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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 20,474 △3.7 1,451 △31.5 1,421 △32.4 793 △35.3
20年3月期 21,268 21.4 2,119 4.2 2,102 6.0 1,226 6.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 140.59 139.14 16.2 16.9 7.1
20年3月期 211.04 206.41 27.1 24.9 10.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 7,988 4,955 62.0 940.98
20年3月期 8,880 4,867 54.8 844.42

（参考） 自己資本   21年3月期  4,955百万円 20年3月期  4,867百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 756 △20 △782 2,652
20年3月期 1,314 △627 △652 2,698

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 47.00 47.00 270 22.3 6.0
21年3月期 ― 0.00 ― 59.00 59.00 310 42.0 6.6
22年3月期 

（予想） ― 0.00 ― 10.00 10.00 29.4

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

7,956 △26.3 △445 ― △490 ― △499 ― △95.65

通期 17,039 △16.8 423 △70.8 347 △75.5 177 △77.6 34.03
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

〔(注) 詳細は、29ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。〕 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、45ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  620,920株 20年3月期  124,875株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 17,566 △1.4 1,463 △29.6 1,433 △30.5 593 △50.2
20年3月期 17,809 16.1 2,078 △2.4 2,063 △1.0 1,190 △1.5

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

21年3月期 105.12 104.03
20年3月期 204.85 200.36

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 7,767 4,955 63.8 940.95
20年3月期 8,593 5,067 59.0 879.16

（参考） 自己資本 21年3月期  4,955百万円 20年3月期  5,067百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。 
なお、通期の業績予想につきましては、５ページ「次期の見通し」をご参照ください。 

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

第2四半期 
累計期間 7,228 △21.0 △421 ― △464 ― △472 ― △90.48

通期 15,507 △11.7 416 △71.5 345 △75.9 177 △70.1 33.99
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当連結会計年度（平成20年４月１日～平成21年３月31日）におけるわが国経済は、サブプライムロー

ンに始まる米国を中心とした金融危機による世界的な景気後退に加えて、急速な円高等の影響により、

企業収益の悪化が進みました。加えて、雇用・所得環境も急速に悪化しつつあり、個人消費が緩やかに

減少する等、深刻な景気後退局面となっております。 

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・通信業界は成長が鈍化し

ながらも堅調に推移しましたが、電気機器、機械、精密機器、輸送用機器業界の生産活動は急速に悪化

し、生産や雇用の調整が行われました。これにより、顧客企業における人材サービスの需要において

は、残業規制等による稼働時間減少、及び、派遣契約の解除が起こる等、急速に減少しました。 

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有望な新分野を含めた新規顧客の開拓に努めてまいりました。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。 

 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が売上高に寄与い

たしましたが、顧客企業の急激な業績悪化に伴う需要減少を補うには至りませんでした。 

この結果、当連結会計年度における売上高は、20,474,732千円（前年同期比3.7％減）、営業利益は

1,451,426千円（前年同期比31.5％減）、経常利益は1,421,806千円（前年同期比32.4％減）、当期純利

益は793,706千円（前年同期比35.3％減）となりました。 

  

当社グループでは、顧客企業の技術部門へ人材サービスを提供する事業をエンジニア事業とし、顧客

企業の製造部門へ人材サービスを提供する事業をファクトリー事業としております。各事業の業績は、

それぞれ下記のとおりであります。 

  

エンジニア事業においては、新卒、及び、即戦力となる中途者の採用による人員の確保を行うとと

もに、エンジニアのテクニカルスキルやヒューマンスキル向上のための研修を実施し、チーム体制で

のサービス提供により顧客企業の求める人材ニーズに対応し、新規顧客の開拓に努めてまいりまし

た。 

この結果、エンジニア事業における当連結会計年度の売上高は17,565,917千円（前年同期比1.4％

減）、営業利益は2,441,767千円（前年同期比17.5％減）となりました。なお、当事業年度第２四半

期から、ファームウェアの開発業務等については、ＩＴ・情報システム分野からメカトロニクス・エ

レクトロニクス分野に分類を変更しております。これにより、売上高前年同期比については、比較可

能性を確保するため、前年度の売上高を組み替えた後の金額で前年同期比を計算しております。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

① エンジニア事業
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当分野の顧客企業が属する主要な業界である情報・通信業界においては、ネットワークの構築運

用業務が昨年に引き続き堅調に推移しましたが、新規のシステム開発案件が下期から減少した結

果、人材サービスに対する需要は減少いたしました。 

このような環境の下、堅調に推移したネットワーク業務に注力し、既存顧客との関係強化や新規

顧客の開拓といった施策を実行いたしました。 

この結果、ＩＴ・情報システム分野における当連結会計年度の売上高は7,939,949千円（前年同

期比7.4％増）となりました。 

  

当分野の顧客企業が属する主要な業界である電気機器、機械、精密機器、及び、輸送用機器業界

においては、家電・半導体・自動車等の生産調整による在庫圧縮が急務となりました。その結果、

開発プロジェクトの選別による延期や中止等により、人材サービスに対する需要は急減いたしまし

た。 

このような環境の下、新エネルギーやプラント等の分野の開拓や、大手企業中心から中堅企業ま

でに顧客対象を拡大する等の施策を実行いたしました。 

この結果、メカトロニクス・エレクトロニクス分野における当連結会計年度の売上高は

8,295,478千円（前年同期比8.6％減）となりました。 

  

当分野の顧客企業が属する主要な業界である化学、製薬業界においては、化学製品の世界的な需

要の減少から設備、在庫の過剰感が広がりましたが、新薬開発は安定的に推移したことにより、人

材サービスに対する需要には大きな減少は見られませんでした。 

  このような環境の下、今後の発展が予想される新エネルギー、ジェネリック医薬品などの新規分

野での顧客開拓に努めました。 

この結果、バイオ・ケミストリー分野における当連結会計年度の売上高は1,330,489千円（前年

同期比0.8％減）となりました。 

  

ファクトリー事業においては、製造派遣における「2009年問題」に対応すべく請負化の体制構築を

推進し、顧客企業との関係強化に努めましたが、下期における国内景気の急速な悪化により、顧客企

業となる電気機器、及び、化学業界の製造部門への人材サービスに対する需要が急減いたしました。

この結果、ファクトリー事業における当連結会計年度の売上高は2,908,814千円（前年同期比

15.9％減）となり、営業損失は12,801千円（前年同期は営業利益25,986千円）となりました。 

  

ａ ＩＴ・情報システム分野

ｂ メカトロニクス・エレクトロニクス分野

ｃ バイオ・ケミストリー分野

② ファクトリー事業
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今後のわが国経済は、急速な企業の減産の動きとそれに伴う雇用の大幅な調整が、当面、景気悪化

につながることが懸念されています。また、景気を更に下押しするリスクとして、世界的な金融危機

の深刻化や世界景気の一層の下振れ等があります。 

このような環境の下、当社グループでは、新分野開拓による顧客数の増加に加え、チーム体制での

人材サービスの中核を担うリーダーの育成・派遣にも取り組むことで、顧客企業のニーズに対応した

人材サービスの提供に努めてまいります。また、組織改革による重複機能の集約などの業務改善・効

率化を図り、コスト構造の見直しにも努めます。 

なお、景気回復後の事業展開に備えて、エンジニアの技術・知識の向上や雇用の維持を目的とした

雇用調整助成金の申請を行っておりますが、助成金の受給期間や対象者数が状況によって変化し、合

理的に予想する事が困難なため、業績予想の公表数値には含めておりません。 

これらの結果、次期の連結業績予想における売上高は、エンジニア事業15,507百万円、ファクトリ

ー事業1,531百万円、当社グループ合計で、売上高17,039百万円、経常利益347百万円、当期純利益

177百万円を見込んでおります。 

③ 次期の見通し
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当連結会計年度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939,642千円減少し、

5,683,114千円となりました。これは主として売掛金が549,520千円減少し、現金及び預金が246,474

千円減少したことによるものです。固定資産は前連結会計年度末に比べ47,970千円増加し、

2,305,344千円となりました。これは主として無形固定資産の増加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891,672千円減少し、7,988,458千円となりました。 

流動負債は前連結会計年度末に比べ1,035,986千円減少し、2,537,038千円となりました。これは主

として未払金が484,883千円、未払法人税等が372,091千円減少したことによるものです。固定負債は

前連結会計年度末に比べ56,387千円増加し、495,768千円となりました。この結果、負債合計は前連

結会計年度末に比べ979,599千円減少し、3,032,806千円となりました。 

純資産については、前連結会計年度末に比べ87,927千円増加し、4,955,651千円となりました。こ

れは当期純利益の計上、自己株式の取得、及び、剰余金の配当によるものです。 

  

当連結会計年度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46,635千円減少し、2,652,358千円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。 

  

営業活動による資金の増加は756,593千円（前連結会計年度は、1,314,316千円の資金の増加）と

なりました。 

収入の主な要因は、税金等調整前当期純利益1,414,644千円のほか、売上債権の減少に伴う収入

549,520千円、減価償却費204,584千円であります。 

支出の主な要因は、法人税等の支払額946,519千円、未払金の減少額310,310千円であります。 

  

投資による資金の減少は20,854千円（前連結会計年度は、627,275千円の資金の減少）となりま

した。 

収入の主な要因は、定期預金の払戻しによる収入350,144千円、保険積立金の解約による収入

98,523千円であります。 

支出の主な要因は、無形固定資産の取得による支出266,520千円、及び、有形固定資産の取得に

よる支出54,926千円であります。 

  

財務活動による資金の減少は782,374千円（前連結会計年度は、652,354千円の資金の減少）とな

りました。 

収入の要因は、ストックオプションの行使による収入12,270千円であります。 

支出の主な要因は、自己株式の取得による支出443,987千円、配当金の支払額250,656千円であり

ます。 

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

② キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とします。 

（注５）利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。 

  

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な政策と位置付け、収益の向上を図るとともに、将来の事業

展開や経営体質強化のための適正な内部留保も行いつつ安定的な配当を継続することを基本方針として

おります。このため、配当金につきましては、経営環境や業績等を総合的に勘案しながら、将来、連結

ベースでの配当性向30%以上の実現を目指しております。  

  また、内部留保のうち、資金需要を総合的に勘案しつつ、資本効率の向上を目的とした自己株式の取

得も弾力的に運営してまいります。 

期末配当の決定機関は株主総会となっており、当社では、「取締役会の決議によって、毎年９月30日

を基準日として中間配当をする事ができる」旨を定款に定めております。  

  このような基本的な考えの下、当期については、期初の予定どおり期末配当金を１株につき59円と

し、内部留保金については、人材の確保のための採用費、及び、運転資金等に充当する予定でありま

す。 

また、当連結会計年度においては、株主の皆様に対する利益還元策の一つとして、自己株式519,100

株の取得を実施いたしました。 

  なお、機動的な資本政策遂行の為に保有していた自己株式のうち、平成21年４月に500,000株を消却

いたしました。 

次期につきましては、通期で１株につき10円(配当性向29.4％)を予定しております。 

  

