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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 8,881 ― 230 ― 232 ― 130 ―

20年3月期第3四半期 8,465 9.8 393 95.5 402 88.2 216 85.6

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 4,753.70 ―

20年3月期第3四半期 7,896.98 ―

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 3,145 2,007 63.8 73,333.64
20年3月期 3,324 1,968 59.2 71,697.50

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  2,007百万円 20年3月期  1,968百万円

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 ― 3,000.00 3,000.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3,000.00 3,000.00

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  
 

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 12,200 7.6 350 △28.3 350 △29.8 190 △27.7 6,921.68

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  有  

（注）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） 

（注）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） 

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  27,450株 20年3月期  27,450株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  77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3四半期  27,445株 20年3月期第3四半期  27,450株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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及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
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
２．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。  



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３四半期累計期間においては、世界的な景気減速の影響を受けて、国内景気も後退し、企業収益の大幅な減少

から雇用情勢が悪化するなど、当社をとりまく事業環境でも、顧客企業や職種によっては景気悪化の影響を受け、新

規受注が弱含む場面が見られました。一方で、このような環境下でも企業のシステム運用部門など人材需要が比較的

堅調な分野に注力することで、エンジニアの稼働人数は前年同期を上回る水準で推移しました。エンジニアの募集・

育成施策に関しては、当第３四半期累計期間において新規登録エンジニアの人数が前年同期比38%増となるなど、効

果的に機能しました。この結果、売上高は8,881,543千円となりました。

　また、当第３四半期累計期間においては、長期雇用型の派遣制度を立ち上げるなど、将来のユニット型派遣、アウ

トソーシング受注の拡大をにらんだサービスインフラの拡充に積極的に取り組んでおり、中長期成長持続のための投

資を継続して行いました。

〔売上の内訳〕　

　人材派遣・請負事業では、ITサービス企業や一般事業会社のITサービス部門などでの需要拡大を背景としてWeb制作

などを担うクリエーター部門が伸び、売上高は1,190,609千円となりました。また、ネットワーク構築・運用を行う

ネットワークエンジニア部門において、企業ニーズの強いエンジニア層にフォーカスして資格取得支援や技術セミナー

などの募集育成施策を実施した結果、部門売上高は2,982,751千円となりました。開発系エンジニアの派遣を行うディ

ベロッパー部門では、取引先の一部で新規の開発案件が細るなど景気悪化の影響も見られましたが、部門売上高は

2,601,714千円と増収を確保しています。このほかでは、取引先コールセンターの地方移転の影響があったサポートエ

ンジニア部門の売上高は1,466,252千円、その他部門の売上高は496,001千円となり、人材派遣・請負事業全体の売上

高は8,737,330千円となりました。

　人材紹介事業においては、第３四半期以降、正社員求人市場が急速に引き締まってきており、売上高は144,212千円

となりました。

事業の種類別

当第３四半期累計期間

（平成21年３月期）

（参考）前期

(平成20年３月期)

金額（千円）
構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

ネットワークエンジニア

ディベロッパー 

サポートエンジニア

クリエーター

その他

2,982,751

2,601,714

1,466,252

1,190,609

496,001

33.6

29.3

16.5

13.4

5.6

3,690,847

3,322,191

2,070,802

1,368,037

695,367

32.5

29.3

18.3

12.1

6.1

人材派遣・請負事業合計 8,737,330 98.4 11,147,246 98.3

人材紹介事業合計 144,212 1.6 190,119 1.7

合計 8,881,543 100.0 11,337,365 100.0

〔利益の状況〕　

　人材派遣・請負事業において、当社の加入する健康保険組合の保険料率変更、および毎年の厚生年金保険料の料率

変更などの制度要因などにより、前年同期に比べて全社の売上総利益率は低下し、22.3%となりました。

販管費では、中長期成長基盤強化のための投資、監査報酬および内部統制システム構築コストの増加、オフィス賃料

の改定等により、前年同期に比べて費用が増加しています。いずれも期初に想定していた費用ですが、さらに当社で

は、社会経済情勢の環境変化を受けて支出案件ごとに費用対効果を吟味しながら一層の効率化に取り組みました結果、

期初計画の販管費を下回る水準で事業をコントロールすることができました。

　この結果、営業利益は230,351千円、経常利益は232,828千円、四半期純利益は130,466千円となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

