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

22年3月期第1四半期 841 △35.8 △176 ― △178 ― △107 ―
21年3月期第1四半期 1,311 ― △30 ― △30 ― △19 ―

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 △2,707.00 ―
21年3月期第1四半期 △493.31 ―

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 3,007 1,206 40.1 30,344.14
21年3月期 3,204 1,409 44.0 35,451.14

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,206百万円 21年3月期  1,409百万円

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 ― ― ― 2,400.00 2,400.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 1,200.00 1,200.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）

（注）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 
累計期間

1,785 △34.2 △204 ― △209 ― △103 ― △2,614.80

通期 4,057 △22.6 △39 ― △48 ― 94 △11.0 2,383.87
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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  

（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。 

(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） 

（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) 発行済株式数（普通株式） 

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 39,753株 21年3月期  39,753株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 39,753株 21年3月期第1四半期 39,753株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。 
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当第１四半期におけるわが国経済は、一部の経済指標で改善の兆しが見え始めてはいるものの、世界的な景気後

退の影響を受け企業収益は大幅に減少しており、依然として先行き不透明な状況が続いております。当社の主要顧客

であるメーカーにおいても、在庫調整の進展に伴う生産回復が見られるなか、収益確保のための開発費削減、設備投

資の抑制などのコスト削減が行われる厳しい状況でありました。 

このような状況のなか、全国的に新規顧客、有望業種への営業開拓を図りながら、既存顧客との継続契約、受注獲

得を第一に待機技術者の戦力化をスピーディに出来るように営業展開いたしました。また、待機技術者へより顧客ニ

ーズへ対応出来る実践的な教育を推進しました。しかしながら、開発要員の削減、技術者ニーズ減少による同業他社

との競争の激化、コスト削減による技術料金の低下、稼働時間の減少などが顕著に見られ、厳しい状況となりまし

た。４月入社の新卒技術者63名につきましては、未経験者へのニーズが極めて少なく戦力化が殆ど出来ない状況でし

た。その結果、当第１四半期会計期間における技術者の稼働率は61.5％（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１四半期の売上高は841百万円（前年同四半期比35.8％減）、売上原価は868百万円（同24.0％

減）、販売費及び一般管理費は149百万円（同24.7％減）、営業損失は176百万円（前年同四半期営業損失30百万

円）、経常損失は178百万円（前年同四半期経常損失30百万円）、税引前第１四半期純損失は178百万円（前年同四半

期純損失30百万円）、第１四半期純損失は107百万円（前年同四半期純損失19百万円）となりました。売上原価は、

新卒技術者、未経験技術者の戦力化の遅れ、契約期間の終了に伴う待機技術者の増加を主要因とする稼働率の低下に

より、売上に対する構成比率が103.2％（前年同四半期に比べ16.0ポイント増）となりました。また、販売費及び一

般管理費は、本社を含む拠点の集約やサテライト閉鎖に伴う家賃地代等の圧縮、採用関連費用の抑制、役員報酬の減

額などの人件費の削減により、売上高の減少による影響を最小限にとどめ、売上に対する構成比率は17.7％（前年同

四半期比2.6ポイント増）となりました。 

また、今年度の経済環境の先行きは、厳しい状況が続くと予想されており、待機技術者については5月より雇用調

整助成金（休業補償、教育訓練）の申請を行っております。  

  

 当四半期における総資産は3,007百万円となり、前事業年度末に比べ196百万円の減少となりました。これは、現金

及び預金残高の減少及びに売上高の減少に伴う売掛金残高の減少よるものであります。また、純資産は1,206百万円

となり、前事業年度末に比べ203百万円の減少となりました。これは、配当金の支払及び四半期純損失による利益剰

余金の減少によるものであります。なお、自己資本比率は40.1％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況）  

 当四半期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。）の残高は、税引前四半期純損失が影響

して、前事業年度末に比べ132百万円減少し685百万円となりました。 

当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、130百万円の支出となりました。この主な要因は、税引前四半期純損失を

計上したこと及び賞与引当金が減少したことによります。 

  投資活動によるキャッシュ・フローは、1百万円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得によるもので