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率 （％） 32.5 52.2 54.8 62.0

時価ベースの自己資本比率 （％） ─ 281.4 84.4 46.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 （年） 1.5 0.2 0.1 0.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ （倍） 23.6 215.5 1,215.3 566.3

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループの事業等のリスクについて、リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項、及

び、投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。 

なお、以下の事項のうち将来に関する事項は、当決算短信提出日（平成21年５月15日）現在において

当社グループが判断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があり

ます。 

  

当社グループは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関す

る法律」（以下「労働者派遣法」という）に基づく一般労働者派遣事業、及び、職業安定法に基づく

有料職業紹介事業の許可を得ており、当社グループの事業は、労働者派遣法、職業安定法、関係諸法

令による法的規制を受けております。 

労働者派遣法では、労働者派遣事業の適正な運営を確保するために、当社グループが一般労働者派

遣事業主としての欠格事由（労働者派遣法第６条）、及び、当該事業許可の取消事由（同法第14条）

に該当した場合には、厚生労働大臣が事業許可の取消し、業務の停止を命じることができる旨を定め

ております。 

また、職業安定法におきましても、当社グループが有料職業紹介事業者としての欠格事由（職業安

定法第32条）、及び、取消事由（同法第32条の９）に該当した場合には、厚生労働大臣が事業許可の

取消し、業務の停止を命じることができる旨を定めております。 

当社グループは、法令を遵守して事業活動を行っており、上記法令に抵触していないと認識してお

ります。しかしながら、今後、当社グループがこれらの法令に抵触した場合には、労働者派遣事業や

有料職業紹介事業が行えない等、当社グループの事業活動に重大な支障をきたす可能性があるととも

に、今後、上記の法令等が改廃された場合にも、当社グループの財政状態、及び、経営成績に影響を

及ぼす可能性があります。 

  

 
  （注）所管はすべて厚生労働省 

  

平成16年３月の労働者派遣法改正により、労働者派遣法施行令第４条に定められている26業務

（以下「26業務」という）についての派遣期間制限が撤廃されました。また、26業務以外について

も、港湾労働等の業務を除いて派遣が可能となったとともに、これまで 長１年に制限されていた

派遣受入期間の制限が 長３年まで延長されました。 

このような様々な規制緩和が実施された結果、業界の市場規模は拡大してまいりました。 

 また、大規模な初期投資が不要であること等により、人材サービス業界への参入障壁が低いた

め、新規参入を含む同業他社との競争が激化した場合には、当社グループの財政状態、及び、経営

成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(4) 事業等のリスク

① 法的規制について

許可名称 取得者名 許可番号 有効期限

一般労働者派遣事業
株式会社ＶＳＮ 般13-301421 平成26年１月31日

株式会社ＶＳＮマイスト 般13-301333 平成25年12月31日

有料職業紹介事業
株式会社ＶＳＮ 13-ユ-300400 平成24年12月31日

株式会社ＶＳＮマイスト 13-ユ-301575 平成21年８月31日

ａ 他社競合について
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当社グループは、雇用しているエンジニア、及び、生産社員の個人情報はもちろんのこと、就業

希望者や転職希望者等の個人情報を取得する可能性があります。当社では、平成17年４月１日の

「個人情報の保護に関する法律」（以下、「個人情報保護法」という。）全面施行に先駆け、個人

情報保護体制を構築すべく、同年２月に個人情報保護に関する規程を制定いたしました。また、個

人情報について役職員を対象とした教育研修の実施等を通じて継続的な個人情報保護体制の運用と

改善に取り組み、個人情報保護に対する意識の昴揚を図ってきました。このような取り組みの結果

として、平成18年８月、当社は、財団法人日本情報処理開発協会よりプライバシーマークの認定を

受け、平成20年９月にはプライバシーマークの認定の更新をいたしました。なお、当社は、個人情

報保護法の定める個人情報取扱事業者に該当しており、当該個人情報の適正な取得、管理、及び、

取扱が義務付けられております。 

しかしながら、今後、何らかの理由により個人情報の漏洩等が発生した場合やプライバシーマー

クの認定が取り消された場合等は、当社グループに対する社会的信用の低下等により、当社グルー

プの財政状態、及び、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

派遣元事業主である当社グループは、厚生労働省の通達である「労働者派遣事業関係業務取扱要

領」において、派遣労働者の社会保険加入、及び、派遣先企業に対しての社会保険加入有無の通知

義務が課せられております。当社グループでは上記要領の施行以前より、エンジニア、及び、社会

保険適用除外者を除く生産社員全員の社会保険加入を行っております。 

社会保険については、平成16年の年金制度改革により、標準報酬月額に対する厚生年金保険料会

社負担分の料率は、平成16年10月時点の6.967％から、平成29年まで毎年0.177％ずつ引き上げら

れ、平成29年以降は、9.15％で固定することとなっております。当社グループの事業は、費用全体

に占める労務費の割合が高いため、社会保険料率の引き上げにより、当社グループの労務費等が増

加し、財政状態、及び、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

エンジニア事業において、在籍しているエンジニア総数に対し顧客企業に派遣されているエンジ

ニアの割合を派遣率と定義しております。 

 エンジニアの大半を正社員として雇用していることから、顧客企業に派遣していない研修期間、

もしくは派遣期間終了後から次の派遣が開始されるまでの待機期間につきましても労務費等が発生

いたします。 

エンジニアの派遣率が高ければ、売上に対する労務比率が低下して利益が上昇する傾向となりま

すが、派遣率が低ければ売上に対する労務比率が上昇して利益率が低下する傾向となります。派遣

率は、景気動向や競合する同業他社との競争等によって低下する可能性があり、その場合には、当

社グループの財政状態、及び、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

ｂ 個人情報について

ｃ 社会保険について

② 当社グループの事業について

a エンジニア事業における派遣率について
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在籍する人材を維持・活用することの重要性は日々増しております。当社グループの人材の維

持・活用方法については、雇用形態や就業環境等の違いにより各事業によって異なっております。

顧客企業への派遣においては、各エンジニアの志向性を重視し、キャリア指標の結果を下に、自

己の能力を 大限発揮できるよう心掛けております。配属後は、専属のキャリアサポートが適時面

談を実施し、エンジニアが抱える課題の解決やスキルアップ、更には成長に応じたキャリアアップ

のアドバイスを行っております。 

主に契約社員として生産社員を雇用しております。生産社員派遣サービスにおいては、定期的な

ミーティング、教育、及び、面談を通じて生産社員との連帯感を保ち、人材の維持・活用に努めて

おります。 

 また、請負サービスにおいては、請負現場の生産効率向上のために、更なる生産社員のスキルア

ップが不可欠であり、適切な教育体制による能力開発ができる環境を整備しております。 

当社グループではこのような施策を行っておりますが、これらの施策による人材の維持・活用が

困難になった場合には、当社グループの財政状態、及び、経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

当社は、顧客企業における多様な人材ニーズに対応するため、平成17年10月に、当社の100%出資

子会社である株式会社ＶＳＮマイストを設立し、製造部門への人材サービス提供を目的としたファ

クトリー事業を開始しました。 

同社では、各種マスメディアにおいて報道されている製造派遣の「2009年問題」への対応とし

て、現在の生産社員派遣サービスを請負サービスへ変更することを顧客企業へ提案し、請負化を推

進しております。 

しかしながら、顧客企業において、減産等が発生した場合、或いは、それにより生産社員の異動

が円滑に進まなかった場合は、ファクトリー事業に支障をきたし、当社グループの財政状態、及

び、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

b 人材の維持・活用について

（エンジニア事業）

（ファクトリー事業）

c 子会社の業績について
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採用環境においては、少子高齢化による労働人口の減少により、中長期的には人材の確保が難し

くなる傾向にあります。 

 当社グループの新卒採用においては、全国の学校等と情報を交換しており、学校内で会社説明会

を開催する等の採用活動を推進する等により、人材の確保を図っております。また、中途採用にお

いては、チーム体制での人材サービスの中核を担うリーダーをターゲットとした採用活動を中心に

行っております。 

 しかしながら、採用活動において、必要な人数を確保できなくなった場合には、当社グループの

財政状態、及び、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社グループでは、事業の性質上、エンジニア、及び、生産社員が顧客企業の製品開発や生産計

画等に関わるため、顧客企業の機密情報を知り得る立場にあり、情報管理が極めて重要であると認

識しております。そのため、顧客企業との間で機密保持契約を締結することはもとより、エンジニ

ア、及び、生産社員についても機密保持に関する誓約書提出を義務付けるとともに、定期的に機密

保持教育を実施する事により、情報管理の徹底に努めております。 

しかしながら、何らかの事由により情報漏洩が生じた場合には、顧客企業からの損害賠償請求は

もとより、当社グループに対する社会的信用の低下を招く可能性があります。また、この場合に

は、当社グループの事業活動に支障をきたし、当社グループの財政状態、及び、経営成績に影響を

及ぼす可能性があります。 

  

当社グループの請負サービスは、顧客企業の工場等の製造現場における各種業務、及び、システ

ム開発等を行っております。 

製造現場における各種業務のうち、当社グループでは、製品が完成されるまでの中間工程を請け

負っております。このため、当社グループが請け負った中間工程が原因となって製品の破損や不良

品が発生した場合には、瑕疵担保責任について問われる可能性があります。 

また、システム開発業務については、システムの完成自体に当社グループとして責任を負うた

め、完成物についての瑕疵担保責任を問われる可能性があります。 

以上の点につき、当社グループが瑕疵担保責任に基づく損害賠償責任を負う場合には、当社グル

ープの財政状態、及び、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

d 人材の確保について

e 機密情報について

f 請負業務の責任について
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当社グループは、当社、連結子会社（株式会社ＶＳＮマイスト）、非連結子会社（株式会社ＶＳＮビジ

ネスサポート）の計３社で構成されており、人材サービスを提供しております。 

顧客企業の技術部門へ人材サービスを提供する事業をエンジニア事業、製造部門へ人材サービスを提供

する事業をファクトリー事業と区分しております。 

当社グループの事業内容を当社、及び、関係会社の当該事業における位置付けは、以下のとおりであり

ます。 

  

当社グループでは、主に顧客企業の技術部門に対して人材サービスを提供する事業をエンジニア事業

と位置付け、当社が担当しております。エンジニア事業においては、エンジニア派遣サービスを主力と

しており、顧客企業は、ＩＴ・情報システム、メカトロニクス・エレクトロニクス、バイオ・ケミスト

リーの３分野に大別され、各分野における派遣エンジニアの主な業務内容は以下のとおりであります。

  

