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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 4,076 ― 80 ― 79 ― 37 ―

20年3月期第3四半期 4,070 11.6 314 25.9 315 44.3 181 50.7

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 945.71 945.26
20年3月期第3四半期 13,779.39 13,725.23

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 3,025 1,340 44.3 33,719.73
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3四半期  1,340百万円 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 ― ― ― ――― ―――

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、２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  有  

［詳細は、２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、２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3四半期  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3四半期  ―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3四半期  39,753株 20年3月期第3四半期  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３四半期累計期間におけるわが国経済は、欧米経済の低迷やアジアなど新興国の景気減速により、世界的な景

気の後退が見られる中、企業収益、雇用情勢、個人消費の悪化が進み景気の下降局面となりました。

　当社の主要顧客であるメーカーにおいては、急激な円高と個人消費の低迷が企業収益を圧迫したことで、設備投資

の見直しや製造部門の雇用調整に迫られる厳しい状況となりました。設計開発部門においては、設計開発費用の圧縮

のため、稼動工数の抑制や要員の見直しが行われるなど厳しい状況が顕著化してきており、経験の浅い技術者へのニー

ズは減少傾向がみられ、経験豊かな技術者へのニーズは底堅くある状況で推移しました。 

  このような状況のなか、新卒技術者及び経験者を開発ニーズの強い顧客へ積極的に営業展開を推進しました。輸送

機器関連では自動車の制御システム、情報通信関連ではデジタル複合機、デジタル映像機器、精密機器関連では医療

機器開発などへ技術者対応を行いました。一方では、機械関連、特に半導体製造装置や半導体回路関連およびソフト

ウエアー関連のニーズの低迷により苦戦を強いられました。新卒技術者に関しては、既存顧客を中心に営業展開を図っ

たものの、４月入社104名、10月入社13名の戦力化が約7割強の状況となりました。当第３四半期累計期間における技

術者の稼働率は88.6％（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３四半期累計期間の売上高は4,076,087千円（前年同期比0.1％増）、売上原価は3,425,808千円

（同7.4％増）、販売費及び一般管理費は569,331千円（同0.6％増）、営業利益は80,947千円（同74.2％減）、経常利

益は79,068千円（同75.0％減）、税引前四半期純利益は65,004千円（同79.4％減）、四半期純利益は37,594千円（同

79.3％減）となりました。売上原価は、新卒技術者の増加に伴う労務費及び教育関連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は84.0％ となりました。また、販売費及び一

般管理費は、採用関連、その他経費を圧縮することで売上に対する構成比率は14.0％となりました。

 

２．財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期末の総資産は、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296,456千円増の3,025,934

千円となりました。有利子負債は前事業年度末に比べ516,280千円増の744,000千円となりました。純資産は前事業年

度末に比べ51,186千円減の1,340,460千円となり、自己資本比率は44.3％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第３四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364,487

千円減少し402,138千円となりました。

　当第３四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80,419千円の支出となりました。これは税引前四半期純利益、売上債権

の減少等による増加要因があったものの、賞与引当金の減少、法人税等の支払等による減少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112,649千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268,577千円の収入となりました。これは借入金の返済等の減少要因が

あったものの、短期借入金の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

  通期の業績予想に関しましては、景気が下降局面へと進む中、企業収益が更に悪化する可能性は払拭できないもの

の、第３四半期の業績は概ね計画通りに推移しており、現時点において平成20年11月12日に発表いたしました業績予

想に変更はありません。今後、業績予想に関して修正の必要が生じた場合には速やかに開示する予定であります。

 

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３四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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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 462,138 826,626

受取手形及び売掛金 665,679 703,968

仕掛品 6,694 2,681

貯蔵品 280 397

前払費用 45,428 34,918

繰延税金資産 171,388 171,388

その他 104,241 7,112

流動資産合計 1,455,851 1,747,095

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 443,021 240,861

構築物（純額） 4,279 3,961

車両運搬具（純額） 3,420 4,977

工具、器具及び備品（純額） 8,427 10,617

土地 968,009 562,175

有形固定資産合計 1,427,158 822,593

無形固定資産   

ソフトウエア 6,517 7,760

施設利用権 1,932 1,957

無形固定資産合計 8,449 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 4,112 3,349

繰延税金資産 67,149 67,149

会員権 2,130 2,130

差入保証金 55,883 72,242

貸倒引当金 △1,800 △1,800

投資その他の資産合計 134,475 150,071

固定資産合計 1,570,083 982,383

資産合計 3,025,934 2,729,478
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（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 189 295

