました。

  当社の主要顧客であるメーカーにおいては、自動車関連をはじめ情報通信機器関連、電子デバイス関連の業績には

厳しさがみられるものの、新製品開発や製品のコストダウン、開発期間の効率化などアウトソーシング業界へのニー

ズは底堅くありました。しかし、同業種のメーカー間でも企業格差が出てきており、好不調が見られる状況でありま

した。

　このような状況のなか、新卒技術者及び経験者を自動車関連・情報通信機器関連・電気電子機器関連で開発ニーズ

のある業種、地域、顧客へ積極的に営業展開を推進しました。新卒技術者104名につきましては第２四半期中に戦力化

すべく営業展開を図りましたが、第２四半期末現在で戦力化が約7割弱と厳しい状況となりました。その結果、当第２

四半期累計期間における技術者の稼働率は87.7％（稼働率(％)＝稼動技術者数/技術社員総数＊100であり、期間の月

末人数を累計した数値により算出しております。）となりました。

  これらの結果、当第２四半期累計期間の売上高は2,713,639千円（前年同期比1.7％増）、売上原価は2,299,945千円

（同8.6％増）、販売費及び一般管理費は377,926千円（同1.6％増）、営業利益は35,766千円（同80.0％減）、経常利

益は35,091千円（同80.4％減）、税引前四半期純利益は21,028千円（同88.3％減）、四半期純利益は12,068千円（同

88.4％減）となりました。売上原価は、新卒技術社員数の増加に伴う労務費及び教育経費の増加と経験者の戦力化の

遅れによる待機技術者の労務費が増加したため、売上に対する構成比率が84.8％（前年同期比5.4ポイント増）となり

ました。また、販売費及び一般管理費は、採用関連、その他経費を効率的に活用することで売上に対する構成比率が

前年同期比と同じく13.9％となりました。

特別損失として本社等事務所移転に伴う費用（原状回復費、固定資産除却損など）の見積り額14,063千円を計上して

おります。

 

２．財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期末の総資産は、設備投資による固定資産の増加等により前事業年度末に比べ115,992千円増の2,845,470

千円となりました。有利子負債は前事業年度末に比べ247,600千円増の475,320千円となりました。純資産は前事業年

度末に比べ76,713千円減の1,314,934千円となり、自己資本比率は46.2％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第２四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前業年度末に比べ439,996

千円減少し326,629千円となりました。

　当第２四半期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」は163,573千円の収入となりました。これは売上債権の増加、預り金の減少

等の減少要因があったものの、税引前四半期純利益、賞与引当金の増加等による増加額がこれを上回ったことにより

ます。

  「投資活動によるキャッシュ・フロー」は503,034千円の支出となりました。これは有形固定資産の取得に伴うもの

であります。

  「財務活動によるキャッシュ・フロー」は61,894千円の収入となりました。これは借入金の返済、配当金の支払等

の減少要因があったものの、長期借入れによる増加額がこれを上回ったことによります。

 

３．業績予想に関する定性的情報

  今後の経済状況の見通しにつきましては、世界的に景気後退の懸念が強まるなか、国内においても先行きの不透明

感が強くなりました。さらに、資源価格に一服感がみられるものの、米国に端を発した世界的な金融危機、円高基調

の為替動向の影響などにより、景気が厳しいものとなると思われます。

  このような状況のなか、通期の業績見通しにつきましては、第２四半期累計期間同様に稼働率が当初計画を下回る

と予想し修正しております。平成20年10月24日付にて発表した「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さ

い。

  売上高 　　 5,585百万円（前年同期比 2.7％増）

  営業利益　　  196百万円（前年同期比56.0％減）

  経常利益      195百万円（前年同期比56.1％減）

  当期純利益    100百万円（前年同期比61.5％減）　
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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

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　税金費用については、当第２四半期会計期間を含む会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税

等調整額は法人税等に含めて表示しております。

（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

　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。
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（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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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 386,629 826,626

受取手形及び売掛金 742,351 703,968

仕掛品 2,323 2,681

貯蔵品 341 397

前払費用 44,915 34,918

繰延税金資産 171,388 171,388

その他 10,041 7,112

流動資産合計 1,357,992 1,747,095

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 342,146 240,861

構築物（純額） 3,913 3,961

車両運搬具（純額） 3,939 4,977

工具、器具及び備品（純額） 8,580 10,617

土地 966,387 562,175

有形固定資産合計 1,324,968 822,593

無形固定資産   

ソフトウエア 7,051 7,760

施設利用権 1,940 1,957

無形固定資産合計 8,992 9,718

投資その他の資産   

投資有価証券 7,000 7,000

長期前払費用 4,240 3,349

繰延税金資産 67,149 67,149

会員権 2,130 2,130

差入保証金 74,798 72,242

貸倒引当金 △1,800 △1,800

投資その他の資産合計 153,518 150,071

固定資産合計 1,487,478 982,383

資産合計 2,845,470 2,729,478
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 234 295

