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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 580 △34.2 △61 ― △45 ― △39 ―
21年3月期第1四半期 882 ― △111 ― △110 ― △73 ―

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 △2,069.65 ―
21年3月期第1四半期 △3,867.14 ―

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 851 401 47.2 21,203.73
21年3月期 831 438 52.8 23,192.18

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  401百万円 21年3月期  438百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 0.00
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

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

1,220 △30.7 △69 ― △69 ― △43 ― △2,271.77

通期 2,680 △19.7 69 ― 69 ― 22 ― 1,162.30
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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) 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  無  

(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 
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及び業績予想の御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」を閲覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 18,935株 21年3月期  18,935株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  7株 21年3月期  7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 18,928株 21年3月期第1四半期 18,928株
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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

　当第１四半期におけるわが国経済は、経済指標の一部に景気の改善傾向が見られたものの、昨年からの米国の金融

不安に端を発した景気後退による失業率の増加等の雇用不安や消費の低迷など、引き続き厳しい状況となりました。

　このような状況のなか、当社グループでは直面する厳しい事業環境を乗り切るため、市場変化を的確にとらえ営業

所の統廃合を実施するなど経営資源の効率化と営業力の集約化を図ることにより、一層の高付加価値のサービス提供

ができる体制の構築に努めました。そのため営業所については、８拠点(高崎、新潟、立川、厚木、沼津、滋賀、神戸、

広島)の統廃合を実施し、28拠点を20拠点に集約しました。また労働原価についても、待機のテクノロジストへの雇用

調整助成金の活用を行うなど抑制に努めました。

  しかしながら、主力取引先である大手製造メーカーの多くで事業環境の好転が見られなかったことから、主力事業

の技術者派遣である技術職知財リース事業においては厳しい状況となりました。また海外事業については、韓国経済

が回復基調となったことから一般派遣事業が寄与し、売上高が増加しました。　

　これらの結果、当第１四半期の業績は、売上高580百万円（前年同期比34.2％減）、営業損失61百万円（前年同期は

111百万円の損失）、経常損失45百万円（前年同期は110百万円の損失）、四半期純損失39百万円（前年同期は73百万

円の損失）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。

①技術職知財リース事業

　電子・電気機器関連、自動車関連等の顧客企業からの取引が前年同期比減少した結果、技術職知財リース事業につ

いての売上高は508百万円（前年同期比38.1％減）、営業利益は５百万円（前年同期比209.9％増）となりました。

②一般派遣及びエンジニア派遣事業

　韓国子会社の㈱ウリジオが寄与し、売上高は72百万円（前年同期比19.8％増）、営業損失は０百万円（前年同期は

３百万円の利益）となりました。

③その他

　その他についての売上高は0.5百万円（前年同期比59.8％減）、営業利益は0.4百万円（前年同期は０百万円の利益）

となりました。

　

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

①日本

　主力である技術職知財リース事業におきまして、電子・電気機器関連、自動車関連の製造メーカーへの取引が寄与

した結果、売上高は504百万円（前年同期比39.0％減）、営業損失は58百万円（前年同期は107百万円の損失）となり

ました。

②韓国

　韓国国内で一般派遣及びエンジニア派遣事業を行う㈱ウリジオの業績が寄与した結果、売上高は75百万円（前年同

期比38.1％増）、営業損失は２百万円（前年同期は４百万円の損失）となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  当第１四半期連結会計期間末の資産総額は851百万円となり、前連結会計年度末より19百万円の増加となりました。

これは主に現金及び預金の増加によるものであります。

　負債総額は449百万円となり、前連結会計年度末より56百万円増加いたしました。これは主に未払費用の増加による

ものであります。また純資産は401百万円となり、前連結会計年度末より37百万円の減少となりました。

　なお、自己資本比率は47.2％と前連結会計年度末の52.8％に比べ5.6ポイント低下いたしました。

    （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

64百万円増加（前年同期は119百万円の減少）し、328百万円となりました。

　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、得られた資金は69百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失41百万円、賞与引

当金の減少40百万円があったものの、未払費用の増加100百万円、売上債権の減少59百万円等によるものであります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）　

　投資活動の結果、得られた資金は３百万円となりました。これは主に無形固定資産取得による支出１百万円があっ

たものの、敷金保証金の返還による収入５百万円等によるものであります。

 (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９百万円となりました。これは主に短期借入金の減少９百万円等によるものであ

