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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 16,008 ― 1,168 ― 1,144 ― 654 ―
20年3月期第3四半期 15,773 23.0 1,505 △0.6 1,494 1.6 857 0.1

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 114.50 113.27
20年3月期第3四半期 147.17 143.12

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 8,226 5,034 61.2 914.45
20年3月期 8,880 4,867 54.8 844.42

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  5,034百万円 20年3月期  4,867百万円

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 ― 47.00 47.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 59.00 59.00

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 20,770 △2.3 1,500 △29.2 1,450 △31.0 820 △33.1 143.45

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  

[(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) 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、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。]  

(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.上記の予想は、本資料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、実際の業績は今後の様々な要因により予想数値と異なる場合がありま
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。  

 

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  5,887,125株 20年3月期  5,887,125株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  382,150株 20年3月期  124,875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  5,716,147株 20年3月期第3四半期  5,829,651株
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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）におけるわが国経済は、米国のサ

ブプライムローンに端を発した世界的な金融危機や急激な円高等の影響により、企業収益は悪化し、設備

投資が減少しました。加えて、雇用情勢は急速に悪化しつつあり、個人消費も足元で弱い動きが見られ、

景気後退色が鮮明となりました。 

その影響により、当社グループの顧客企業が属する主要な業界では、情報・通信業を除き、電気機器、

機械、精密機器、輸送用機器の顧客企業の業績が悪化し、技術部門における人材サービスの需要は、残業

規制による稼働時間の減少等により減速感が見え始めました。 

このような環境の下、当社グループは、顧客企業のニーズに対応した人材サービスの提供により、既存

顧客との取引拡大と新規顧客の開拓に努めてまいりました。また、エンジニア事業においては、平成20年

４月に採用した新卒エンジニアの派遣業務等も、売上高の増大に寄与いたしました。更に、サービスの品

質向上を目的とするチーム体制での人材サービスの提供にも努めました。 

この結果、当第３四半期累計期間における売上高は16,008百万円（前年同期比1.5%増）、営業利益は

1,168百万円（前年同期比22.4%減）、経常利益は1,144百万円（前年同期比23.4%減）、四半期純利益は

654百万円（前年同期比23.7%減）となりました。 

  

資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の資産については、流動資産は前連結会計年度末に比べ858百万円減少

し、5,764百万円となりました。これは、主として現金及び預金が480百万円減少したことによるものであ

ります。固定資産は前連結会計年度末に比べ205百万円増加し、2,462百万円となりました。これは、主と

してソフトウェアが増加したことによるものであります。この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ

653百万円減少し、8,226百万円となりました。 

流動負債は前連結会計年度末に比べ894百万円減少し、2,678百万円となりました。これは、主として未

払法人税等が507百万円減少したことによるものであります。この結果、負債合計は前連結会計年度末に

比べ819百万円減少し、3,192百万円となりました。 

純資産は前連結会計年度末に比べ166百万円増加し、5,034百万円となりました。これは、主として四半

期純利益が654百万円増加し、利益剰余金の配当により270百万円減少したこと、及び、自己株式取得によ

り195百万円減少したことによるものであります。 

  

第２四半期連結会計期間後における業績の進捗等を勘定し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年

５月15日付で発表いたしました平成21年３月期の連結業績予想を、平成20年12月18日に修正いたしまし

た。 

なお、当該予想に関する詳細につきましては、弊社ホームページに掲載しているＩＲ資料をご参照くだ

さい。 

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

㈱ＶＳＮ(2135)　平成21年３月期　第３四半期決算短信

－ 2 －



該当事項はありません。 

  

固定資産の減価償却費の算定方法 

 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。 

  

① 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 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号)を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益の低下によ

る簿価切下げの方法)に変更しております。 

 なお、これによる損益へ与える影響はありません。 

  

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)

(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
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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 2,468,879 2,949,137

受取手形及び売掛金 2,418,895 2,697,851

その他 884,683 984,065

貸倒引当金 △8,200 △8,297

流動資産合計 5,764,257 6,622,756

固定資産   

有形固定資産 441,133 504,518

無形固定資産 717,423 523,004

投資その他の資産 1,303,866 1,229,850

固定資産合計 2,462,423 2,257,373

資産合計 8,226,681 8,880,130

負債の部   

流動負債   

1年内償還予定の社債 30,000 100,000

未払金 1,735,160 1,881,778

未払費用 164,656 1,026,953

未払法人税等 3,047 510,539

賞与引当金 478,124 －

その他 267,713 53,753

流動負債合計 2,678,701 3,573,024

固定負債   

退職給付引当金 513,960 439,380

固定負債合計 513,960 439,380

負債合計 3,192,662 4,012,405

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,063,772 1,063,772

資本剰余金 963,347 963,347

利益剰余金 3,509,506 3,141,455

自己株式 △498,053 △302,796

自己株式申込証拠金 － 1,980

株主資本合計 5,038,571 4,867,758

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,552 △34

評価・換算差額等合計 △4,552 △34

純資産合計 5,034,018 4,867,724

負債純資産合計 8,226,681 8,880,130
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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 16,008,123

売上原価 11,662,844

売上総利益 4,345,279

販売費及び一般管理費 3,176,794

営業利益 1,168,484

営業外収益  

受取利息 18,678

保険配当金 5,798

その他 4,745

営業外収益合計 29,222

営業外費用  

支払利息 1,223

コミットメントフィー 6,036

投資有価証券評価損 42,560

その他 3,194

営業外費用合計 53,014

経常利益 1,144,692

特別利益  

固定資産売却益 913

貸倒引当金戻入額 97

特別利益合計 1,010

特別損失  

固定資産除却損 79

特別損失合計 79

税金等調整前四半期純利益 1,145,623

法人税、住民税及び事業税 287,610

法人税等調整額 203,488

法人税等合計 491,099

四半期純利益 654,524
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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。 

  

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） 

該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（要約）前四半期連結損益計算書 

 
  

  

  

  

  

「参考資料」

（単位：千円）

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

Ⅰ 売上高 15,773,221

Ⅱ 売上原価 11,138,471

   売上総利益 4,634,740

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,128,884

   営業利益 1,505,855

Ⅳ 営業外収益 8,050

Ⅴ 営業外費用 19,183

   経常利益 1,494,722

Ⅵ 特別利益 1,826

Ⅶ 特別損失 6,713

 税金等調整前四半期純利益 1,489,835

 税金費用 631,868

 四半期純利益 857,966
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