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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 9,771 ― 239 ― 235 ― 105 ―

20年3月期第3四半期 9,251 23.5 11 △96.7 15 △95.8 △30 ―

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 21.16 ―

20年3月期第3四半期 △6.18 ―

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3四半期 6,104 2,217 35.2 429.53
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3四半期  2,147百万円 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  有  

平成21年3月期（予想）配当金の内訳 普通配当０円～５円 記念配当５円  

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） ――― ――― ―――
5.00 

～10.00
5.00

～10.00

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  有  
 

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 12,866 3.4 130 42.3 173 58.6 70 ― 14.00

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） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年10月31日に公表いたしました通期の連結業績予想は、本資料および本日（平成21年２月６日)公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正して
おります。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項等について、および上記１に係る業
績予想の具体的修正内容は、３ページ「定性的情報・財務諸表 ３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
３．配当予想については本日（平成21年２月６日)公表の「平成21年３月期配当予想の修正に関するお知らせ」において、5～10円と幅を持った予想へと修正しておりま
す。 
４．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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）を適用しています。また、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基
づいて四半期連結財務諸表を作成しています。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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  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3四半期  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3四半期  4,999,947株 20年3月期第3四半期  4,999,947株



 平成20年４月１日から12月31日の９か月間（以下、当第３四半期連結累計期間）におけるわが国経済は、夏以降、

米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機が実体経済にも波及し、急激に悪化いたしました。 

  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、秋以降は大幅な減産、設

備投資の抑制、雇用の縮小とあわせて総合的経費削減を実施する傾向が顕著となってまいりました。 

  このような状況の中、当第３四半期連結累計期間における売上高は 千円（前年同期比5.6％増）となりま

した。この主たる要因は、顧客景況が良好であった上半期中に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、上半期中に新卒採用エンジニアや外国人待機エンジニアの配属を進めたことに加えて、

採用費や旅費交通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 千円（前年

同期営業利益11,857千円）、経常利益 千円（前年同期経常利益15,641千円）、四半期純利益 千円（前

年同期純損失30,883千円）となりました。 

  なお、前年同期比、前年同期各種利益および損失は、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、上半期中に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8,656,272千円（前年同期比5.8％増）となりました。利益面においては、上半期中に新卒採用エ

ンジニアや外国人待機エンジニアの配属を進めたことに加えて、採用費や旅費交通費等の販管費の削減を進めたこと

により営業利益292,500千円（前年同期比84.8％増）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売上が増加しましたが機器売上の時期がずれ込ん

だことにより、売上高1,097,983千円（前年同期比4.3％増）、営業損失21,375千円（前年同期営業損失95,561千円）

となりました。 

  教育関連事業は、紹介件数が減少しましたが販管費の削減に努め、売上高17,056千円（前年同期比9.1％減）、営

業損失17,815千円（前年同期営業損失50,457千円）となりました。 

  

（１）財政状態の分析 

  当第３四半期末における総資産は、 千円となり、前連結会計年度末に比べ 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

千円となり、自己資本比率は、前連結会計年度同水準の35.2％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 千円増加の 千円となりました。残高の主な内訳は、

短期借入金 千円、未払費用 千円、賞与引当金 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 千円増加の 千円となりました。残高の主な内訳は、

長期借入金 千円、退職給付引当金 千円となっております。 

（２）キャッシュ・フロー 

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、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 千円増加して 千円となりました。  

 当第３四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、 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 千

円となったほか、売上債権が 千円減少したこと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） 

  投資活動で獲得した資金は、 千円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入 千円、子会

社株式売却による収入 千円、投資有価証券の取得による支出 千円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により獲得した資金は、 千円となりました。これは主に、短期借入金の増加額 千円、配当

金の支払額 千円のほか、長期借入金の返済 千円、社債の償還 千円によるものであります。 

  

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 

9,771,311

239,305

235,739 105,819

２．連結財政状態に関する定性的情報 

6,104,367 128,426

2,217,819

28,986 2,655,758

895,000 584,581 296,735

56,228 1,230,789

279,657 729,183

401,516 1,685,770

334,151 229,885

182,463

38,325 58,600

31,200 31,233

31,647 237,000

62,497 75,066 60,000



  

   

 近の業績の動向を踏まえ、平成20年10月31日に公表いたしました平成21年３月期の通期連結業績予想について、

本日（平成21年２月６日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において下記のとおり修正しております。 

  

 （通期） 

  

米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機が実体経済にも波及し、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各社では急速に業績が悪化しました。 

