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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 2,235 △32.0 △247 ― △67 ― △65 ―

21年3月期第1四半期 3,287 11.0 2 ― 11 ― △10 ―

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

22年3月期第1四半期 △13.16 ―

21年3月期第1四半期 △2.11 ―

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

22年3月期第1四半期 5,983 2,113 33.9 405.56
21年3月期 6,588 2,207 32.2 424.48

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,027百万円 21年3月期  2,122百万円

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  

（注１）21年３月期期末配当金の内訳 普通配当 ５円 記念配当 ５円 
（注２）当社は定款において第２四半期末日および期末日を基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。 

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

21年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成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）

（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

第2四半期 
連結累計期間

4,400 △33.5 △420 ― △90 ― △190 ― △38.00

通期 9,200 △28.5 △600 ― △70 ― △170 ― △34.00



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  
（注） 詳細は、４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） 

(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．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
いては、４ページ「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．当社は、安定的な経営基盤を確立し財務体質の強化に努めるとともに、安定的かつ配当性向を意識した適切な利益還元と毎期の業績を総合的に勘案
し配当水準に反映させていくことを配当の基本方針としております。しかしながら、経営環境の先行きが依然不透明であるため、次期の配当につきましては
現時点では未定とし、今後の業績動向を勘案した上で第２四半期の決算短信報告時までにご提案させていただきたいと考えております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 5,000,000株 21年3月期  5,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  53株 21年3月期  53株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 4,999,947株 21年3月期第1四半期 4,999,947株



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出や生産など一部に持ち直しの動きがみられたものの、企業

収益や設備投資が大幅に減少し、景気は厳しい状況となりました。 

 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、ハイブリッド車等の一部

製品に好調さは見られるものの、引き続き厳しい状況が続きました。 

 このような状況の中、顧客各社の研究開発費やＩＴ投資の抑制にともない、当第１四半期連結会計期間における売

上高は2,235,298千円（前年同期比32.0％減）となりました。 

 一方、利益面においては、平成21年３月31日公表の経営合理化策に取り組み、原価および販売費及び一般管理費の

圧縮に努めましたが、営業損失247,816千円（前年同期営業利益2,383千円）となりました。 

 経常損失は、前述の要因に加えて寮費収入や助成金収入等を計上し、67,164千円（前年同期経常利益11,304千円）

となりました。 

 四半期純損失は、希望退職募集にともなう特別退職金を計上し、65,813千円（前年同期四半期純損失10,559千円）

となりました。 

  

 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、一部顧客において前期の急激な開発体制縮小の反動となるゆり戻し需要

は見られるものの、全般的には、前期後半の契約継続打ち切りによる帰任待機者の増加、残業抑制や休業処置による

工数の減少、技術料金見直しによるレートの低下等、売上高を構成する要素が前期を下回り、売上高は1,950,763千

円（前年同期比31.8％減）となりました。利益面においては、経営合理化策に取り組み、原価および販売費及び一般

管理費の圧縮に努めた結果、営業損失237,947千円（前年同期営業利益233千円）となりました。 

 ＩＴ事業については、顧客のＩＴ投資計画の延期等にともない、売上高284,535千円（前年同期比32.7％減）、営

業損失11,128千円（前年同期営業利益9,492千円）となりました。 

 なお、教育関連事業は、当連結会計年度より事業活動を休止しております。 

  

 （1）資産、負債及び純資産の状況 

 流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ805,292千円減少の3,544,664千円となりました。残高の主な内訳

は、現金及び預金2,049,933千円、受取手形及び売掛金1,103,720千円となっております。主な減少要因は売上高

減少による受取手形及び売掛金の減少によるものであります。 

 固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ200,447千円増加の2,439,306千円となりました。残高の主な内訳

は、有形固定資産1,372,595千円、無形固定資産222,749千円、投資その他の資産843,962千円となっております。

主な増加要因は繰延税金資産の増加によるものであります。 

 流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ493,184千円減少の2,615,686千円となりました。残高の主な内訳

は、短期借入金1,226,000千円、未払費用525,932千円、賞与引当金225,180千円となっております。主な減少要因

は賞与引当金の減少であります。 

 固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ17,663千円減少の1,255,132千円となりました。残高の主な内訳

は、長期借入金305,593千円、退職給付引当金736,146千円となっております。主な減少要因は長期借入金の減少

によるものであります。 

 （2）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四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、前連結会計年度末に

比べて437,258千円減少し、当第１四半期連結会計期間末には1,969,628千円となりました。 

 当第１四半期連結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） 

営業活動の結果使用した資金は、424,227千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が

98,484千円のほか、賞与引当金の減少額326,648千円、および特別退職金の支払額106,143千円によるものであ

ります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、18,501千円となりました。これは主に、差入保証金の差入による支出6,347

千円、有形固定資産の取得による支出5,905千円、および貸付けによる支出5,530千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

２．連結財政状態に関する定性的情報



（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は、5,175千円となりました。これは主に、金融機関からの借入れによる短期借

入金の純増加額66,000千円および配当金の支払額46,011千円によるものであります。  

  

 第２四半期連結累計期間および通期の業績予測につきましては、当第１四半期における売上並びに利益が計画通り

に推移していることから、現時点において平成21年５月15日に発表いたしました業績予想から変更はありません。 

 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。最終の業績

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。  

  

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

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



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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,049,933 2,482,641

