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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 13,925 ― 456 ― 461 ― 213 ―
20年3月期第3四半期 11,598 ― 643 ― 647 ― 294 ―

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3四半期 2,059.90 1,985.77
20年3月期第3四半期 2,811.73 2,740.89

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3四半期 4,899 2,750 54.5 25,839.76
20年3月期 4,574 2,621 56.7 24,659.31

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  2,671百万円 20年3月期  2,592百万円

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 ― 0.00 ― 750.00 750.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 850.00 850.00

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 18,300 15.8 900 9.5 900 8.8 470 16.3 4,470.23

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）  有  

（注）詳細は、4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) 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  

（注）詳細は、5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) 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） 

（注）詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。  

(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. 上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は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。 
2. 当社グループは、平成20年3月期第2四半期より連結財務諸表を作成しているため、平成20年3月期第3四半期の連結経営成績（累計）についての対前年同四半期増
減率は記載しておりません。 
3. 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 1 社 （社名 株式会社ジャパンプロスタッフ ） 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3四半期 105,251株 20年3月期 105,251株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 1,872株 20年3月期 111株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期 103,984株 20年3月期第3四半期 104,799株



当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31日）におけるわが国の経済状況は、米

国のサブプライムローン問題に端を発した９月の米国大手証券会社の破綻以降、世界的な金融市場の混乱

や為替相場の変動が急速に実体経済へ影響を与え、国内景気の悪化がより一層深刻化してきました。国内

経済の不安は個人消費の減速をより鮮明化し、雇用情勢につきましても、製造系の派遣・請負を中心に非

正規雇用者の雇い止めが進み、社会問題にまで発展いたしました。 

このような状況のもと、当社グループの主要マーケットである移動体通信業界につきましては、割賦販

売制度の導入より、買い替え期間の長期化が進んだほか、景気後退による消費者マインドの低下により、

11月度の移動電話の国内出荷台数は前年同月比70.2％*1と５ヶ月連続マイナスの状況が続いております。

しかしながら、携帯電話の販売現場におきましては、複雑化するサービスへの説明需要の高まり、各キャ

リアのＦＭＣ*2の施策強化から、固定通信の知識を兼ね備えた高スキルの説明員が求められるようになり

ました。 

 デジタル家電の販売状況につきましては、年末商戦において販売台数が、薄型テレビで前年対比8.3％*3

増、レコーダーで前年対比20.3％増*3となり、堅調な売上拡大に合わせて人材ニーズも拡大しました。ま

た、昨今のエコブームに合わせたエコ家電の需要も拡大傾向を見せ、販売員の説明ニーズも高まってきて

おります。  

ストアサービスにおいては、内食回帰・年末商戦などの影響により、食料品部門の売上は緩やかに拡大

しました。特にバックヤード部門における鮮魚・精肉・惣菜などの技術者スタッフへの需要は高まりを見

せました。 

 人材派遣事業分野においては、新たに取り組みを開始した官公庁への人材派遣事業において、安定的な

拡大を見せております。 

 個人消費が縮小する中において、当社グループが得意とする営業支援・販売支援への期待感はますます

強く、高い技術を要したスタッフへの需要は堅調に拡大を続けています。 

当社グループにおいては、当期（平成20年４月１日～平成21年３月31日）のテーマである「品格と高付

加価値の創造」に基づき、コンプライアンスへの取り組み強化を行うほか、スタッフの雇用の安定と地位

向上のため、スタッフ教育に注力し、高スキルのスタッフへと育てる取り組みを強化するとともに、高付

加価値確立のため、全国大型案件への営業強化とサービス強化に注力してまいりました。 

連結子会社である株式会社ピーアンドピー・インベックスは業容拡大を実現するため、新たな棚卸シス

テムを開発し、新規クライアントの獲得に注力してまいりました。また、携帯電話ショップへの派遣をメ

イン事業とする株式会社ジャパンプロスタッフにおいては、携帯電話及びブロードバンドのキャンペーン

に取り組み始めたほか、高付加価値のサービス提供のため、携帯電話ショップの店舗請負サービスを開始

するなど、シナジー効果の早期発揮に努めてまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は13,925,649千円、連結営業利益は、456,846千

円、連結経常利益は461,692千円、連結当期純利益は213,261千円となりました。 

  
（注）*1: 社団法人電子情報技術産業協会「2008年11月移動電話国内出荷台数実績 月次推移」 

   *2: ＦＭＣとは、Fixed Mobile and Broadcasting Convergence の略で、固定通信とモバイル通信を融合した

通信サービスのことを示します。 

   *3: 出典：株式会社ＢＣＮ「ＢＣＮランキング」 

  

・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
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当第３四半期末の総資産は4,899,846千円（前連結会計年度末比7.1％増）となりました。流動資産は、