短期借入金 169,320 227,720

1年内返済予定の長期借入金 108,000 －

未払金 11,415 10,144

未払費用 378,773 357,234

未払法人税等 12,830 128,447

未払消費税等 35,315 65,923

預り金 22,922 22,486

賞与引当金 391,855 356,312

事務所移転損失引当金 14,662 －

その他 2,374 1,062

流動負債合計 1,147,704 1,169,627

固定負債   

長期借入金 198,000 －

退職給付引当金 126,631 115,768

役員退職慰労引当金 58,199 52,434

固定負債合計 382,831 168,203

負債合計 1,530,536 1,337,830

純資産の部   

株主資本   

資本金 377,525 377,525

資本剰余金 337,525 337,525

利益剰余金 599,884 676,597

株主資本合計 1,314,934 1,391,647

純資産合計 1,314,934 1,391,647

負債純資産合計 2,845,470 2,729,478
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 2,713,639

売上原価 2,299,945

売上総利益 413,693

販売費及び一般管理費  

役員報酬 42,749

給料及び賞与 138,559

賞与引当金繰入額 19,533

退職給付引当金繰入額 808

役員退職慰労引当金繰入額 5,764

法定福利費 24,692

採用費 21,617

旅費及び交通費 10,604

支払手数料 28,345

地代家賃 38,307

減価償却費 3,296

その他 43,647

販売費及び一般管理費合計 377,926

営業利益 35,766

営業外収益  

受取利息 756

受取配当金 50

受取手数料 747

その他 347

営業外収益合計 1,901

営業外費用  

支払利息 2,576

その他 0

営業外費用合計 2,576

経常利益 35,091

特別損失  

事務所移転損失引当金繰入額 14,063

特別損失合計 14,063

税引前四半期純利益 21,028

法人税等 8,959

四半期純利益 12,068
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 21,028

減価償却費 12,370

長期前払費用償却額 1,727

賞与引当金の増減額（△は減少） 35,542

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,863

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,764

受取利息及び受取配当金 △806

支払利息 2,576

売上債権の増減額（△は増加） △38,382

たな卸資産の増減額（△は増加） 414

前払費用の増減額（△は増加） △9,644

差入保証金の増減額（△は増加） △2,556

その他の資産の増減額（△は増加） △5,415

仕入債務の増減額（△は減少） △61

未払費用の増減額（△は減少） 21,538

預り金の増減額（△は減少） 435

その他の負債の増減額（△は減少） △12,707

小計 42,688

利息及び配当金の受取額 674

利息の支払額 △2,927

法人税等の支払額 △123,774

営業活動によるキャッシュ・フロー △83,339

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 △516,427

無形固定資産の取得による支出 △360

投資活動によるキャッシュ・フロー △516,787

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） △58,400

長期借入れによる収入 324,000

長期借入金の返済による支出 △18,000

配当金の支払額 △87,469

財務活動によるキャッシュ・フロー 160,130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △439,996

現金及び現金同等物の期首残高 766,626

現金及び現金同等物の四半期末残高 326,629
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（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」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間損益計算書

前中間会計期間
（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  2,667,348 100.0

Ⅱ　売上原価  2,116,983 79.4

売上総利益  550,365 20.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費  371,891 13.9

営業利益  178,473 6.7

Ⅳ　営業外収益  2,480 0.1

Ⅴ　営業外費用  1,493 0.1

経常利益  179,460 6.7

Ⅵ　特別利益  － －

Ⅶ　特別損失  － －

税引前中間純利益  179,460 6.7

法人税、住民税及び事業税 93,347   

法人税等調整額 △17,749 75,597 2.8

中間純利益  103,862 3.9
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
（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

 

税引前中間純利益 179,460

減価償却費　 9,943

長期前払費用償却額 653

賞与引当金の増加額　 26,274

退職給付引当金の増加額　 9,135

役員退職慰労引当金の増加
額　

5,587

受取利息及び受取配当金　 △977

支払利息　 1,492

売上債権の増加額　 △32,137

たな卸資産の減少額　 3,404

前払費用の増加額　 △5,797

差入保証金の増加額　 △2,007

その他資産の減少額　 12,899

仕入債務の減少額　 △1,418

未払費用の増加額　 6,476

その他の負債の増加額　 15,203

小計 228,191

利息及び配当金の受取額　 793

利息の支払額　 △1,533

法人税等の支払額　 △105,533

営業活動によるキャッシュ・
フロー

121,917
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前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

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　

△250,950

無形固定資産の取得による
支出　

△1,469

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△252,419

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

 

短期借入金の純増加額　 4,800

配当金の支払額　 △86,818

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△82,018

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減少額 △212,520

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

858,086

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期
末残高

645,566
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