　（１）資産、負債及び純資産の状況

　当第３四半期会計期間末の総資産の残高は、3,145,412千円となり、前期末に比べ179,226千円（5.4％）の減少とな

りました。その主な要因は、現金及び預金の減少などにより流動資産が231,566千円減少したことによるものでありま

す。

　当第３四半期会計期間末の負債の残高は1,138,050千円となり、前期末に比べ218,491千円（16.1％）の減少となり

ました。その主な要因は、未払法人税等、未払金の減少などにより流動負債が231,131千円減少したことによるもので

あります。

　当第３四半期会計期間末の純資産の残高は2,007,361千円となり前期末に比べ39,265千円（2.0％）の増加となりま
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した。

　（２）キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期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1,196,460千円となり、前期末に

比べ211,855千円の減少となりました。　

（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39,783千円となりました。

これは、税引前四半期純利益が232,734千円、法人税等の支払額が163,064千円、未払金の減少額が53,041千円、賞与

引当金の減少額が30,508千円であったことなどによるものです。　

（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85,829千円となりました。

　これは、関係会社への出資42,584千円、敷金及び保証金の差入れによる支出31,685千円などによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）　

　財務活動の結果使用した資金は86,242千円となりました。

　これは、配当金の支払82,074千円によるものです。

３．業績予想に関する定性的情報

　平成20年５月９日付に公表いたしました業績予想に変更はありません。　

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

①定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却の額を期間按分する方法によっております。　

②当第３四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、一部、実地たな卸を省略し、第２四半期会計期間末に係

る実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。　

（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

①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。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　企業会計基準９号（平成18年７月５日））が適用

されたことに伴い、評価基準について原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更してお

ります。

　なお、これによる四半期財務諸表に与える影響はありません。

③所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一

部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月

１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１四半

期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権

移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法を採用しております。これによる四半期財務諸表に与える影響額はありません。

　なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き適用しております。　
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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３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 1,196,460 1,408,315