連結子会社の株式取得による現金及び預金の減少があったものの、売掛金の増加等により83,029千円増加

し4,041,791千円となり、固定資産は、連結子会社の取得によるのれんの増加等により244,580千円増加し

848,165千円となりました。また、繰延資産は償却による減少2,069千円により9,889千円となりました。 

当第３四半期末の負債は2,149,201千円（前連結会計年度末比10.1％増）となりました。流動負債は、

買掛金及び未払金の増加等により183,164千円増加し1,968,199千円となり、固定負債は、役員退職慰労引

当金の増加等により13,649千円増加し181,001千円となりました。 

当第３四半期末の純資産は2,750,645千円（前連結会計年度末比4.9％増）となりました。利益剰余金

は、配当による減少78,855千円があったものの、四半期純利益の計上213,261千円により810,359千円とな

りました。また、自己株式は取得により58,427千円となり、少数株主持分は、連結子会社の取得により

79,356千円となりました。 

当第３四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より105,084千円減少し1,931,768千

円となりました。当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の

支払285,478千円等があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上447,792千円及び売上債権の減少

25,016千円等により315,677千円の収入となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、連

結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出181,016千円及び有形固定資産の取得による支出

65,131千円等により287,360千円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得

による支出55,441千円及び配当金の支払77,959千円により133,401千円の支出となりました。 

  

連結の業績予想におきましては、現在の世界的な金融不安、急速な円高、経済状況の悪化などの要因に

よる企業収益及び個人消費の低迷などが業績に大きく影響を及ぼす可能性が見込まれますが、当社グルー

プとしては、原価率の低減及び販管費の抑制など、利益改善に努め、平成20年５月15日に公表した業績予

想数値の達成に取り組んでいく所存です。なお、今後の経済状況等により、業績予想に変更がある場合

は、判明次第速やかに公表いたします。 

 業績予想につきましては、予測しない経済状況などの変化等により変動する場合があり、当社グループ

として保証するものではないことをご了承ください。 
  
  

当社は平成20年５月29日開催の取締役会における決議により、平成20年６月１日付で、株式会社ベル

パークの完全子会社である株式会社ジャパンプロスタッフの発行済株式の50％をベルパークより取得い

たしました。 

 なお、当該取得により、支配力基準に基づき株式会社ジャパンプロスタッフは当社の連結子会社に該

当し、また、特定子会社に該当することとなりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

（負債）

（純資産）

（キャッシュ・フロー）

３．連結業績予想に関する定性的情報

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)
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当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニンングを利用する方法によっております。 

当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わない

て債権と債務を相殺消去しております。 

取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法に

より相殺消去しております。 

  

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。 

従来、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の短期借入金に関するキャッシュ・フローについては

総額で表示しておりましたが、コミットメントライン内の短期間での借入及び返済であることを考慮

し、当第３四半期連結会計期間より純額で表示しております。 

 なお、従来の方法によった場合の表示は、「短期借入れによる収入」の金額は300,000千円、「短期

借入金の返済による支出」の金額は△300,000千円であります。 

  

連結子会社㈱ジャパンプロスタッフの四半期決算日は９月30日であります。 

 連結財務諸表を作成するに当たっては同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要な調整を行っております。 

(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

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法

２．固定資産の減価償却費の算定方法

３．経過勘定項目の算定方法

４．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

５．連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去

 連結会社相互間の債権と債務の相殺消去

 連結会社相互間の取引の相殺消去

(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

１．四半期財務諸表に関する会計基準の適用

２．表示方法の変更

(4) 追加情報

１．連結子会社の四半期決算日等に関する事項
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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３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31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 1,432,795 1,535,538 

売掛金 1,979,453 1,818,688 

有価証券 498,972 501,314 

商品 4,194 2,537 

前払費用 78,532 24,660 

繰延税金資産 22,807 55,784 

その他 30,206 25,253 

貸倒引当金 △5,172 △5,014 

流動資産合計 4,041,791 3,958,762 

固定資産   

有形固定資産 135,677 92,414 

無形固定資産   

のれん 188,448 39,040 

その他 155,034 170,447 

無形固定資産合計 343,482 209,488 

投資その他の資産 369,005 301,682 

固定資産合計 848,165 603,585 

繰延資産 9,889 11,959 

資産合計 4,899,846 4,574,307 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,158,182 1,036,494 

未払金 301,813 214,448 

未払費用 89,990 99,346 

未払法人税等 88,488 178,490 

未払消費税等 219,358 158,660 

賞与引当金 7,057 45,611 

その他 103,309 51,984 

流動負債合計 1,968,199 1,785,035 

固定負債   

役員退職慰労引当金 166,675 155,202 

その他 14,326 12,150 

固定負債合計 181,001 167,352 

負債合計 2,149,201 1,952,387 



(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31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 1,375,589 1,375,589 

資本剰余金 544,123 544,123 

利益剰余金 810,359 675,952 

自己株式 △58,427 △2,985 

株主資本合計 2,671,644 2,592,680 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △355 － 

