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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 2,599 ― △162 ― △161 ― △285 ―
20年3月期第3四半期 2,683 18.3 58 ― 59 ― 23 ―

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 △15,088.66 ―
20年3月期第3四半期 1,264.83 ―

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 956 337 35.3 17,823.15
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3四半期  337百万円 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3四半期  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3四半期  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3四半期  18,929株 20年3月期第3四半期  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３四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世界的な金融市場や為替市場の混乱が米国

経済のみならず世界各国の実態経済に深刻な悪影響を及ぼすこととなり、国内においても急激な円高が企業収益を圧

迫したことで、製造業の一部においては雇用調整や生産調整を行う企業も見られるなど生産活動や雇用情勢の悪化が

加速し、そのため個人所得も伸び悩んだことで消費マインドも低迷するなど景気後退が一段と鮮明となり厳しい状況

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、収益面において製造業を中心に新規案

件の抑制により当初の計画どおり進捗しなかったことから支出面では旅費交通費等の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3.1％の減収となりました。

　これらの結果、当第３四半期の業績は、売上高2,599百万円（前年同期比3.1％減）、営業損失162百万円（前年同期

は58百万円の利益）、経常損失161百万円（前年同期は59百万円の利益）、四半期純損失285百万円（前年同期は23百

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、自動車関連等の製造メーカーとの取引が寄与し、技術職知財リース事業についての売上高

 は2,444百万円、営業利益は133百万円となりました。

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155百万円、営業利益は８百万円となりました。

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。

 

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との取引が寄

 与し、売上高は2,471百万円、営業損失は154百万円となりました。

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128百万円、営業損失は８百万円とな

 りました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期連結会計期間末の資産総額は956百万円となり、前連結会計年度末より271百万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619百万円となり、前連結会計年度末より34百万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337百万円となり、前連結会計年度末より305百万円の減少となりました。

　なお、自己資本比率は35.3％と前連結会計年度末の52.4％に比べ17.1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３四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

143百万円減少（前年同期は171百万の減少）し、335百万円となりました。

　当第３四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。

（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314百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失163百万円、未払

金の減少100百万円、賞与引当金の減少75百万円、法人税等の支払48百万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187百万円となりました。これは主に短期借入金の増加200百万円によるものであ

ります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　当期の業績予想につきましては、平成20年11月５日に公表いたしました通期の業績予想に修正はありません。

 

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 335,915 479,310

売掛金 367,296 405,424

繰延税金資産 21,088 111,504

その他 82,612 59,523

貸倒引当金 △2,265 △2,480

流動資産合計 804,646 1,053,282

固定資産   

有形固定資産 11,196 15,161

無形固定資産 10,706 7,843

投資その他の資産   

敷金及び保証金 112,196 106,760

その他 17,752 45,206

投資その他の資産合計 129,949 151,967

固定資産合計 151,852 174,972

資産合計 956,499 1,228,254

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,321 2,630

短期借入金 200,000 －

未払費用 93,834 70,996

未払法人税等 － 46,161

賞与引当金 120,866 196,796

その他 132,128 204,396

流動負債合計 548,151 520,980

固定負債   

退職給付引当金 68,990 61,949

その他 2,000 2,000

固定負債合計 70,990 63,949

負債合計 619,142 584,930
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（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 230,441 230,441

資本剰余金 229,839 229,839

利益剰余金 △113,416 185,451

自己株式 △659 △567

株主資本合計 346,204 645,164

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △622 △289

為替換算調整勘定 △8,225 △1,551

評価・換算差額等合計 △8,848 △1,840

純資産合計 337,356 643,323

負債純資産合計 956,499 1,228,254
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（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 2,599,790

売上原価 1,921,180

売上総利益 678,610

販売費及び一般管理費 841,453

営業損失（△） △162,843

営業外収益  

受取利息 23

受取配当金 634

受取手数料 1,087

消費税等調整額 849

その他 1,082

営業外収益合計 3,677

営業外費用  

支払利息 1,305

為替差損 525

その他 23

営業外費用合計 1,853

経常損失（△） △161,019

特別損失  

投資有価証券評価損 2,556

特別損失合計 2,556

税金等調整前四半期純損失（△） △163,576

法人税、住民税及び事業税 7,061

法人税等調整額 114,978

四半期純損失（△） △285,616
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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損失（△） △163,576