短期借入金 465,000 227,720

1年内返済予定の長期借入金 108,000 －

未払金 76,723 10,144

未払費用 378,732 357,234

未払法人税等 － 128,447

未払消費税等 31,647 65,923

預り金 59,732 22,486

賞与引当金 198,300 356,312

その他 2,272 1,062

流動負債合計 1,320,596 1,169,627

固定負債   

長期借入金 171,000 －

退職給付引当金 132,784 115,768

役員退職慰労引当金 61,093 52,434

固定負債合計 364,877 168,203

負債合計 1,685,474 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 625,410 676,597

株主資本合計 1,340,460 1,391,647

純資産合計 1,340,460 1,391,647

負債純資産合計 3,025,934 2,729,478
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（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 4,076,087

売上原価 3,425,808

売上総利益 650,278

販売費及び一般管理費  

役員報酬 64,249

給料及び賞与 207,825

賞与引当金繰入額 29,833

退職給付引当金繰入額 1,224

役員退職慰労引当金繰入額 8,658

法定福利費 37,212

採用費 27,132

旅費及び交通費 15,366

支払手数料 40,015

地代家賃 54,360

減価償却費 6,203

その他 77,250

販売費及び一般管理費合計 569,331

営業利益 80,947

営業外収益  

受取利息 1,068

受取配当金 100

受取手数料 1,101

その他 347

営業外収益合計 2,618

営業外費用  

支払利息 4,497

その他 0

営業外費用合計 4,497

経常利益 79,068

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 65,004

法人税等 27,410

四半期純利益 37,594
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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 65,004

減価償却費 21,294

長期前払費用償却額 2,454

賞与引当金の増減額（△は減少） △158,012

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,015

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,658

受取利息及び受取配当金 △1,168

支払利息 4,497

売上債権の増減額（△は増加） 38,288

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,895

前払費用の増減額（△は増加） △9,896

差入保証金の増減額（△は増加） 8,327

その他の資産の増減額（△は増加） △12,737

仕入債務の増減額（△は減少） △106

未払費用の増減額（△は減少） 21,498

預り金の増減額（△は減少） 37,245

その他の負債の増減額（△は減少） 37,356

小計 75,824

利息及び配当金の受取額 724

利息の支払額 △5,109

法人税等の支払額 △235,198

営業活動によるキャッシュ・フロー △163,759

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 △629,077

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 △629,437

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） 237,280

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 △45,000

配当金の支払額 △87,571

財務活動によるキャッシュ・フロー 428,708

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △364,487

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 402,138
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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等

（１）（要約）四半期損益計算書

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 4,070,951

Ⅱ　売上原価 3,191,095

売上総利益 879,865

Ⅲ　販売費及び一般管理費 565,775

営業利益 314,090

Ⅳ　営業外収益 3,693

Ⅴ　営業外費用 2,063

経常利益 315,720

Ⅵ　特別利益 ―

Ⅶ　特別損失 ―

税引前四半期純利益 315,720

税金費用 134,163

四半期純利益 181,557
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

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  

税金等調整前四半期（当期）純利益 315,720

減価償却額 16,877

長期前払費用償却額 1,092

賞与引当金の減少額 △136,243

退職給付引当金の増加額 14,511

役員退職慰労引当金の増加額 8,421

受取利息及び受取配当金 △1,146

支払利息 2,062

売上債権の増加額 △5,661

たな卸資産の増加額 △3,157

前払費用の増加額 △12,016

差入保証金の増加額 △2,659

その他資産の減少額 7,458

仕入債務の減少額 △3,486

預り金の増加額　 39,079

未払費用の増加額 21,945

その他の負債の増加額 13,763

小計 276,562

利息及び配当金の受取額 961

利息の支払額 △2,274

法人税等の支払額 △197,586

営業活動によるキャッシュ・フロー 77,663

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 △270,198

無形固定資産の取得による支出 △7,998

投資活動によるキャッシュ・フロー △278,196

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 149,130

配当金の支払額 △87,168

財務活動によるキャッシュ・フロー 61,961

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △138,571

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 858,086

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 719,515
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