 
（注）当事業年度第２四半期から、ファームウェアの開発、設計、評価に関する業務については、Ｉ

Ｔ・情報システム分野からメカトロニクス・エレクトロニクス分野に分類を変更しております。

  

エンジニア派遣サービスは、主に新卒者を常用雇用である正社員として採用し、主として顧客企業

の技術部門へエンジニアとして派遣するサービスです。顧客企業は、製・商品の研究開発を担ってい

ることから、自らの管理監督の下、業務に従事可能な人材サービスの提供を求めております。 

  

請負サービスは、主に正社員であるエンジニアが、当社グループの指揮命令の下に業務を遂行する

サービスです。ＩＴ・情報システム分野では、ソフトウェア開発やサーバ・通信ネットワーク等のイ

ンフラ構築、及び、運用保守等の業務を請け負っております。バイオ・ケミストリー分野では、医薬

品や高機能化学品の原材料化合物に関する合成業務、及び、合成研究業務を請け負っており、当社グ

ループの有機合成研究所にて業務を遂行しております。 

  

2. 企業集団の状況

(1) エンジニア事業

分 野 主な業務内容

 ＩＴ・情報システム

・インターネット、及び、携帯電話向けネットワークの設計、構築、運  
 用保守
・移動体通信の開発、評価

・顧客ＩＴシステムの設計、構築、運用保守

・Ｗｅｂアプリケーションの開発、設計、評価

 メカトロニクス・ 
 エレクトロニクス

・自動車、自動車部品、及び、自動車付属品の開発、設計、評価

・デジタル家電の開発、設計、評価

・液晶、液晶バックライト、及び、半導体の開発、設計、評価
・半導体製造設備、及び、自動車部品製造ラインの開発、設計、設置、運 
 用保守

 バイオ・ケミストリー

・医薬品等における生化学研究開発

・材料開発、及び、化学分析・評価・解析

・合成（医薬品を除く）

・電子回路部材、及び、周辺材料開発

人材サービスについて

① エンジニア派遣サービス

② 請負サービス
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人材紹介サービスは、当社グループへ登録した転職希望者の希望条件と顧客企業の求人情報を合致

させ、顧客企業へ人材の紹介を行っております。 

  

③ 人材紹介サービス
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当社グループでは、主に顧客企業の製造部門に対して人材サービスを提供する事業をファクトリー事

業と位置付け、連結子会社である株式会社ＶＳＮマイストが担当しております。当該事業では、主に契

約社員を雇用し、顧客企業の製造部門に対する生産社員派遣サービス、及び、製造工程の請負サービス

を行っております。ファクトリー事業における提供サービスは、電気機器、機械等における組み立てや

検査業務への派遣、及び、請負を行っております。 

  

生産社員派遣サービスは、就業希望者の中から顧客企業のニーズに対応する者を契約社員として雇

用し、顧客企業の製造部門へ生産社員として派遣しております。 

  

請負サービスは、製造工程の業務を請負うサービスです。請け負った業務は、当社グループが完成

責任を負っており、当社グループの指揮命令の下、生産社員が業務を遂行しております。 

  

以上、述べました事項を事業系統図によって示しますと以下のとおりであります。 

  

（事業系統図） 

  

 

(2) ファクトリー事業

① 生産社員派遣サービス

② 請負サービス
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当社グループは、「ヒューマンキャピタルの創造と輩出を通じて、人と社会の歓びと可能性の 大化

を追求する。」をＶＳＮグループ理念とし、社員を人的資源と捉え、その能力開発を通じて一人ひとり

の創造的価値を高め、人材を人財へと発展させ、永続的に輩出していくことで、産業界だけではなく社

会全体の発展に寄与してまいります。また、魅力ある企業グループとして社会での存在感を高めていく

とともに、経営の効率化と機動性の強化を通して長期安定的な発展、企業価値の向上に努めてまいりま

す。 

また、エンジニアのスキルに応じたきめ細かい研修体制による人材育成、志向に応じた将来設計等の

環境を整え、ＩＴ・情報システム分野、メカトロニクス・エレクトロニクス分野、バイオ・ケミストリ

ー分野において、顧客企業の技術部門に対する人材サービスの提供を実現してまいりました。 

更に、提供する人材サービスの拡大を通じ既存顧客との取引関係の強化等による収益拡大を図るべ

く、連結子会社である株式会社ＶＳＮマイストを通じて、顧客企業の製造部門に対する人材サービスの

提供を行っております。 

これにより、エンジニア事業、ファクトリー事業の２つの事業を展開しております。今後も、顧客企

業の研究・設計・開発から製造までの総合的なサービスの提供に向けて邁進したいと考えております。

  

当社グループでは、新分野開拓による顧客数の増加に加え、当社グループ独自の研修カリキュラムに

より、付加価値の高い人材サービスを提供するとともに、チーム体制での人材サービスの中核を担うリ

ーダーの育成・派遣にも取り組むことで、顧客企業のニーズに対応した人材サービスの提供にも努めて

まいります。また、組織改革による重複機能の集約等の業務改善・効率化を図り、コスト構造の見直し

にも努めます。 

平成22年３月期においては、連結ベースで売上高17,039百万円、経常利益347百万円を目標に掲げて

おります。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標
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当社グループは、ＶＳＮグループ理念の下、人材サービスの事業成長の源泉となる人材の確保と、そ

の成長を支援することに傾注いたします。採用力、育成力、エンジニアサポート力という目に見えない

経営資源を強化し活用することによって構築してきた強固な基盤を維持し、同業他社との差別化を図っ

てまいります。更に、営業力を用いて、顧客企業に対して付加価値の高い人材サービスを提供していく

ことにより、当社グループの対外的な信用力の向上と、業界において確固たる地位を確立し、企業価値

の増大と利益成長へと繋げ、安定した企業活動を継続的に行ってまいります。 

採用力に繋がる人材採用においては、引き続き新卒採用を実施するとともに、優れた技術力やチーム

体制のリーダーとなる能力を保有した経験者確保を行ってまいります。 

育成力に繋がる研修等においては、エンジニアに対して顧客企業のニーズに対応したスキルを身に付

けるための研修等を実行してまいります。 

エンジニアサポート力においては、キャリアサポート体制を強化し、個々の社員が目指すキャリア目

標に対し、着実に目標に近づけるよう個別面談やキャリア研修を通し、社員のモチベーション向上と定

着率維持に努めてまいります。 

これら採用力、育成力、及び、エンジニアサポート力を活用し、顧客企業に対して付加価値の高い人

材サービスの提供を行ってまいります。 

  

人材サービス業界の市場は、景気後退の影響により、顧客企業の需要に大きな変化が現れておりま

す。 

このような環境において、当社グループが更なる発展を続け、人材サービス業界で勝ち上がっていく

ためには、社員の士気・質を高めるとともに、顧客企業の良きパートナーとして高い信頼を獲得できる

企業グループとなる必要があると考えております。そのために、当社グループでは、下記の課題に取り

組んでまいります。 

  

当社グループのエンジニア事業は、主として新卒採用によりエンジニアを確保しているため、比較

的若年層のエンジニアの構成比率が高くなっており、設計・開発の中核業務に携われる人材が限られ

ております。そのため、新卒エンジニアは熟練エンジニアと比べ技術的優位性が低いことにより、顧

客企業の業績等により契約終了となる可能性が高いと認識しております。 

 今後は、サービスの品質向上を目指し、顧客企業におけるマネジメント業務をサポートするため

に、リーダーエンジニアを中心としたチーム体制での人材サービスの提供を推進していきます。これ

らにより、顧客企業との取引・関係強化に努めてまいります。 

  

今後も質の高いサービスの提供を維持・拡大するため、エンジニア向けの研修に加え、営業部門、

及び、管理部門の人材の育成にも積極的に取り組むことにより、当社グループの社員の質の更なる向

上に努めてまいります。 

  

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

① 顧客企業との取引強化

② 人材の育成
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エンジニア事業では、質の高いサービスの提供を維持しながら、継続的な業容拡大を続けていくた

めに、今後もエンジニアの確保が重要であると考えております。このための施策として、人材サービ

ス業界全体の認知度向上に向けた取り組みをはじめ、採用活動の一層の充実に努めてまいります。 

  

国内景気の急速な悪化により顧客企業からの需要が急減し、当社の100％子会社である株式会社Ｖ

ＳＮマイストは、拠点の統廃合、及び、人員再配置等に加え、請負サービスへの選択と集中を通じて

顧客との関係を強化し、事業基盤の安定化に努めております。 

 また、収益性が高い建設部門への施工管理技術者派遣サービスを強化することにより、収益を確保

し、早期黒字化に取り組んでまいります。 

  

別途開示しております「コーポレート・ガバナンス報告書」に記載のとおりであります。 

  

当社の株主は、株式市場での自由な取引を通じて決まり、当社経営の支配権の移転を伴うような買

付提案等に賛同されるか否かの判断についても、 終的には株主全体の自由な意思に基づき判断され

るべきであると考えております。 

一方、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、経営の基本理念、企業価値のさまざまな

源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値、及び、株主共

同の利益を中長期的に確保し、向上させる者でなければならないと考えております。 

しかしながら、昨今のわが国の資本市場においては、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることな

く、一方的に大量の株式の買付を強行するといった動きが顕在化しつつあり、企業価値、及び、株主

共同利益が毀損する事態が生じないとも限らない状況となっております。 

したがって、当社は、企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大量買付行為、

又は、これに類似する行為を行う者は、当社の財務、及び、事業の方針の決定を支配する者として適

当ではないと考えるものであります。 

  

③ エンジニアの確保

④ 子会社の収益改善

(5) 内部管理体制の整備・運用状況

(6) その他、会社の経営上重要な事項

(会社の支配に関する基本方針)

① 基本方針の内容
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当社は、当社の企業価値、及び、株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大量買付行為、

又は、これに類似する行為に対する対応策として、買収防衛策（以下「本プラン」といいます。）を

平成19年６月28日開催の定時株主総会において、平成22年３月期の定時株主総会の終結の時までを期

限として導入いたしました。 

当社が導入した本プランは、大量買付行為者が現れた時、特別委員会が大量買付行為に関する情報

を検討の上、取締役会へ勧告を行います。取締役会は特別委員会の勧告を 大限尊重した上、濫用的

買収と判断した場合、対抗処置を発動するものであります。 

なお、特別委員会は当社の業務執行を行う経営陣から独立し、当社と特別な利害関係のない有識者

３名以上で構成されております。 

本プランの詳細につきましては、平成19年６月28日付の当社プレスリリース「当社株式の大量買付

行為への対応策（買収防衛策）の承認に関するお知らせ」をご参照ください。 

インターネット上の当社ウェブサイト 

(http://ir.vsn.co.jp/html/pdf/prs20070628.pdf) 

  