売掛金 1,348,897 1,396,255

仕掛品 1,889 －

貯蔵品 11,047 10,132

その他 124,665 100,010

貸倒引当金 △1,765 △1,953

流動資産合計 2,681,195 2,912,761

固定資産   

有形固定資産 57,755 65,435

無形固定資産 31,470 30,832

投資その他の資産 374,990 315,609

固定資産合計 464,217 411,876

資産合計 3,145,412 3,324,638

負債の部   

流動負債   

買掛金 16,960 30,621

未払派遣人件費 647,929 653,089

未払法人税等 8,650 95,485

賞与引当金 47,732 78,240

役員賞与引当金 2,680 5,380

その他 320,243 412,510

流動負債合計 1,044,195 1,275,326

固定負債   

役員退職慰労引当金 93,854 81,215

固定負債合計 93,854 81,215

負債合計 1,138,050 1,356,541

純資産の部   

株主資本   

資本金 551,500 551,500

資本剰余金 198,369 198,369

利益剰余金 1,256,029 1,207,912

自己株式 △4,168 －

株主資本合計 2,001,730 1,957,782

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,630 10,314

評価・換算差額等合計 5,630 10,314

純資産合計 2,007,361 1,968,096

負債純資産合計 3,145,412 3,324,638



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 8,881,543

売上原価 6,897,746

売上総利益 1,983,797

販売費及び一般管理費  

募集費 215,521

役員報酬 50,716

従業員給料及び賞与 575,805

福利厚生費 118,760

役員賞与引当金繰入額 2,680

賞与引当金繰入額 45,774

退職給付費用 19,565

役員退職慰労引当金繰入額 12,639

その他の人件費 155,023

賃借料 175,786

貸倒引当金繰入額 396

その他 380,775

販売費及び一般管理費合計 1,753,445

営業利益 230,351

営業外収益  

受取利息 1,602

その他 1,055

営業外収益合計 2,657

営業外費用  

貸倒引当金繰入額 139

その他 41

営業外費用合計 181

経常利益 232,828

特別利益  

固定資産売却益 15

特別利益合計 15

特別損失  

固定資産除却損 109

特別損失合計 109

税引前四半期純利益 232,734

法人税、住民税及び事業税 78,718

法人税等調整額 23,548

法人税等合計 102,267

四半期純利益 130,466



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 232,734

減価償却費 16,064

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,076

賞与引当金の増減額（△は減少） △30,508

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,700

前払年金費用の増減額（△は増加） 5,181

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,639

受取利息 △1,602

固定資産売却損益（△は益） △15

固定資産除却損 109

売上債権の増減額（△は増加） 47,357

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,804

未払派遣人件費の増減額（△は減少） △5,159

未払金の増減額（△は減少） △53,041

その他 △95,211

小計 121,968

利息の受取額 1,313

法人税等の支払額 △163,064

営業活動によるキャッシュ・フロー △39,783

投資活動によるキャッシュ・フロー  

関係会社株式の売却による収入 6,000

子会社への出資による支出 △42,584

有形固定資産の取得による支出 △5,222

有形固定資産の売却による収入 604

無形固定資産の取得による支出 △15,947

敷金及び保証金の差入による支出 △31,685

敷金及び保証金の回収による収入 4,195

その他 △1,189

投資活動によるキャッシュ・フロー △85,829

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 △4,168

配当金の支払額 △82,074

財務活動によるキャッシュ・フロー △86,242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △211,855

現金及び現金同等物の期首残高 1,408,315

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,196,460



　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。

（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。

－ 1 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

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

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  8,465,410 100.0

Ⅱ　売上原価  6,486,525 76.6

売上総利益  1,978,884 23.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,585,119 18.7

営業利益  393,764 4.7

Ⅳ　営業外収益  9,196 0.1

Ⅴ　営業外費用  435 0.0

経常利益  402,526 4.8

Ⅵ　特別利益  1,480 0.0

Ⅶ　特別損失  22,234 0.3

税引前中間純利益  381,772 4.5

法人税、住民税及び事業税 151,936   

法人税等調整額 13,063 164,999 1.9

四半期純利益  216,772 2.6

－ 2 －



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期累計期間
（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

 

税引前四半期純利益 381,772

減価償却費　 14,189

貸倒引当金の減少額　 △323

賞与引当金の減少額　 △25,684

役員賞与引当金の減少額　 △925

前払年金費用の減少額　 2,330

役員退職慰労引当金の増加
額　

1,208

受取利息 △1,474

支払利息　 196

関係会社株式評価損　 10,065

固定資産売却益　 △1,317

固定資産除却損　 9,916

減損損失　 2,252

売上債権の減少額　 160,232

たな卸資産の増加額　 △2,347

前払費用の増加額　 △6,538

その他の流動資産の増加額
　

△26,714

破産債権、再生債権、更生
債権その他これらに準ずる
債権の増加額　

△1,534

仕入債務の減少額　 △18,775

未払派遣人件費の減少額　 △32,185

未払金の減少額　 △33,416

未払費用の減少額　 △3,300

未払消費税等の増加額　 2,116

前受金の増加額　 2,161

その他の流動負債の減少額
　

△3,096

その他　 1,773

小計 430,581

利息の受取額　 1,076

利息の支払額　 △196

法人税等の支払額　 △257,488

営業活動によるキャッシュ・
フロー

173,973

－ 3 －



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

区分 金額（千円）

Ⅱ　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　

△1,900

投資有価証券の売却による
収入　

66,240

有形固定資産の取得による
支出　

△5,849

無形固定資産の取得による
支出　

△8,225

敷金及び保証金の差入れに
よる支出　

△2,873

敷金及び保証金の返還によ
る収入　

40

その他の投資活動による支
出

△1,189

投資活動によるキャッシュ・
フロー

46,243

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

 

配当金の支払額 △54,503

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△54,503

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増加額 165,713

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

1,024,304

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残
高

1,190,017

－ 4 －
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