ります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

 第２四半期及び通期業績予想につきましては、主力事業である技術職知財リース事業において、主要取引先の製造

業全体の取り巻く環境が依然として厳しいことから業界動向を推測しづらいこともあり、当初予想通りとしておりま

す。

　また営業所については、平成21年５月８日付で公表しております14拠点の統廃合のうち、残りの６拠点（郡山、千

葉、岡崎、津、京都、岡山）の統廃合を実施し全国14拠点とし、さらに資本効率を高めてまいります。

　以上により平成22年３月期の連結業績予想につきましては、５月公表の予想通り売上高2,680百万円、営業利益69百

万円、経常利益69百万円、当期純利益22百万円としております。

 

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）

  該当事項はありません。　

 

（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

　該当事項はありません。

 

（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

　該当事項はありません。
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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 328,270 263,660

売掛金 271,807 331,238

繰延税金資産 25,820 25,820

その他 80,698 64,228

貸倒引当金 △1,754 △2,049

流動資産合計 704,841 682,897

固定資産   

有形固定資産 8,724 9,494

無形固定資産 11,239 9,955

投資その他の資産   

敷金及び保証金 107,511 111,747

その他 20,222 17,839

貸倒引当金 △1,470 －

投資その他の資産合計 126,263 129,586

固定資産合計 146,227 149,036

資産合計 851,068 831,933

負債の部   

流動負債   

短期借入金 90,910 99,999

未払費用 148,745 46,806

未払法人税等 45 180

賞与引当金 42,011 82,304

その他 96,225 96,770

流動負債合計 377,937 326,060

固定負債   

退職給付引当金 71,787 66,891

固定負債合計 71,787 66,891

負債合計 449,724 392,951
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（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 230,441 230,441

資本剰余金 229,839 229,839

利益剰余金 △49,772 △10,597

自己株式 △659 △659

株主資本合計 409,849 449,023

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △163 △1,241

為替換算調整勘定 △8,341 △8,800

評価・換算差額等合計 △8,504 △10,041

純資産合計 401,344 438,981

負債純資産合計 851,068 831,933
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（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 882,932 580,755

売上原価 683,968 455,956

売上総利益 198,963 124,799

販売費及び一般管理費 310,771 185,799

営業損失（△） △111,808 △61,000

営業外収益   

受取利息 3 6

受取配当金 53 41

助成金収入 － 14,485

受取手数料 1,087 －

その他 190 1,545

営業外収益合計 1,334 16,079

営業外費用   

支払利息 － 440

為替差損 353 628

その他 － 1

営業外費用合計 353 1,069

経常損失（△） △110,826 △45,991

特別利益   

事業税還付税額 － 20,768

その他 － 391

特別利益合計 － 21,160

特別損失   

投資有価証券評価損 174 －

営業所統廃合費用 － 4,315

特別退職金 － 12,400

特別損失合計 174 16,715

税金等調整前四半期純損失（△） △111,001 △41,546

法人税、住民税及び事業税 6,838 2,579

法人税等調整額 △44,632 －

法人税等還付税額 － △4,951

四半期純損失（△） △73,206 △39,174
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（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損失（△） △111,001 △41,546

減価償却費 1,666 1,418

投資有価証券評価損 174 －

受取利息及び受取配当金 △56 △48

支払利息 － 440

投資有価証券売却損益（△は益） － △112

賞与引当金の増減額（△は減少） △65,451 △40,293

売上債権の増減額（△は増加） △19,863 59,045

仕入債務の増減額（△は減少） △933 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,493 4,679

未払金の増減額（△は減少） △60,126 △10,433

未払費用の増減額（△は減少） 199,091 100,422

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,866 10,067

預り金の増減額（△は減少） 7,532 △263

その他 △12,602 △14,318

小計 △60,942 69,057

利息及び配当金の受取額 56 48

利息の支払額 － △524

法人税等の支払額 △38,598 △3,921

法人税等の還付額 － 4,951

営業活動によるキャッシュ・フロー △99,483 69,610

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 △1,452 －

有形固定資産の売却による収入 － 352

無形固定資産の取得による支出 △2,806 △1,904

投資有価証券の売却による収入 － 165

敷金及び保証金の差入による支出 △6,943 △751

敷金及び保証金の返還による収入 182 5,275

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,020 3,138

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） － △9,089

配当金の支払額 △9,633 △14

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,633 △9,103

現金及び現金同等物に係る換算差額 223 965

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △119,914 64,610

現金及び現金同等物の期首残高 479,310 263,660

現金及び現金同等物の四半期末残高 359,395 328,270
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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）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