本プランは、企業価値、及び、株主共同の利益を確保、向上させる目的をもって導入されたもので

あり、基本方針に沿うものと判断しております。 

また、本プランは、平成19年６月28日開催の定時株主総会で株主の皆様のご承認を頂いており、株

主の皆様のご意思を反映したものであります。 

更に、主な理由として 

・本プランの有効期間である平成22年３月期の定時株主総会の終結の時より前であっても、当社株

主総会、又は、取締役会により廃止することが可能であること。 

・本プランの対抗処置の発動に際しては、その内容として合理的な客観的要件が設定されているこ

と。 

・本プランは、独立性の高い特別委員会による勧告を 大限尊重して 終判断を行うこと。 

以上のこと等により、その公正性・客観性が担保されており、当社の企業価値、及び、株主共同の

利益に資するものであって、当社取締役の地位の維持を目的とするものではないと判断しておりま

す。 

  

② 不適切な支配の防止のための取り組み

③ 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
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4. 連結財務諸表

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,949,137 2,702,663 

売掛金 2,697,851 2,148,331 

有価証券 － 19,688 

たな卸資産 2,700 － 

貯蔵品 － 2,307 

繰延税金資産 460,442 398,669 

その他 520,921 417,161 

貸倒引当金 △8,297 △5,707 

流動資産合計 6,622,756 5,683,114 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 573,785 574,285 

減価償却累計額 △272,037 △307,633 

建物及び構築物（純額） 301,748 266,652 

車両運搬具 11,162 － 

減価償却累計額 △10,287 － 

車両運搬具（純額） 875 － 

工具、器具及び備品 568,309 615,181 

減価償却累計額 △383,793 △466,519 

工具、器具及び備品（純額） 184,515 148,662 

建設仮勘定 17,379 762 

有形固定資産合計 504,518 416,077 

無形固定資産 523,004 706,646 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※１ 301,446 ※１ 250,722 

繰延税金資産 180,635 224,861 

その他 747,767 707,035 

投資その他の資産合計 1,229,850 1,182,620 

固定資産合計 2,257,373 2,305,344 

資産合計 8,880,130 7,988,458 

㈱ＶＳＮ(2135)　平成21年３月期　決算短信

- 19 -



(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

1年内償還予定の社債 100,000 － 

未払金 1,881,778 1,396,895 

未払費用 1,026,953 943,493 

未払法人税等 510,539 138,447 

その他 53,753 58,201 

流動負債合計 3,573,024 2,537,038 

固定負債 

退職給付引当金 439,380 495,768 

固定負債合計 439,380 495,768 

負債合計 4,012,405 3,032,806 

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 3,141,455 3,651,345 

自己株式 ※３ △302,796 ※３ △718,766 

自己株式申込証拠金 1,980 270 

株主資本合計 4,867,758 4,959,968 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △34 △4,316 

評価・換算差額等合計 △34 △4,316 

純資産合計 4,867,724 4,955,651 

負債純資産合計 8,880,130 7,988,458 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年4月1日 
至 平成20年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年4月1日 
至 平成21年3月31日) 

売上高 21,268,193 20,474,732 

売上原価 14,898,560 14,913,181 

売上総利益 6,369,632 5,561,550 

販売費及び一般管理費 ※１ 4,249,645 ※１ 4,110,124 

営業利益 2,119,986 1,451,426 

営業外収益 

受取利息 9,204 21,415 

保険配当金 － 5,798 

受取手数料 2,294 2,569 

その他 1,623 3,017 

営業外収益合計 13,122 32,800 

営業外費用 

支払利息 1,012 1,267 

コミットメントフィー 18,069 8,009 

投資有価証券評価損 7,480 47,000 

その他 3,729 6,144 

営業外費用合計 30,291 62,420 

経常利益 2,102,817 1,421,806 

特別利益 

受取立退料 1,826 － 

固定資産売却益 ※２ － ※２ 913 

特別利益合計 1,826 913 

特別損失 

固定資産除却損 ※３ 6,627 ※３ 4,298 

原状回復費 2,141 3,776 

特別損失合計 8,768 8,075 

税金等調整前当期純利益 2,095,875 1,414,644 

法人税、住民税及び事業税 964,837 600,453 

法人税等調整額 △95,715 20,484 

法人税等合計 869,121 620,937 

当期純利益 1,226,753 793,706 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年4月1日 
至 平成20年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年4月1日 
至 平成21年3月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 1,063,772 1,063,772 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,063,772 1,063,772 

資本剰余金 

前期末残高 963,347 963,347 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 963,347 963,347 

利益剰余金 

前期末残高 2,167,828 3,141,455 

当期変動額 

剰余金の配当 △253,125 △270,825 

当期純利益 1,226,753 793,706 

新株予約権の行使 － △12,991 

当期変動額合計 973,627 509,889 

当期末残高 3,141,455 3,651,345 

自己株式 

前期末残高 △1,587 △302,796 

当期変動額 

自己株式の取得 △301,209 △442,941 

新株予約権の行使 － 26,971 

当期変動額合計 △301,209 △415,969 

当期末残高 △302,796 △718,766 

自己株式申込証拠金 

前期末残高 － 1,980 

当期変動額 

自己株式申込証拠金の入金 － 12,270 

新株予約権の行使 1,980 △13,980 

当期変動額合計 1,980 △1,710 

当期末残高 1,980 270 

株主資本合計 

前期末残高 4,193,360 4,867,758 

当期変動額 

剰余金の配当 △253,125 △270,825 

当期純利益 1,226,753 793,706 

自己株式の取得 △301,209 △442,941 

自己株式申込証拠金の入金 1,980 12,270 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年4月1日 
至 平成20年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年4月1日 
至 平成21年3月31日) 

新株予約権の行使 － － 

当期変動額合計 674,398 92,209 

当期末残高 4,867,758 4,959,968 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 － △34 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△34 △4,282 

当期変動額合計 △34 △4,282 

当期末残高 △34 △4,316 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 － △34 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△34 △4,282 

当期変動額合計 △34 △4,282 

当期末残高 △34 △4,316 

純資産合計 

前期末残高 4,193,360 4,867,724 

当期変動額 

剰余金の配当 △253,125 △270,825 

当期純利益 1,226,753 793,706 

自己株式の取得 △301,209 △442,941 

自己株式申込証拠金の入金 1,980 12,270 

新株予約権の行使 － － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △34 △4,282 

当期変動額合計 674,364 87,927 

当期末残高 4,867,724 4,955,651 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年4月1日 
至 平成20年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年4月1日 
至 平成21年3月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 2,095,875 1,414,644 

減価償却費 176,208 204,584 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,826 △2,589 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 84,066 56,387 

受取利息及び受取配当金 △9,619 △21,415 

支払利息 1,012 1,267 

投資有価証券評価損益（△は益） － 47,000 

固定資産除却損 6,627 4,298 

売上債権の増減額（△は増加） △264,875 549,520 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,104 392 

未払金の増減額（△は減少） 100,736 △310,310 

未払消費税等の増減額（△は減少） 29,440 △169,540 

未払費用の増減額（△は減少） 175,567 △83,391 

その他 15,991 △7,726 

小計 2,412,753 1,683,121 

利息及び配当金の受取額 9,416 21,328 

利息の支払額 △1,081 △1,335 

法人税等の支払額 △1,106,772 △946,519 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,314,316 756,593 

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 △650,144 △50,304 

定期預金の払戻による収入 900,024 350,144 

有形固定資産の取得による支出 △199,188 △54,926 

有形固定資産の売却による収入 － 1,850 

無形固定資産の取得による支出 △309,733 △266,520 

投資有価証券の取得による支出 △300,005 △25,932 

保険積立金の積立による支出 － △19,502 

保険積立金の解約による収入 － 98,523 

その他 △68,228 △54,184 

投資活動によるキャッシュ・フロー △627,275 △20,854 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

社債の償還による支出 △100,000 △100,000 

ストックオプションの行使による収入 1,980 12,270 

自己株式の取得による支出 △301,209 △443,987 

配当金の支払額 △253,125 △250,656 

財務活動によるキャッシュ・フロー △652,354 △782,374 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 34,685 △46,635 

現金及び現金同等物の期首残高 2,664,308 2,698,993 

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,698,993 ※１ 2,652,358 
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該当事項はありません。 

  

(5) 継続企業の前提に関する注記

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日
  至 平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日）

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数     １社

  連結子会社の名称

  株式会社ＶＳＮマイスト

(2) 非連結子会社の名称

  株式会社ＶＳＮビジネスサポート

  連結の範囲から除いた理由

(1) 連結子会社の数     １社

  連結子会社の名称

  株式会社ＶＳＮマイスト

(2) 非連結子会社の名称

  株式会社ＶＳＮビジネスサポート

  連結の範囲から除いた理由

  非連結子会社は、小規模会社であ

り、合計の総資産、売上高、当期純

損益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等は、いず

れも連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないため、連結の範囲から

除外しております。

同左

２ 持分法の適用に関する事

項

 持分法を適用しない非連結子会社の

名称

 株式会社ＶＳＮビジネスサポート

 持分法を適用しない理由

 持分法を適用しない非連結子会社の

名称

 株式会社ＶＳＮビジネスサポート

 持分法を適用しない理由

  持分法非適用会社は、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体としても重

要性がないため、持分法の適用から

除外しております。

同左

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 連結子会社の決算日は、連結決算日

と一致しております。

同左

４ 会計処理基準に関する事

項

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

① 有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

① 有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

   連結決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用し

ております。

同左

   なお、組込デリバティブを区分

して測定することができない複合

金融商品は、全体を時価評価し、

評価差額を当連結会計年度の損益

に計上しております。
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項目
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日
  至 平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日）

   時価のないもの    時価のないもの

   移動平均法に基づく原価法によ

っております。
同左

   なお、金融商品取引法第２条第

２項により有価証券とみなされる

投資事業組合等への出資持分につ

いては、 近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込む

方法によっております。

② たな卸資産

  貯蔵品

  移動平均法に基づく原価法によっ

ております。

② たな卸資産

  貯蔵品

    移動平均法に基づく原価法（収益

性の低下による簿価切下げの方法）

によっております。

─────

（会計方針の変更）

  当連結会計年度より、「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）を適用してお

ります。 

 なお、これによる損益に与える影

響はありません。

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

① 有形固定資産

  定率法によっております。

  ただし、建物（建物附属設備は除

く）については定額法によっており

ます。 

 なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

建物 ３年～38年

その他 ２年～20年

① 有形固定資産(リース資産を除く)

同左

（会計方針の変更）

  法人税法の改正（（所得税法等の

一部を改正する法律 平成19年３月

30日 法律第６号）及び（法人税法

施行令の一部を改正する政令 平成

19年３月30日 政令第83号））に伴

い、当連結会計年度より、平成19年

４月１日以降に取得したものについ

ては、改正後の法人税法に基づく方

法に変更しております。 

 この結果、従来の方法と比較し

て、営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益はそれぞれ7,785

千円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影

響については、当該箇所に記載して

おります。

─────
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項目
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日
  至 平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日）