このため、顧客企業では秋以降、大幅な減産、設備投資の抑制、雇用の縮小とあわせて研究開発費の削減傾向が

顕著となっております。 

この影響を受け、技術者ニーズが急激に縮小するだけでなく、ほとんどの顧客において残業規制が行われ工数が

大幅に減少しており、当社グループは昨年末より収益確保のために全社をあげて販管費削減の取組みを開始してお

ります。 

しかし、前述の状況に加え、１月以降は契約継続の打ち切り等による計画外帰任の増加により稼働率低下が予想

され、工数減、稼働率低下にともなう売上の減少と原価率の増加により、売上高12,866百万円（当初予想比294百万

円減）、営業利益130百万円（当初予想比285百万円減）、経常利益173百万円（当初予想比293百万円減）、当期純

利益70百万円（当初予想比205百万円減）となる見込みであります。 

 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。 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。 

  

  

該当事項はありません。 

  

   

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．連結業績予想に関する定性的情報 

  
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

１株あたり 

当期純利益 

前回発表予想（A） 
百万円 

13,160 

百万円 

415 

百万円 

466 

百万円 

275 

円 

55 

銭

00 

今回修正予想（B）  12,866  130  173  70 14 00 

増減額（B－A） △294 △285 △293 △205    － 

増減率（％） △2.2％ △68.7％ △62.9％ △74.5％    － 

前期実績 12,442 91 109 △325 △65 11 

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） 

（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 

（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３四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

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。  

  