評価・換算差額等合計 △355 － 

少数株主持分 79,356 29,239 

純資産合計 2,750,645 2,621,919 

負債純資産合計 4,899,846 4,574,307 



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 13,925,649 

売上原価 10,960,834 

売上総利益 2,964,815 

販売費及び一般管理費 2,507,969 

営業利益 456,846 

営業外収益  

受取利息及び配当金 4,504 

その他 9,615 

営業外収益合計 14,120 

営業外費用  

支払利息 2,292 

その他 6,981 

営業外費用合計 9,273 

経常利益 461,692 

特別損失  

前期損益修正損 13,900 

特別損失合計 13,900 

税金等調整前四半期純利益 447,792 

法人税、住民税及び事業税 200,711 

法人税等調整額 32,196 

法人税等合計 232,907 

少数株主利益 1,623 

四半期純利益 213,261 



【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 

 至 平成20年12月31日) 

売上高 4,800,665 

売上原価 3,786,932 

売上総利益 1,013,732 

販売費及び一般管理費 847,060 

営業利益 166,671 

営業外収益  

受取利息及び配当金 800 

その他 759 

営業外収益合計 1,559 

営業外費用  

支払利息 326 

その他 3,193 

営業外費用合計 3,519 

経常利益 164,711 

特別損失  

前期損益修正損 13,900 

特別損失合計 13,900 

税金等調整前四半期純利益 150,810 

法人税、住民税及び事業税 77,347 

法人税等調整額 13,540 

法人税等合計 90,887 

少数株主利益 △1,575 

四半期純利益 61,499 



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31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 447,792 

減価償却費 60,910 

のれん償却額 27,099 

開業費償却額 2,069 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,352 

賞与引当金の増減額（△は減少） △45,644 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,473 

受取利息及び受取配当金 △4,504 

支払利息 2,292 

売上債権の増減額（△は増加） 25,016 

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,762 

仕入債務の増減額（△は減少） 28,866 

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 10,930 

未払消費税等の増減額（△は減少） 45,400 

その他 △5,049 

小計 605,242 

利息及び配当金の受取額 4,504 

利息の支払額 △8,591 

法人税等の支払額 △285,478 

営業活動によるキャッシュ・フロー 315,677 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △8,349 

有形固定資産の取得による支出 △65,131 

有形固定資産の売却による収入 7,619 

無形固定資産の取得による支出 △18,576 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△181,016 

その他 △21,905 

投資活動によるキャッシュ・フロー △287,360 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △55,441 

配当金の支払額 △77,959 

財務活動によるキャッシュ・フロー △133,401 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △105,084 

現金及び現金同等物の期首残高 2,036,852 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,931,768 



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。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

利益剰余金は、四半期純利益の計上213,261千円及び剰余金の配当78,855千円により差し引き 

810,359千円となりました。また、自己株式は55,441千円の取得により58,427千円となりました。 

  

前年同四半期に係る財務諸表 

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

「参考資料」

(1) (要約) 前四半期連結損益計算書

科   目

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 11,598,437

Ⅱ 売上原価 8,870,959

   売上総利益 2,727,478

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,083,702

   営業利益 643,775

Ⅳ 営業外収益 4,755

Ⅴ 営業外費用 860

   経常利益 647,670

Ⅵ 特別利益 5,975

Ⅶ 特別損失

 １．固定資産除却損 61,318

 ２．投資損失引当金繰入額 17,940

 ３．組織再編成費 8,435

  特別損失合計 87,693

   税金等調整前四半期純利益 565,952

   税金費用 272,573

   少数株主損失 1,287

   四半期純利益 294,666
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(2) (要約) 前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前四半期純利益 565,952

   減価償却費 48,236

   のれん償却額 2,848

   貸倒引当金の増減額 4,567

   賞与引当金の増減額(△は減少) △51,363

   役員退職慰労引当金の増減額 13,061

   投資損失引当金の増減額 17,940

   受取利息 △2,086

   支払利息 252

   持分変動利益 △5,975

   固定資産除却損 50,399

   売上債権の増減額(△は増加) △144,663

   仕入債務の増減額 96,306

   未払金の増減額(△は減少) △15,344

   未払消費税の増減額(△は減少) △24,868

   預り金の増減額(△は減少) △4,186

   未収入金の増減額(△は増加) △22,429

   その他 △50,581

    小計 478,063

   利息の受取額 2,086

   利息の支払額 △252

   法人税等の支払額 △460,771

   営業活動によるキャッシュ・フロー 19,126

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 △44,207

   有形固定資産の処分による支出 △13,218

   無形固定資産の取得による支出 △88,255

   差入保証金の増減額 15,170

   関係会社株式取得による支出 △80,000

   その他 △30,769

   投資活動によるキャッシュ・フロー △241,280

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入による収入 150,000

   短期借入金の返済による支出 △176,282

   配当金の支払額 △77,919

   財務活動によるキャッシュ・フロー △104,201

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 △326,355

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,901,243

Ⅵ 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 13,047

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,587,935
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