（追加情報）

  法人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取得価額

の５％に到達した連結会計年度の翌

連結会計年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。 

 この結果、従来の方法と比較し 

て、営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益はそれぞれ1,107

千円減少しております。 

 なお、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。

─────

② 無形固定資産

  定額法によっております。

  なお、ソフトウェア（自社利用 

分）については、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。 

 

② 無形固定資産(リース資産を除く)

同左

─────

③リース資産

 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

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。 

 なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成20年３月31日以前のも

のについては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

 

③ 長期前払費用

  均等償却によっております。

④ 長期前払費用

同左

 (3) 重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上してお

ります。

① 貸倒引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日
  至 平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日）

② 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務の見込額に基づき計上しており

ます。 

 なお、数理計算上の差異について

はその発生年度に一括して処理して

おります。

② 退職給付引当金

同左

 (4) 重要なリース取引の処

理方法

  リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

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

会計処理によっております。

─────

 (5) その他連結財務諸表作

成のための基本となる重

要な事項

消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜き方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。

同左

６ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

 手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日又は償還日の到

来する、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない短期的な投資からなって

おります。

同左
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(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

 前連結会計年度
（自 平成19年４月１日
  至 平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日）

─────

（リース取引に関する会計基準）

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、通常の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、当連結会計年度より、「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））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のものに

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 

 これによる損益に与える影響はありません。

表示方法の変更

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（連結貸借対照表）

――――――

（連結貸借対照表）

１ 財務諸表規則等の一部を改正する内閣府令（平成20

年８月７日内閣府令第50号）が適用になることに伴

い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として

掲記されたものは、当連結会計年度から「貯蔵品」に

区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「貯蔵品」は、2,700千円であります。

（連結損益計算書） （連結損益計算書）

１  前連結会計年度まで区分掲記しておりました「営

業外収益」の「雇用助成金収入」は、営業外収益の総

額の10/100以下となったため、当連結会計年度より

「営業外収益」の「その他」に含めて表示することと

いたしました。 

 なお、当連結会計年度の「雇用助成金収入」の金額

は385千円であります。

――――――

２  前連結会計年度まで「営業外費用」の「その他」

に含めて表示しておりました「コミットメントライ

ン手数料」は、営業外費用の総額の10/100超となっ

たため、当連結会計年度より区分掲記しておりま

す。 

 なお、前連結会計年度の「コミットメントライン

手数料」の金額は3,480千円であります。

――――――
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(8) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年3月31日)

当連結会計年度 
(平成21年3月31日)

※１ 非連結子会社に対するものは、以下のとおりであ

ります。

投資有価証券(株式) 10,000千円

※１ 非連結子会社に対するものは、以下のとおりであ

ります。

投資有価証券(株式) 10,000千円

 

 ２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行５行及び保険会社１社とコミットメントライン

契約を締結しております。 

 当連結会計年度末におけるコミットメントライン

契約に係る借入金未実行残高等は以下のとおりであ

ります。

コミットメントラインの総額 3,000,000千円

借入実行残高 ─千円

差引額 3,000,000千円
 

 ２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行５行及び保険会社１社とコミットメントライン

契約を締結しております。 

 当連結会計年度末におけるコミットメントライン

契約に係る借入金未実行残高等は以下のとおりであ

ります。

コミットメントラインの総額 3,000,000千円

借入実行残高 ─千円

差引額 3,000,000千円

――――――

※３  自己株式の消却 

種類                                普通株式 

株式数                              500,000株 

帳簿価額                          575,429千円

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費の主な内訳は、以下のとお

りであります。

役員報酬 134,622千円

給料手当 1,335,493千円

退職給付費用 14,870千円

減価償却費 91,660千円

貸倒引当金繰入額 6,600千円

 

※１ 販売費及び一般管理費の主な内訳は、以下のとお

りであります。

役員報酬 142,821千円

給料手当 1,377,480千円

退職給付費用 16,333千円

減価償却費 120,341千円

貸倒引当金繰入額 2,108千円

業務委託費 443,860千円

─────

 

※２ 固定資産売却益の内容は、以下のとおりでありま

す。

車両運搬具 913千円

計 913千円

 

※３ 固定資産除却損の内容は、以下のとおりでありま

す。

建物 2,445千円

工具、器具及び備品 4,182千円

 計 6,627千円
 

※３ 固定資産除却損の内容は、以下のとおりでありま

す。

工具、器具及び備品 79千円

無形固定資産 4,219千円

計 4,298千円
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 市場買付けによる増加      124,400株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) 上記の内容については、「ストック・オプション等関係」に記載しております。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 5,887,125 ─ ─ 5,887,125

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 475 124,400 ─ 124,875

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社

平成17年３月15日 
株主総会決議 
ストック・オプショ
ンとしての新株予約
権

─ ─ ─ ─ ─ ─

平成18年３月15日 
株主総会決議 
ストック・オプショ
ンとしての新株予約
権

─ ─ ─ ─ ─ ─

合計 ─ ─ ─ ─ ─

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 253,125 43 平成19年３月31日 平成19年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 270,825 47 平成20年３月31日 平成20年６月30日

㈱ＶＳＮ(2135)　平成21年３月期　決算短信

- 31 -



当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増減数の内訳は、次のとおりであります。 

 市場買付けによる増加             519,100株 

 単元未満株式の買取りによる増加         245株 

 新株予約権の権利行使による減少             23,300株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) 上記の内容については、「ストック・オプション等関係」に記載しております。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 5,887,125 ─ ─ 5,887,125

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 124,875 519,345 23,300 620,920

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社

平成17年３月15日 
株主総会決議 
ストック・オプショ
ンとしての新株予約
権

─ ─ ─ ─ ─ ─

平成18年３月15日 
株主総会決議 
ストック・オプショ
ンとしての新株予約
権

─ ─ ─ ─ ─ ─

合計 ─ ─ ─ ─ ─

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 270,825 47 平成20年３月31日 平成20年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 310,706 59 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 2,949,137千円

預入期間３か月超の定期預金 △250,144千円

現金及び現金同等物 2,698,993千円

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 2,702,663千円

預入期間３か月超の定期預金 △50,304千円

現金及び現金同等物 2,652,358千円
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

 
(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 各事業の主な内容 

①エンジニア事業・・・・・技術部門向け人材サービス提供事業 

②ファクトリー事業・・・・製造部門向け人材サービス提供事業 

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は、当社の総務部門等管理部門に係る費用

866,129千円であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は、当社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資

資金（投資有価証券等）及び管理部門に係る資産等1,416,962千円であります。 

５ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減価償却 

資産の減価償却の方法 ①有形固定資産（会計方針の変更）」に記載のとおり、当連結会計年度より法人 

税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号））に伴い、当連結会計年度から、平成19年４月１日以

降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。 この変更に従い、従

来の方法によった場合と比べ、当連結会計年度における営業費用は「エンジニア事業」が7,457千円、「フ

ァクトリー事業」が26千円、「消去又は全社」が301千円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少し、資産は

それぞれ同額少なく計上されております。 

６ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減価償却資産

の減価償却の方法 ①有形固定資産（追加情報）」に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間に

わたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。この結果、従来の方法と比較して、当連結会計

年度における営業費用は「エンジニア事業」が1,095千円、「消去又は全社」が11千円増加し、営業利益が

それぞれ同額減少し、資産はそれぞれ同額少なく計上されております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

エンジニア事業
（千円）

ファクトリー事
業（千円）

計(千円)
消去又は 
全社 
(千円)

連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

17,809,446 3,458,746 21,268,193 ― 21,268,193

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 17,809,446 3,458,746 21,268,193 ― 21,268,193

  営業費用 14,849,317 3,432,760 18,282,077 866,129 19,148,206

  営業利益 2,960,129 25,986 2,986,116 (866,129) 2,119,986

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資産 6,756,844 706,323 7,463,167 1,416,962 8,880,130

  減価償却費 164,271 807 165,079 11,129 176,208

  資本的支出 477,234 579 477,813 43,492 521,306

㈱ＶＳＮ(2135)　平成21年３月期　決算短信

- 34 -



当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
(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 各事業の主な内容 

①エンジニア事業・・・・・技術部門向け人材サービス提供事業 

②ファクトリー事業・・・・製造部門向け人材サービス提供事業 

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は、当社の総務部門等管理部門に係る費用

976,981千円であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は、当社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資

資金（投資有価証券等）及び管理部門に係る資産等1,633,233千円であります。 

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

エンジニア事業
（千円）

ファクトリー事
業（千円）

計(千円)
消去又は 
全社 
(千円)

連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

17,565,917 2,908,814 20,474,732 ─ 20,474,732

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

558 ― 558 (558) ―

計 17,566,475 2,908,814 20,475,290 (558) 20,474,732

  営業費用 15,124,708 2,921,616 18,046,324 976,981 19,023,306

  営業利益又は 
  営業損失（△）

2,441,767 △12,801 2,428,965 (977,539) 1,451,426

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資産 5,932,507 422,717 6,355,224 1,633,233 7,988,458

  減価償却費 190,610 663 191,274 13,289 204,564

  資本的支出 308,145 ─ 308,145 4,698 312,844

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも 

の以外のファイナンス・リース取引

リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額   

相当額及び期末残高相当額

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

 

取得価額 
相当額

減価償却 
累計額相当額

期末残高
相当額

(千円) (千円) (千円)

車両運搬具 7,556 6,171 1,385

工具、器具 
及び備品

30,030 11,835 18,195

無形固定資産 56,138 40,577 15,561

合計 93,725 58,583 35,141

 

 

取得価額
相当額

減価償却 
累計額相当額

期末残高
相当額

(千円) (千円) (千円)

工具、器具
及び備品

30,030 18,631 11,398

無形固定資産 45,704 40,730 4,973

合計 75,734 59,362 16,372

 

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 19,281千円

１年超 18,243千円

 合計 37,525千円

 
 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 11,302千円

１年超 6,349千円

合計 17,652千円

 

 

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 20,497千円

減価償却費相当額 19,277千円

支払利息相当額 1,334千円

 
 

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 20,153千円

減価償却費相当額 18,769千円

支払利息相当額 788千円

 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

 ⑤ 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額と

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。

 ⑤ 利息相当額の算定方法

同左
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 役員及び個人主要株主等 

 
（注） １ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

 ２ 平成20年３月７日をもって、所有株式数686,100株（議決権総数11.9％）全部を譲渡し、主要株主ではな

くなっております。上記取引金額は平成20年３月７日までの取引金額を記載しております。また、議決権等

の被所有割合は、当該譲渡の直前の被所有割合を記載しております。なお、顧問料については、当社の社内

基準に基づき決定した金額を支払っております。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

  

(関連当事者との取引)