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）

技術職知財

リース事業

一般派遣及び

エンジニア

派遣事業

その他 計 消去又は全社 連結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

　Ⅰ売上高

　(１)外部顧客に対する売上高 821,342 60,211 1,377 882,932 － 882,932

　(２)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 821,342 60,211 1,377 882,932 － 882,932

　　営業費用 819,489 56,401 1,317 877,208 117,532 994,740

　　営業利益 1,853 3,810 59 5,723 △117,532 △111,808

(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　各区分の主なサービス

　　　(１)技術職知財リース事業・・・・・・・・機械設計、電気・電子設計、ソフトウェア開発分野を中心に、顧客企

業に対し派遣または請負の形態で専門技術を提供・支援する事業

　　　(２)一般派遣及びエンジニア派遣事業・・・製造現場業務全般、一般事務業務全般を中心とした登録制派遣事業

　　　(３)その他・・・・・・・・・・・・・・・上記２つの事業内容にあてはまらない事業

　　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(117,532千円)の主なものは、親会社本社の管

理部門に係る費用であります。

 

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）

技術職知財

リース事業

一般派遣及び

エンジニア

派遣事業

その他 計 消去又は全社 連結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

　Ⅰ売上高

　(１)外部顧客に対する売上高 508,044 72,158 553 580,755 － 580,755

　(２)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 508,044 72,158 553 580,755 － 580,755

　　営業費用 502,299 72,250 60 574,611 67,145 641,756

　　営業利益 5,744 △92 492 6,144 △67,145 △61,000

(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　各区分の主なサービス

　　　(１)技術職知財リース事業・・・・・・・・機械設計、電気・電子設計、ソフトウェア開発分野を中心に、顧客企

業に対し派遣または請負の形態で専門技術を提供・支援する事業

　　　(２)一般派遣及びエンジニア派遣事業・・・製造現場業務全般、一般事務業務全般を中心とした登録制派遣事業

　　　(３)その他・・・・・・・・・・・・・・・上記２つの事業内容にあてはまらない事業

　　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(67,145千円)の主なものは、親会社本社の管理

部門に係る費用であります。
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ｂ．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）

日本 韓国 計 消去又は全社 連結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

　Ⅰ売上高

　（１）外部顧客に対する売上高 827,980 54,951 882,932 － 882,932

　（２）セグメント間の内部売上高又は

　　　　振替高
－ 1,570 1,570 △1,570 －

計 827,980 56,521 884,502 △1,570 882,932

　　営業費用 935,116 61,193 996,310 △1,570 994,740

　　営業利益 △107,136 △4,672 △111,808 － △111,808

(注)１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　２　本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　韓国・・・ソウル市

　　３　当期における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

 

 　　 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）

日本 韓国 計 消去又は全社 連結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

　Ⅰ売上高

　（１）外部顧客に対する売上高 504,863 75,892 580,755 － 580,755

　（２）セグメント間の内部売上高又は

　　　　振替高
－ 1,277 1,277 △1,277 －

計 504,863 77,169 582,032 △1,277 580,755

　　営業費用 563,317 79,715 643,033 △1,277 641,756

　　営業利益 △58,454 △2,546 △61,000 － △61,000

(注)１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　２　本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　韓国・・・ソウル市

　　３　当期における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

ｃ．海外売上高

　　  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）

韓国 計

（千円） （千円）

　　Ⅰ　海外売上高 54,951 54,951

　　Ⅱ　連結売上高  882,932

　　Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合 6.2% 6.2%

 

(注)１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　２　本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　韓国・・・ソウル市

 

　　  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）

韓国 計

（千円） （千円）

　　Ⅰ　海外売上高 75,892 75,892

　　Ⅱ　連結売上高  580,755

　　Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合 13.1% 13.1%

 

(注)１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　２　本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　韓国・・・ソウル市
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（６）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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