受取手形及び売掛金 1,103,720 1,412,982

商品及び製品 25,574 27,723

仕掛品 14,253 17,160

原材料及び貯蔵品 4,293 4,400

その他 350,362 412,334

貸倒引当金 △3,473 △7,286

流動資産合計 3,544,664 4,349,956

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 686,916 694,152

土地 603,590 603,590

その他（純額） 82,088 82,614

有形固定資産合計 1,372,595 1,380,356

無形固定資産   

のれん 164,696 168,450

その他 58,052 64,036

無形固定資産合計 222,749 232,486

投資その他の資産   

その他 850,532 634,709

貸倒引当金 △6,570 △8,692

投資その他の資産合計 843,962 626,016

固定資産合計 2,439,306 2,238,859

資産合計 5,983,971 6,588,816

負債の部   

流動負債   

買掛金 44,390 135,030

短期借入金 1,226,000 1,160,000

1年内返済予定の長期借入金 120,404 118,412

未払法人税等 8,822 98,255

賞与引当金 225,180 551,829

未払費用 525,932 589,125

その他 464,957 456,218

流動負債合計 2,615,686 3,108,871

固定負債   

長期借入金 305,593 317,354

退職給付引当金 736,146 739,464

その他 213,393 215,977

固定負債合計 1,255,132 1,272,795

負債合計 3,870,819 4,381,667



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21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 674,634 790,447

自己株式 △40 △40

株主資本合計 2,068,035 2,183,848

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △52,402 △76,513

為替換算調整勘定 12,154 15,034

評価・換算差額等合計 △40,247 △61,479

少数株主持分 85,363 84,779

純資産合計 2,113,151 2,207,148

負債純資産合計 5,983,971 6,588,816



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,287,871 2,235,298

売上原価 2,670,783 2,024,711

売上総利益 617,087 210,587

販売費及び一般管理費 614,704 458,404

営業利益又は営業損失（△） 2,383 △247,816

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,428 1,128

保険配当金 4,355 4,650

受取地代家賃 6,848 6,042

助成金収入 － 171,937

その他 2,209 3,211

営業外収益合計 14,841 186,969

営業外費用   

支払利息 4,135 5,960

リース解約損 1,483 －

その他 301 357

営業外費用合計 5,920 6,317

経常利益又は経常損失（△） 11,304 △67,164

特別利益   

前期損益修正益 － 38,585

投資有価証券売却益 － 16

貸倒引当金戻入額 123 3,863

特別利益合計 123 42,464

特別損失   

前期損益修正損 － 3,688

固定資産除却損 452 17

特別退職金 － 70,078

特別損失合計 452 73,785

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

10,976 △98,484

法人税、住民税及び事業税 14,911 6,650

法人税等調整額 7,807 △39,906

法人税等合計 22,718 △33,255

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,183 584

四半期純損失（△） △10,559 △65,813



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

10,976 △98,484

減価償却費 26,637 24,398

のれん償却額 4,217 3,753

特別退職金 － 70,078

助成金収入 － △171,937

賞与引当金の増減額（△は減少） △340,036 △326,648

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,369 △3,317

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,450 △5,935

受取利息及び受取配当金 △1,428 △1,128

支払利息 4,135 5,960

為替差損益（△は益） － △3,290

固定資産除却損 452 17

売上債権の増減額（△は増加） △16,664 311,560

たな卸資産の増減額（△は増加） 36,370 5,160

その他の流動資産の増減額（△は増加） △38,108 19,891

仕入債務の増減額（△は減少） △36,235 △90,699

未払消費税等の増減額（△は減少） 34,971 △37,212

その他の流動負債の増減額（△は減少） 195,808 6,239

その他 1,718 55

小計 △92,364 △291,538

利息及び配当金の受取額 1,428 1,140

利息の支払額 △5,387 △4,025

特別退職金の支払額 － △106,143

助成金の受取額 － 68,732

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △41,010 △92,393

営業活動によるキャッシュ・フロー △137,334 △424,227

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 △2,050 △4,551

定期預金の払戻による収入 50,000 －

有形固定資産の取得による支出 △1,844 △5,905

無形固定資産の取得による支出 △1,490 △1,000

貸付けによる支出 △4,980 △5,530

貸付金の回収による収入 858 1,474

差入保証金の差入による支出 △1,455 △6,347

差入保証金の回収による収入 2,736 2,674

その他 △4,043 684

投資活動によるキャッシュ・フロー 37,730 △18,501



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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） 322,000 66,000

長期借入れによる収入 － 20,000

長期借入金の返済による支出 △26,792 △29,769

社債の償還による支出 △30,000 －

配当金の支払額 △49,677 △46,011

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △814 △5,044

財務活動によるキャッシュ・フロー 214,716 5,175

現金及び現金同等物に係る換算差額 △139 294

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 114,973 △437,258

現金及び現金同等物の期首残高 1,284,253 2,406,887

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,399,227 1,969,628



該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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．教育関連事業は、当連結会計年度より事業活動を休止したため、記載対象セグメントから除外しております。

４．会計処理方法の変更 

 前第１四半期連結累計期間 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準）  

   当第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、営業利益は、Ｒ＆Ｄ

アウトソーシング事業で11,781千円、ＩＴ事業で16,486千円それぞれ減少しております。 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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。  

(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  2,858,603  422,803  6,464  3,287,871 ―  3,287,871

 （２）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 4,466  ―  10,238  14,705  △14,705 ―

 計  2,863,070  422,803  16,702  3,302,576  △14,705  3,287,871

 営業利益（又は営業損失）  233  9,492  △13,602  △3,876  6,259  2,383

  

Ｒ＆Ｄアウト

ソーシング 

事業 

（千円） 

ＩＴ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  1,950,763  284,535  2,235,298  ―  2,235,298

 （２）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
   ―   237  237  △237  ― 

 計  1,950,763  284,772  2,235,535  △237  2,235,298

 営業損失  △237,947  △11,128  △249,075  1,258  △247,816

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  外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〕



   

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

海外売上高は、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。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

海外売上高は、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。 

  

   

該当事項はありません。 

   

〔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
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