属性 氏名 住所
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

主要株主 関口房朗 ― ―
当社 

相談役

(被所有) 

直接 

11.9

― ― 顧問料 9,002 未払金 1,000

(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

 繰延税金資産(流動)

  未払事業税 43,988千円

  未払事業所税 12,540千円

  未払費用 418,142千円

  貸倒引当金 3,376千円

 繰延税金資産(流動) 小計 478,047千円

  評価性引当額 △17,604千円

 繰延税金資産(流動) 合計 460,442千円

 
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

 繰延税金資産(流動)

 未払事業税 10,126千円

 未払事業所税 12,427千円

 未払費用 383,627千円

 貸倒引当金 2,322千円

繰延税金資産(流動) 小計 408,503千円

 評価性引当額 △9,834千円

繰延税金資産(流動) 合計 398,669千円

 

 

 繰延税金資産(固定)

  減価償却費 2,429千円

  退職給付引当金 178,784千円

  投資有価証券評価損 3,043千円

  繰越欠損金 53,650千円

  その他 1,519千円

 繰延税金資産(固定) 小計 239,426千円

  評価性引当額 △58,791千円

 繰延税金資産(固定) 合計 180,635千円

 繰延税金資産計 641,078千円

 
 

 繰延税金資産(固定)

 減価償却費 1,710千円

 退職給付引当金 201,728千円

 投資有価証券評価損 22,167千円

 繰越欠損金 67,035千円

 その他 5,298千円

繰延税金資産(固定) 小計 297,940千円

 評価性引当額 △73,078千円

繰延税金資産(固定) 合計 224,861千円

繰延税金資産計 623,531千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下である

ため注記を省略しております。 
 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳  

法定実効税率 40.69%

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.50%

住民税均等割等 0.56%

税額控除 0.18%

評価性引当額の増減 0.46%

その他 0.50%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.89%
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前連結会計年度(平成20年３月31日) 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
（注）社債は、複合金融商品であります。 

  

２．時価評価されていない有価証券 

  

 
  

  

(有価証券関係)

種類
取得原価

連結貸借対照表 
計上額

差額

(千円) (千円) (千円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

(1) 株式 ― ― ―

(2) 債券

① 国債・地方債等 ― ― ―

② 社債 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

(1) 株式 ― ― ―

(2) 債券

① 国債・地方債等 ― ― ―

② 社債 200,000 192,520 △7,480

③ その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 200,000 192,520 △7,480

合計 200,000 192,520 △7,480

内容 連結貸借対照表計上額(千円)

 子会社株式 10,000

計 10,000

 その他有価証券

  投資事業組合出資金 98,926

計 98,926
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当連結会計年度（平成21年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
（注）社債には、複合金融商品が含まれております。 

  

２．時価評価されていない有価証券 

  

 
  

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表 
計上額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

(1) 株式 ─ ─ ─

(2) 債券

① 国債・地方債等 ─ ─ ─

② 社債 ─ ─ ─

③ その他 ─ ─ ─

(3) その他 ─ ─ ─

小計 ─ ─ ─

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

(1) 株式 ─ ─ ─

(2) 債券

① 国債・地方債等 ─ ─ ─

② 社債 218,452 165,208 △53,244

③ その他 ─ ─ ─

(3) その他 ─ ─ ─

小計 218,452 165,208 △53,244

合計 218,452 165,208 △53,244

内容 連結貸借対照表計上額（千円）

 子会社株式 10,000

計 10,000

 その他有価証券

   投資事業組合出資金 95,202

計 95,202 
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１ 取引の状況に関する事項 

  

 
  

２ 取引の時価等に関する事項 

  

 
  

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(1) 取引の内容 (1) 取引の内容

  当社グループの利用しているデリバティブ取引は、

複合金融商品のみであります。
同左

(2) 取引に対する取組方針 (2) 取引に対する取組方針

  当社グループは、投機的なデリバティブ取引を積極 

的には行わない方針ではありますが、リスク範囲が限 

定された取引のみを、余剰資金運用の効率性、潜在す 

るリスクを十分検討のうえ行うこととしております。

同左

(3) 取引の利用目的 (3) 取引の利用目的

  複合金融商品は、余剰資金の運用目的で利用してお

ります。なお、デリバティブ取引についてヘッジ会計

は行っておりません。

同左

(4) 取引に係るリスクの内容 (4) 取引に係るリスクの内容

  デリバティブを組み込んだ複合金融商品は、為替変

動及び日経平均株価変動による市場リスクと、償還時

の為替相場の変動による元本毀損リスクがあります。 

 なお、当社グループが行っているデリバティブ取引

の相手先は、信用力の高い金融機関等に限定している

ため、相手先の契約不履行による信用リスクはほとん

どないものと認識しております。

同左

(5) 取引に係るリスク管理体制 (5) 取引に係るリスク管理体制

  当社グループのデリバティブ取引は、余剰資金の範

囲内でのみ行うものであり、事前に社内規定に従って

厳格に所定の決裁を受けた上で、実行しております。
同左

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
  至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

    複合金融商品の取込デリバティブ取引については、

当該複合金融商品全体を時価評価しております。 

  なお、契約金額、及び、評価損益は、「有価証券関

係」に係る注記事項において開示しております。

同左
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(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

 当社は確定給付型の制度として、退職金規程に基づ
く退職一時金制度を設けております。

１ 採用している退職給付制度の概要

同左

 

 

２ 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 439,380千円

②退職給付引当金 439,380千円

 連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便

法を採用しております。

 

２ 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 495,768千円

②退職給付引当金 495,768千円

連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法 

を採用しております。

 

３ 退職給付費用に関する事項

①勤務費用 126,742千円

②利息費用 2,799千円

③数理計算上の差異の費用処理額 △16,153千円

④退職給付費用 113,388千円

 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用

は、勤務費用に計上しております。

 

３ 退職給付費用に関する事項

①勤務費用 132,131千円

②利息費用 3,414千円

③数理計算上の差異の費用処理額 △31,485千円

④退職給付費用 104,060千円

 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用

は、勤務費用に計上しております。

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 0.8%

③数理計算上の差異の処理年数
発生年度に
一括処理

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の期間按分方法 期間定額基準

②割引率 0.8%

③数理計算上の差異の処理年数
発生年度に
一括処理
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

 
   （注） 株式数に換算して記載しております。 

なお、平成18年10月11日付で普通株式１株につき25株の分割を行っております。これにより「株式 

の付与数」が調整されております。 

  

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

① ストック・オプションの数 

 
  

② 単価情報 

 
      （注） 平成18年10月11日付で普通株式１株につき25株の分割を行っております。  

        これにより「権利行使価格」が調整されております。 

  

(ストック・オプション等関係)

 会社名 提出会社 提出会社

 決議年月日  平成17年３月15日 平成18年３月15日

 付与対象者の区分及び人数  当社従業員 657名
当社従業員 1,670名
子会社取締役 1名
子会社従業員 38名

 株式の種類及び付与数 (注)  普通株式 194,250株 普通株式 362,500株

 付与日  平成17年３月29日 平成18年３月31日

 権利確定条件

新株予約権の割り当てを
受けた者は、権利行使の際
に、当社、子会社及び関連
会社の取締役、監査役、役
員に準ずる者、従業員の地
位にあることを要する。

新株予約権の割り当てを
受けた者は、権利行使の際
に、当 社、子 会 社 の 取 締
役、監査役、役員に準ずる
者、従業員の地位にあるこ
とを要する。

 対象勤務期間 対象勤務期間の定めはあ
りません。

同左

 権利行使期間
平成20年３月29日から
平成27年３月28日まで

平成21年３月15日から 
平成28年３月14日まで

  会社名 提出会社 提出会社

   決議年月日 平成17年３月15日 平成18年３月15日

   権利確定前

    期首（株） 156,775 282,625

    付与（株） ─ ─

    失効（株） 9,575 41,850

    権利確定（株） 147,200 ─

    未確定残（株） ─ 240,775

   権利確定後

    期首（株） ─ ─

    権利確定（株） 147,200 ─

    権利行使（株） ─ ─

    失効（株） 975 ─

    未行使残（株） 146,225 ─

  会社名    提出会社 提出会社

   決議年月日 平成17年３月15日 平成18年３月15日

   権利行使価格（円） 600 2,080

   行使時平均株価（円） ─ ─

       付与日における 
    公正な評価単価（円）

─ ─
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 
  

 
   （注） 株式数に換算して記載しております。 

なお、平成18年10月11日付で普通株式１株につき25株の分割を行っております。これにより「株式 

の付与数」が調整されております。 

  

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

① ストック・オプションの数 

 
  

② 単価情報 

 
      （注） 平成18年10月11日付で普通株式１株につき25株の分割を行っております。  

        これにより「権利行使価格」が調整されております。 

  

 会社名 提出会社 提出会社

 決議年月日  平成17年３月15日 平成18年３月15日

 付与対象者の区分及び人数  当社従業員 657名
当社従業員 1,670名
子会社取締役 1名
子会社従業員 38名

 株式の種類及び付与数 (注)  普通株式 194,250株 普通株式 362,500株

 付与日  平成17年３月29日 平成18年３月31日

 権利確定条件

新株予約権の割り当てを
受けた者は、権利行使の際
に、当社、子会社及び関連
会社の取締役、監査役、役
員に準ずる者、従業員の地
位にあることを要する。

新株予約権の割り当てを
受けた者は、権利行使の際
に、当 社、子 会 社 の 取 締
役、監査役、役員に準ずる
者、従業員の地位にあるこ
とを要する。

 対象勤務期間 対象勤務期間の定めはあ
りません。

同左

 権利行使期間
平成20年３月29日から
平成27年３月28日まで

平成21年３月15日から 
平成28年３月14日まで

  会社名 提出会社 提出会社

   決議年月日 平成17年３月15日 平成18年３月15日

   権利確定前

    期首（株） ─ 240,775

    付与（株） ─ ─

    失効（株） ─ 37,375

    権利確定（株） ─ 203,400

    未確定残（株） ─ ─

   権利確定後

    期首（株） 146,225 ─

    権利確定（株） ─ 203,400

    権利行使（株） 23,300 ─

    失効（株） 9,750 4,650

    未行使残（株） 113,175 198,750

  会社名 提出会社 提出会社

   決議年月日 平成17年３月15日 平成18年３月15日

   権利行使価格（円） 600 2,080

   行使時平均株価（円） 1,327 ─

   付与日における
    公正な評価単価（円）

─ ─
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   前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

    該当事項はありません。 

  

   当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

    該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係)
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（注） 算定上の基礎 

１． １株当たり純資産額 

 
  

２． １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
（自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日）

１株当たり純資産額            844.42円 １株当たり純資産額           940.98円

１株当たり当期純利益           211.04円 １株当たり当期純利益          140.59円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益     206.41円 潜在株式調整後１株当たり当期純利益   139.14円