19,737



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 1,758,462 1,408,887

受取手形及び売掛金 1,362,392 1,553,107

商品 75,970 109,088

仕掛品 36,789 33,648

その他 471,992 490,775

貸倒引当金 △5,060 △4,627

流動資産合計 3,700,545 3,590,878

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 710,535 750,810

その他（純額） 695,538 655,168

有形固定資産合計 1,406,073 1,405,979

無形固定資産   

のれん 172,203 190,892

その他 63,165 52,696

無形固定資産合計 235,368 243,588

投資その他の資産   

その他 771,651 740,494

貸倒引当金 △9,271 △4,999

投資その他の資産合計 762,380 735,494

固定資産合計 2,403,821 2,385,062

資産合計 6,104,367 5,975,941

負債の部   

流動負債   

買掛金 87,473 149,012

短期借入金 895,000 658,000

1年内返済予定の長期借入金 108,169 105,856

未払法人税等 12,025 37,239

賞与引当金 296,735 670,479

未払費用 584,581 645,500

その他 671,774 360,685

流動負債合計 2,655,758 2,626,772

固定負債   

長期借入金 279,657 357,036

退職給付引当金 729,183 665,686

その他 221,948 151,838

固定負債合計 1,230,789 1,174,560

負債合計 3,886,548 3,801,332



（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 715,790 715,790

資本剰余金 677,651 677,651

利益剰余金 774,867 731,546

自己株式 △40 △40

株主資本合計 2,168,268 2,124,948

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △36,352 △6,999

為替換算調整勘定 15,716 3,037

評価・換算差額等合計 △20,635 △3,962

少数株主持分 70,186 53,622

純資産合計 2,217,819 2,174,608

負債純資産合計 6,104,367 5,975,941



（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 9,771,311

売上原価 7,896,827

売上総利益 1,874,484

販売費及び一般管理費 1,635,178

営業利益 239,305

営業外収益  

受取利息及び配当金 3,481

保険配当金 4,355

受取地代家賃 21,404

その他 6,012

営業外収益合計 35,253

営業外費用  

支払利息 14,195

為替差損 18,320

その他 6,304

営業外費用合計 38,820

経常利益 235,739

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 982

投資有価証券評価損 1,648

子会社株式売却損 3,379

特別損失合計 6,009

税金等調整前四半期純利益 229,885

法人税、住民税及び事業税 19,955

法人税等調整額 115,625

法人税等合計 135,581

少数株主損失（△） △11,515

四半期純利益 105,819



（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 229,885

減価償却費 85,263

のれん償却額 12,188

賞与引当金の増減額（△は減少） △373,743

退職給付引当金の増減額（△は減少） 63,497

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,705

受取利息及び受取配当金 △3,481

支払利息 14,195

為替差損益（△は益） 16,482

固定資産売却損益（△は益） △156

固定資産除却損 982

売上債権の増減額（△は増加） 182,463

たな卸資産の増減額（△は増加） 28,663

その他の流動資産の増減額（△は増加） △54,595

仕入債務の増減額（△は減少） △61,199

未払消費税等の増減額（△は減少） 30,869

その他の流動負債の増減額（△は減少） 250,876

その他 7,424

小計 434,323

利息及び配当金の受取額 3,466

利息の支払額 △15,214

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △88,423

営業活動によるキャッシュ・フロー 334,151

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 △6,659

定期預金の払戻による収入 58,600

有形固定資産の取得による支出 △5,469

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 △2,071

投資有価証券の取得による支出 △31,233

貸付けによる支出 △9,508

貸付金の回収による収入 7,886

差入保証金の差入による支出 △3,422

差入保証金の回収による収入 4,931

子会社株式の売却による収入 31,200

その他 △6,250

投資活動によるキャッシュ・フロー 38,325

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） 237,000

長期借入金の返済による支出 △75,066

社債の償還による支出 △60,000

配当金の支払額 △62,497

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △7,788

財務活動によるキャッシュ・フロー 31,647

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,607

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 401,516

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 1,685,770



 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。 

  

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） 

  
（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 

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３四半期連結累計

期間のＲ＆Ｄアウトソーシング事業で営業利益が 千円減少し、ＩＴ事業で営業損失が 千円増加し

ております。 

  

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） 

 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。 

  

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） 

  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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  

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  8,656,272  1,097,983  17,056  9,771,311 ―  9,771,311

 （２）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 11,557 ―  23,863  35,420  △35,420 ― 

 計  8,667,829  1,097,983  40,920  9,806,732  △35,420  9,771,311

 営業利益又は営業損失（△）  292,500  △21,375  △17,815  253,309  △14,003  239,305

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。 

1,068 18,668

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表 

（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（自 平成19年４月１日 至 平成19年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  9,251,991

Ⅱ 売上原価  7,465,434

売上総利益  1,786,557

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,774,699

営業利益  11,857

Ⅳ 営業外収益  44,714

Ⅴ 営業外費用  40,930

経常利益  15,641

Ⅵ 特別利益  3,742

Ⅶ 特別損失  3,085

税金等調整前四半期純利益  16,298

税金費用  52,131

少数株主損失  4,949

四半期純損失（△） △30,883



  

（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（自 平成19年４月１日 至 平成19年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   

 １．税金等調整前四半期純利益  16,298

 ２．減価償却費  81,488

 ３．のれん償却額  39,926

 ４．賞与引当金の増減額（△減少額） △310,294

 ５．退職給付引当金の増減額（△減少額）  56,378

 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）  13,872

 ８．受取利息及び受取配当金 △2,818

 ９．支払利息及び社債利息  11,909

 10．持分法による投資損益（△益）  6,625

 11．有形固定資産除却損  3,038

 12．為替差損益（△益）  4,169

 13．売上債権の増減額（△増加額）  22,819

 14．たな卸資産の増減額（△増加額） △14,302

 15．その他流動資産の増減額（△増加額） △24,420

 16．仕入債務の増減額（△減少額）  53,113

 17．未払消費税等の増減額（△減少額） △9,406

 18．その他流動負債の増減額（△減少額）  186,220

 19．長期未払金の増減額（△減少額）  148,606

 20．その他  81

小計  138,391

 21.利息及び配当金の受取額  3,069

 22.利息の支払額 △13,563

 23.法人税等の支払額 △279,851

営業活動によるキャッシュ・フロー △151,953



  

  

  
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      

 １．定期預金の預入による支出 △14,400

 ２．定期預金の払出による収入  19,850

 ３．有形固定資産の取得による支出 △160,382

 ４．有形固定資産の売却による収入  1,706

 ５．無形固定資産の取得による支出 △9,435

 ６．投資有価証券の取得による支出 △82,026

 ７．貸付けによる支出  △23,129

 ８．貸付金の回収による収入  706

 ９．保証金の差入による支出 △8,889

 10．保証金の回収による収入  29,386

 11．その他 △7,154

投資活動によるキャッシュ・フロー △253,768

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）  520,000

 ２．長期借入れによる収入  454,600

 ３．長期借入金の返済による支出 △63,935

 ４．社債の償還による支出 △60,000

 ５．自己株式の取得による支出 △7

 ６．配当金の支払額 △62,018

財務活動によるキャッシュ・フロー  788,639

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △253

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△減少額）  382,663

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四半期末残高  1,190,655



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） 

  
（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 

  

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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額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。 

  

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％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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 8,200,733 1,052,861 62,409 9,316,003 △64,012 9,251,991 

営業費用 8,042,472 1,148,422 112,867 9,303,762 △63,628 9,240,134 

営業利益 

 （又は営業損失）  
158,260 △95,561 △50,457 12,241 △384 11,857 

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〕 

〔海外売上高〕 
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