減価償却費 5,407

投資有価証券評価損 2,556

受取利息及び受取配当金 △658

支払利息 1,305

賞与引当金の増減額（△は減少） △75,929

売上債権の増減額（△は増加） 32,556

仕入債務の増減額（△は減少） △1,308

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,700

未払金の増減額（△は減少） △100,051

未払費用の増減額（△は減少） 26,401

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,648

預り金の増減額（△は減少） 37,269

その他 △20,456

小計 △264,432

利息及び配当金の受取額 658

利息の支払額 △1,716

法人税等の支払額 △48,826

営業活動によるキャッシュ・フロー △314,317

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 △1,673

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 △12,254

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） 200,000

自己株式の取得による支出 △91

配当金の支払額 △12,856

財務活動によるキャッシュ・フロー 187,051

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,874

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △143,394

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 335,915
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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）

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 2,444,747 155,043 － 2,599,790 － 2,599,790

　(２)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 2,444,747 155,043 － 2,599,790 － 2,599,790

　　営業費用 2,311,028 147,039 － 2,458,068 304,565 2,762,634

　　営業利益 133,718 8,003 － 141,722 △304,565 △162,843

(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(304,565千円)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）

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 2,471,725 128,065 2,599,790 － 2,599,790

　（２）セグメント間の内部売上高又は

　　　　振替高
－ 3,360 3,360 △3,360 －

計 2,471,725 131,425 2,603,150 △3,360 2,599,790

　　営業費用 2,626,000 139,993 2,765,994 △3,360 2,762,634

　　営業利益 △154,275 △8,567 △162,843 － △162,843

(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）

韓国 計

（千円） （千円）

　　Ⅰ　海外売上高 128,065 128,065

　　Ⅱ　連結売上高  2,599,790

　　Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合 4.9% 4.9%

 

(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等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 2,683,292

Ⅱ　売上原価 1,899,403

　売上総利益 783,889

Ⅲ　販売費及び一般管理費 725,540

　営業利益 58,349

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 32

　２．受取配当金 589

　３．助成金収入 463

　４．その他 304

営業外収益合計　 1,389

Ⅴ　営業外費用  

　１．支払利息 176

　２．為替差損 355

営業外費用合計　　 531

　経常利益 59,207

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産除却損 240

２．投資有価証券評価損 989

特別損失合計　 1,230

　　税金等調整前四半期純利益 57,977

　　　法人税、住民税及び事業税 11,163

　　法人税等調整額 22,869

四半期純利益　 23,943
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（２）（要約）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（平成19年４月１日～12月31日）

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

　税金等調整前第３四半期純利益　 57,977

　減価償却費 5,644

　のれん償却額 1,758

　投資有価証券評価損 989

　賞与引当金の増減額 △74,838

　売上債権の増減額 584

　仕入債務の増減額 △1,489

　退職給付引当金の増減額 9,539

　未払金の増減額 △45,967

　未払費用の増減額 24,749

　未払消費税等の増減額 1,882

　その他 41,913

　小計 22,744

　利息及び配当金の受取額　 622

　利息の支払額 △141

　法人税等の支払額 △75,178

営業活動によるキャッシュ・フロー △51,952
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前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

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 △4,610

　無形固定資産の取得による支出 △4,380

　投資有価証券の取得による支出 △9,660

　敷金及び保証金の差入による支出 △14,460

　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 △31,274

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 △22,395

財務活動によるキャッシュ・フロー △87,385

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △914

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △171,527

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期末残高 428,853
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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）

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）

　Ⅰ売上高

　（１）外部顧客に対する売上高 2,422,552 260,740 2,683,292 － 2,683,292

　（２）セグメント間の内部売上高又は

　　　　振替高
－ － － － －

計 2,422,552 260,740 2,683,292 － 2,683,292

　　営業費用 2,084,818 245,599 2,330,418 294,525 2,624,943

　　営業利益 337,733 15,141 352,874 △294,525 58,349

(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(294,525千円)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）

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 2,444,986 238,306 2,683,292 － 2,683,292

　（２）セグメント間の内部売上高又は

　　　　振替高
－ 12,631 12,631 △12,631 －

計 2,444,986 250,938 2,695,924 △12,631 2,683,292

　　営業費用 2,379,573 258,002 2,637,575 △12,631 2,624,943

　　営業利益 65,413 △7,064 58,349 － 58,349

(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。

ｃ．海外売上高

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）

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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