項目
前連結会計年度

（平成20年３月31日）
当連結会計年度

（平成21年３月31日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 
（千円）

4,867,724 4,955,651

純資産の部の合計額から控除する金額 
（千円）

1,980 270

（うち自己株式申込証拠金） (1,980) (270)

普通株式に係る純資産額（千円） 4,865,744 4,955,381

普通株式の発行済株式数（株） 5,887,125 5,887,125

普通株式の自己株式数（株） 124,875 620,920

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数（株）

5,762,250 5,266,205

項目
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日）

連結損益計算書上の当期純利益 
（千円）

1,226,753 793,706

普通株主に帰属しない金額（千円） ─ ─

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,226,753 793,706

普通株式の期中平均株式数（株） 5,812,893 5,645,385

当期純利益調整額（千円） ─ ─

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の
算定に用いられた普通株式増加数の主要
な内訳（株）

 新株予約権 130,312 58,987

普通株式増加数（株） 130,312 58,987

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり当期純利益の算定に含ま
れなかった潜在株式の概要 ─────

 平成18年３月31日定時株主総会
決議（新株予約権 7,950株）普通
株式 198,750株
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(重要な後発事象)

前連結会計年度
（自 平成19年４月１日
  至 平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日）

─────

 （自己株式の消却)

  当社は、平成21年３月26日開催の取締役会におい

て、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却

することを決議し、自己株式の消却を以下のとおり実

施いたしました。 

 

 (1)消却の理由

資本効率の向上及び株主価値の増大を図るためで

あります。

 (2)消却した株式の種類

当社普通株式

 (3)消却した株式の数

500,000株

(消却前の発行済株式総数に対する割合8.49％)

 (4)消却後の発行済株式総数

5,387,125株

 (5)消却日

平成21年４月17日

 (6)消却後の保有自己株式の数

120,920株
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5. 個別財務諸表

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年3月31日) 

当事業年度 
(平成21年3月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,744,643 2,589,312 

売掛金 2,286,774 1,917,426 

有価証券 － 19,688 

貯蔵品 2,131 1,871 

前渡金 29,977 9,977 

前払費用 237,753 227,197 

繰延税金資産 460,442 398,669 

未収入金 102,317 － 

立替金 102,748 109,055 

その他 1,975 15,936 

貸倒引当金 △8,297 △5,707 

流動資産合計 5,960,468 5,283,426 

固定資産 

有形固定資産 

建物 573,341 573,841 

減価償却累計額 △271,950 △307,456 

建物（純額） 301,391 266,384 

車両運搬具 11,162 － 

減価償却累計額 △10,287 － 

車両運搬具（純額） 875 － 

工具、器具及び備品 566,224 613,097 

減価償却累計額 △382,593 △464,743 

工具、器具及び備品（純額） 183,631 148,353 

建設仮勘定 17,379 762 

有形固定資産合計 503,277 415,500 

無形固定資産 

ソフトウエア 265,787 231,196 

ソフトウエア仮勘定 253,159 471,392 

その他 3,719 3,719 

無形固定資産合計 522,666 706,308 

投資その他の資産 

投資有価証券 291,446 240,722 

関係会社株式 430,000 211,000 

長期前払費用 45,772 70,768 

繰延税金資産 180,756 224,983 

長期預金 400,000 300,000 

差入保証金 259,540 295,236 

その他 － 19,502 

投資その他の資産合計 1,607,516 1,362,212 

固定資産合計 2,633,460 2,484,021 

資産合計 8,593,928 7,767,448 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年3月31日) 

当事業年度 
(平成21年3月31日) 

負債の部 

流動負債 

1年内償還予定の社債 100,000 － 

未払金 1,459,687 1,218,702 

未払費用 984,882 920,985 

未払法人税等 505,423 134,543 

前受金 － 4,098 

預り金 49,294 51,937 

流動負債合計 3,099,288 2,330,266 

固定負債 

退職給付引当金 426,746 481,650 

固定負債合計 426,746 481,650 

負債合計 3,526,034 2,811,917 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,063,772 1,063,772 

資本剰余金 

資本準備金 963,347 963,347 

資本剰余金合計 963,347 963,347 

利益剰余金 

繰越利益剰余金 3,341,624 3,651,224 

利益剰余金合計 3,341,624 3,651,224 

自己株式 ※２ △302,796 ※２ △718,766 

自己株式申込証拠金 1,980 270 

株主資本合計 5,067,927 4,959,848 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △34 △4,316 

評価・換算差額等合計 △34 △4,316 

純資産合計 5,067,893 4,955,531 

負債純資産合計 8,593,928 7,767,448 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年4月1日 
至 平成20年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年4月1日 
至 平成21年3月31日) 

売上高 17,809,446 17,566,475 

売上原価 11,846,803 12,332,615 

売上総利益 5,962,643 5,233,860 

販売費及び一般管理費 ※１ 3,883,846 ※１ 3,770,632 

営業利益 2,078,796 1,463,227 

営業外収益 

受取利息 10,340 7,765 

有価証券利息 － 13,383 

保険配当金 － 5,798 

受取手数料 2,294 2,569 

その他 1,301 1,671 

営業外収益合計 13,937 31,188 

営業外費用 

社債利息 1,012 394 

コミットメントフィー 18,069 8,009 

投資有価証券評価損 7,480 47,000 

その他 2,592 5,495 

営業外費用合計 29,154 60,900 

経常利益 2,063,579 1,433,516 

特別利益 

固定資産売却益 ※２ － ※２ 913 

特別利益合計 － 913 

特別損失 

固定資産除却損 ※３ 6,356 ※３ 4,298 

関係会社株式評価損 － 219,000 

原状回復費 1,110 － 

特別損失合計 7,467 223,298 

税引前当期純利益 2,056,111 1,211,130 

法人税、住民税及び事業税 961,053 597,229 

法人税等調整額 △95,715 20,484 

法人税等合計 865,337 617,713 

当期純利益 1,190,774 593,417 
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 売上原価明細書

前事業年度
（自 平成19年４月１日   
  至 平成20年３月31日）

当事業年度 
（自 平成20年４月１日   
  至 平成21年３月31日）

区分
注記 
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ 労務費 10,950,823 92.4 11,333,576 91.9

Ⅱ 経費 ※１ 895,980 7.6 999,038 8.1

  売上原価 11,846,803 100.0 12,332,615 100.0

前事業年度 
（自 平成19年４月１日   
  至 平成20年３月31日）

当事業年度 
（自 平成20年４月１日   
  至 平成21年３月31日）

 

※１ 経費のうち主な内訳は、次のとおりであります。

地代家賃 79,450千円

社宅寮費 435,812千円

外注費 111,443千円
 

※１ 経費のうち主な内訳は、次のとおりであります。

地代家賃 115,920千円

社宅寮費 536,310千円

外注費 71,568千円
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年4月1日 
至 平成20年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年4月1日 
至 平成21年3月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 1,063,772 1,063,772 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,063,772 1,063,772 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 963,347 963,347 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 963,347 963,347 

資本剰余金合計 

前期末残高 963,347 963,347 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 963,347 963,347 

繰越利益剰余金 

前期末残高 2,403,976 3,341,624 

当期変動額 

剰余金の配当 △253,125 △270,825 

当期純利益 1,190,774 593,417 

新株予約権の行使 － △12,991 

当期変動額合計 937,648 309,599 

当期末残高 3,341,624 3,651,224 

利益剰余金合計 

前期末残高 2,403,976 3,341,624 

当期変動額 

剰余金の配当 △253,125 △270,825 

当期純利益 1,190,774 593,417 

新株予約権の行使 － △12,991 

当期変動額合計 937,648 309,599 

当期末残高 3,341,624 3,651,224 

自己株式 

前期末残高 △1,587 △302,796 

当期変動額 

自己株式の取得 △301,209 △442,941 

新株予約権の行使 － 26,971 

当期変動額合計 △301,209 △415,969 

当期末残高 △302,796 △718,766 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年4月1日 
至 平成20年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年4月1日 
至 平成21年3月31日) 

自己株式申込証拠金 

前期末残高 － 1,980 

当期変動額 

自己株式申込証拠金の入金 － 12,270 

新株予約権の行使 1,980 △13,980 

当期変動額合計 1,980 △1,710 

当期末残高 1,980 270 

株主資本合計 

前期末残高 4,429,508 5,067,927 

当期変動額 

剰余金の配当 △253,125 △270,825 

当期純利益 1,190,774 593,417 

自己株式の取得 △301,209 △442,941 

自己株式申込証拠金の入金 1,980 12,270 

新株予約権の行使 － － 

当期変動額合計 638,419 △108,079 

当期末残高 5,067,927 4,959,848 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 － △34 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△34 △4,282 

当期変動額合計 △34 △4,282 

当期末残高 △34 △4,316 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 － △34 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△34 △4,282 

当期変動額合計 △34 △4,282 

当期末残高 △34 △4,316 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年4月1日 
至 平成20年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年4月1日 
至 平成21年3月31日) 

純資産合計 

前期末残高 4,429,508 5,067,893 

当期変動額 

剰余金の配当 △253,125 △270,825 

当期純利益 1,190,774 593,417 

自己株式の取得 △301,209 △442,941 

自己株式申込証拠金の入金 1,980 12,270 

新株予約権の行使 － － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △34 △4,282 

当期変動額合計 638,385 △112,362 

当期末残高 5,067,893 4,955,531 
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該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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(5) 重要な会計方針

項目
前事業年度

（自 平成19年４月１日
  至 平成20年３月31日）

当事業年度
（自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日）

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

有価証券

  (1)子会社株式

有価証券

  (1)子会社株式

  移動平均法に基づく原価法によっ

ております。
同左

  (2)その他有価証券

   時価のあるもの

  (2)その他有価証券 

   時価のあるもの

   決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）を採用してお

ります。 

 なお、組込デリバティブを区分

して測定することができない複合

金融商品は、全体を時価評価し、

評価差額を当事業年度の損益に計

上しております。

             同左

   時価のないもの    時価のないもの

   移動平均法に基づく原価法によ

っております。 

 なお、金融商品取引法第２条第

２項により有価証券とみなされる

投資事業組合等への出資持分につ

いては、最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込む

方法によっております。

             同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

たな卸資産

  貯蔵品

  移動平均法に基づく原価法によっ

ております。

たな卸資産

  貯蔵品

    移動平均法に基づく原価法（収益

性の低下による簿価切下げの方法）

によっております。

─────

（会計方針の変更）

  当連結会計年度より、「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）を適用してお

ります。 

 なお、これによる損益に与える影

響はありません。

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産(リース資産を除く)

   定率法によっております。

  ただし、建物（建物附属設備は除

く）については定額法によっており

ます。

 なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

  建物   ３年～38年

  その他  ２年～20年 

 

             同左
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項目
前事業年度

（自 平成19年４月１日
  至 平成20年３月31日）

当事業年度
（自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日）

（会計方針の変更）

  法人税法の改正（（所得税法等の

一部を改正する法律 平成19年３月

30日 法律第６号）及び（法人税法

施行令の一部を改正する政令 平成

19年３月30日 政令第83号））に伴

い、当事業年度から、平成19年４月

１日以降に取得したものについて

は、改正後の法人税法に基づく方法

に変更しております。 

 この結果、従来の方法と比較し

て、営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益はそれぞれ7,759千円減

少しております。

─────

（追加情報）

  法人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取得価額

の５％に到達した事業年度の翌事業

年度より、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。 

 この結果、従来の方法と比較し

て、営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益はそれぞれ1,107千円減

少しております。

─────

(2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産(リース資産を除く)

  定額法によっております。

 なお、ソフトウェア（自社利用

分）については、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

同左

─────

(3) リース資産

 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

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。 

 なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成20年３月31日以前のも

のについては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によって

おります。

(4) 長期前払費用

  均等償却によっております。 

 

(4) 長期前払費用

同左
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

当事業年度
（自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日）

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金

    債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上してお

ります。

同左

(2) 退職給付引当金 (2) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

の見込額に基づき計上しておりま

す。 

 なお、数理計算上の差異について

は、その発生年度に一括して処理し

ております。

同左

５ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

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

によっております。

─────

６ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜き方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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(6) 重要な会計方針の変更

 前事業年度
（自 平成19年４月１日
  至 平成20年３月31日）

当事業年度
（自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日）

─────

（リース取引に関する会計基準）

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、通常の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、当事業年度より、「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））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のものに

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 

 これによる損益に与える影響はありません。
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 表示方法の変更

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（貸借対照表） （貸借対照表）

１ 前事業年度まで「流動資産」の「その他」に含めて

表示しておりました「未収入金」は、総資産の総額の

1/100超となったため、当事業年度より区分掲記して

おります。 

 なお、前事業年度の「未収入金」の金額は5,946千

円であります。

１  前事業年度まで区分掲記しておりました「流動資

産」の「未収入金」は、総資産の総額の1/100以下と

なったため、当事業年度より「流動資産」の「その

他」に含めて表示することといたしました。 

  なお、当事業年度の「未収入金」の金額は13,296千

円であります。

２ 前事業年度まで「無形固定資産」の「その他」に含

めて表示しておりました「ソフトウェア仮勘定」は、

総資産の総額の1/100超となったため、当事業年度よ

り区分掲記しております。  

 なお、前事業年度の「ソフトウェア仮勘定」の金額

は4,219千円であります。

────

（損益計算書）

１ 前事業年度まで区分掲記しておりました「営業外収

益」の「雇用助成金収入」は、総資産の総額の10/100

以下となったため、当事業年度より「営業外収益」の

「その他」に含めて表示することといたしました。  

 なお、当事業年度の「雇用助成金収入」の金額は

385千円であります。

────

２ 前事業年度まで「営業外費用」の「その他」に含め

て表示しておりました「コミットメントライン手数

料」は、営業外費用の総額の10/100超となったため、

当事業年度より区分掲記しております。  

 なお、前事業年度の「コミットメントライン手数

料」の金額は3,480千円であります。

────
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(7) 個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
（平成20年３月31日）

当事業年度 
（平成21年３月31日）

 

 １ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行５行及び保険会社１社とコミットメントライン

契約を締結しております。 

 当連結会計年度末におけるコミットメントライン

契約に係る借入金未実行残高等は以下のとおりであ

ります。

コミットメントラインの総額 3,000,000千円

借入実行残高 ─千円

差引額 3,000,000千円
 

 １ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行５行及び保険会社１社とコミットメントライン

契約を締結しております。 

 当連結会計年度末におけるコミットメントライン

契約に係る借入金未実行残高等は以下のとおりであ

ります。

コミットメントラインの総額 3,000,000千円

借入実行残高 ─千円

差引額 3,000,000千円

────

※２  自己株式の消却 

種類                                普通株式 

株式数                             500,000株 

帳簿価額                         575,429千円

(損益計算書関係)

前事業年度
（自 平成19年４月１日
  至 平成20年３月31日）

当事業年度
（自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日）

 

※１ 販売費及び一般管理費の主な内訳は、以下のとお

りであります。

広告宣伝費 201,149千円

役員報酬 134,622千円

給料手当 1,178,382千円

退職給付費用 13,941千円

旅費交通費 263,177千円

減価償却費 90,899千円

賃借料 334,749千円

業務委託費 383,735千円

採用費 319,639千円

貸倒引当金繰入額 6,600千円

 

 

※１ 販売費及び一般管理費の主な内訳は、以下のとお

りであります。

役員報酬 136,221千円

給料手当 1,214,170千円

退職給付費用 15,178千円

旅費交通費 207,256千円

減価償却費 120,097千円

賃借料 368,817千円

業務委託費 431,184千円

採用費 302,509千円

貸倒引当金繰入額 2,108千円

 

  おおよその割合

販売費 53.5％

一般管理費 46.5％
 

  おおよその割合

販売費 51.1％

一般管理費 48.9％

─────

 

※２ 固定資産売却益の内容は、以下のとおりでありま

す。

車両運搬具 913千円

計 913千円

 

※３ 固定資産除却損の内容は、以下のとおりでありま

す。

建物 2,445千円

工具、器具及び備品 3,911千円

 計 6,356千円
  

※３ 固定資産除却損の内容は、以下のとおりでありま

す。

工具、器具及び備品 79千円

無形固定資産 4,219千円

計 4,298千円
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前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 市場買付けによる増加        124,400株 

  

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増減数の内訳は、次のとおりであります。 

 市場買付けによる増加        519,100株 

 単元未満株式の買取りのよる増加     245株 

 新株予約権の行使による減少           23,300株 

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 475 124,400 ─ 124,875

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 124,875 519,345 23,300 620,920
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前事業年度（平成20年３月31日現在） 

  

当事業年度（平成21年３月31日現在） 

(リース取引関係)

前事業年度
（自 平成19年４月１日
  至 平成20年３月31日）

当事業年度
（自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

 

取得価額 
相当額 
（千円）

減価償却累計額 
相当額 
（千円）

期末残高
相当額 
（千円）

車両運搬具 7,556 6,171 1,385

工具、器具 
及び備品

24,754 9,284 15,469

ソフト 
ウェア

52,584 38,507 14,077

合計 84,895 53,963 30,931

 

 

取得価額
相当額 
（千円）

減価償却累計額 
相当額 
（千円）

期末残高
相当額 
（千円）

工具、器具
及び備品

24,754 14,610 10,143

ソフト
ウェア

42,149 38,112 4,037

合計 66,903 52,722 14,180

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 17,509千円

１年超 15,007千円

 合計 32,516千円
  

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 9,769千円

１年超 5,075千円

合計 14,844千円

 

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 18,654千円

減価償却費相当額 17,354千円

支払利息相当額 1,234千円
  

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 17,875千円

減価償却費相当額 16,750千円

支払利息相当額 711千円

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。
 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

 ⑤ 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

 ⑤ 利息相当額の算定方法

同左

(有価証券関係)

   子会社及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

   子会社及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。
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前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

(税効果会計関係)

前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21年３月31日）

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産（流動）

  未払事業税 43,446千円

  未払事業所税 11,788千円

  未払費用 401,831千円

  貸倒引当金 3,376千円

 繰延税金資産（流動）合計 460,442千円

繰延税金資産（固定）

  減価償却費 2,429千円

  退職給付引当金 173,643千円

  投資有価証券評価損 3,043千円

  その他 1,641千円

 繰延税金資産（固定）合計 180,756千円

 繰延税金資産計 641,199千円

 

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産（流動）

 未払事業税 9,823千円

 未払事業所税 12,053千円

 未払費用 374,469千円

 貸倒引当金 2,322千円

繰延税金資産（流動）合計 398,669千円

繰延税金資産（固定）

 減価償却費 1,710千円

 退職給付引当金 195,983千円

 投資有価証券評価損 22,167千円

   関係会社株式評価損 89,111千円

   有価証券評価差額金 2,960千円

 その他 2,161千円

繰延税金資産（固定）小計 314,095千円

   評価性引当額 △89,111千円

 繰延税金資産（固定）合計 224,983千円

繰延税金資産計 623,653千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下である

ため注記を省略しております。

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.69%

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.70%

住民税均等割等 0.55%

税額控除 0.21%

評価性引当額の増減 7.36%

その他 0.49%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 51.00%

(企業結合等関係)
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（注） 算定上の基礎 

１． １株当たり純資産額 

 
  

２． １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

(１株当たり情報)

 前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日）

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日）

１株当たり純資産額             879.16円 １株当たり純資産額            940.95円

１株当たり当期純利益            204.85円 １株当たり当期純利益           105.12円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益    200.36円 潜在株式調整後１株当たり当期純利益   104.03円

項目
前事業年度

  （平成20年３月31日）
 当事業年度 

  （平成21年３月31日）

貸借対照表の純資産の部の合計額 
（千円）

5,067,893 4,955,531

純資産の部の合計額から控除する金額 
（千円)

1,980 270

（うち自己株式申込証拠金) （1,980）      （270）

普通株式に係る純資産額（千円） 5,065,913 4,955,261

普通株式の発行済株式数（株） 5,887,125 5,887,125

普通株式の自己株式数（株） 124,875 620,920

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数（株）

5,762,250 5,266,205

項目
前事業年度

（自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日）

当事業年度
（自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日）

損益計算書上の当期純利益（千円） 1,190,774 593,417

普通株主に帰属しない金額（千円） ─ ─

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,190,774 593,417

普通株式の期中平均株式数（株） 5,812,893 5,645,385

当期純利益調整額（千円） ─ ─

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の
算定に用いられた普通株式増加数の主要
な内訳（株）

 新株予約権 130,312 58,987

普通株式増加数（株） 130,312 58,987

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり当期純利益の算定に含ま
れなかった潜在株式の概要 ―――――

平成18年３月31日定時株主総会
決議（新株予約権 7,950個）普
通株式 198,750株
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(重要な後発事象)

前事業年度
（自 平成19年４月１日
  至 平成20年３月31日）

当事業年度
（自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日）

─────

 （自己株式の消却)

  当社は、平成21年３月26日開催の取締役会におい

て、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却

することを決議し、自己株式の消却を以下のとおり実

施いたしました。 

 

 (1)消却の理由

資本効率の向上及び株主価値の増大を図るためで

あります。

 (2)消却した株式の種類

当社普通株式

 (3)消却した株式の数

500,000株

(消却前の発行済株式総数に対する割合8.49％)

 (4)消却後の発行済株式総数

5,387,125株

 (5)消却日

平成21年４月17日

 (6)消却後の保有自己株式の数

120,920株
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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