あります。 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、0百万円の支出となりました。これは短期借入金の増加があったものの、

配当金の支払及び長期借入金の返済という減少要因がこれを上回ったことによります。 

  

  業績予想につきましては、平成21年5月13日付「平成21年3月期決算短信（非連結）」にて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。 

  

  四半期連結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１四半期会計期間は税引前当期純損失を計上したため、これに一時差異等に該当 

しない重要な差異である交際費損金不算入を考慮して、法定実効税率により計算しております。 

  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。  

 該当事項はありません。 

  

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

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

（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
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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１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 685,160 817,219

受取手形及び売掛金 462,906 593,488

仕掛品 5,300 5,536

貯蔵品 165 230

前払費用 33,871 28,816

繰延税金資産 175,625 104,811

未収還付法人税等 77,721 75,532

その他 8,614 10,385

流動資産合計 1,449,366 1,636,020

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 433,101 438,337

構築物（純額） 3,880 4,065

車両運搬具（純額） 2,599 2,901

工具、器具及び備品（純額） 6,067 6,869

土地 968,009 968,009

有形固定資産合計 1,413,658 1,420,183

無形固定資産   

ソフトウエア 5,514 5,982

施設利用権 1,914 1,923

無形固定資産合計 7,428 7,905

投資その他の資産   

投資有価証券 7,000 7,000

長期前払費用 2,449 2,848

繰延税金資産 80,797 80,797

会員権 2,130 2,130

差入保証金 46,295 49,106

貸倒引当金 △1,800 △1,800

投資その他の資産合計 136,872 140,082

固定資産合計 1,557,959 1,568,172

資産合計 3,007,326 3,204,193
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 － 242

短期借入金 345,000 214,000

1年内返済予定の長期借入金 275,040 275,040

未払金 13,261 13,639

未払費用 330,782 322,143

未払法人税等 1,754 －

未払消費税等 37,987 25,210

預り金 75,141 23,227

賞与引当金 81,970 240,166

その他 23,049 1,888

流動負債合計 1,183,987 1,115,558

固定負債   

長期借入金 408,200 476,960

退職給付引当金 142,573 138,398

役員退職慰労引当金 66,294 63,986

固定負債合計 617,068 679,345

負債合計 1,801,056 1,794,904

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 491,220 694,239

株主資本合計 1,206,270 1,409,289

純資産合計 1,206,270 1,409,289

負債純資産合計 3,007,326 3,204,193
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 1,311,138 841,880

売上原価 1,143,502 868,795

売上総利益又は売上総損失（△） 167,635 △26,914

販売費及び一般管理費   

役員報酬 21,249 17,165

給料及び賞与 69,619 63,654

賞与引当金繰入額 10,066 6,011

退職給付引当金繰入額 405 370

役員退職慰労引当金繰入額 2,870 2,307

法定福利費 12,434 11,338

採用費 13,918 1,053

旅費及び交通費 5,290 3,664

支払手数料 16,948 14,607

地代家賃 19,127 11,150

減価償却費 1,648 1,862

その他 24,435 15,936

販売費及び一般管理費合計 198,015 149,122

営業損失（△） △30,380 △176,036

営業外収益   

受取利息 387 103

受取配当金 50 50

受取手数料 374 354

その他 347 11

営業外収益合計 1,159 519

営業外費用   

支払利息 813 3,258

その他 0 0

営業外費用合計 813 3,258

経常損失（△） △30,034 △178,775

税引前四半期純損失（△） △30,034 △178,775

法人税等 △10,423 △71,164

四半期純損失（△） △19,610 △107,611
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純損失（△） △30,034 △178,775

減価償却費 6,175 7,002

長期前払費用償却額 721 824

賞与引当金の増減額（△は減少） △162,967 △158,196

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,384 4,175

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,870 2,307

受取利息及び受取配当金 △437 △153

支払利息 813 3,258

売上債権の増減額（△は増加） △13,653 130,581

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,617 301

前払費用の増減額（△は増加） △5,354 △5,021

差入保証金の増減額（△は増加） △2,124 5,517

その他の資産の増減額（△は増加） △3,015 △1,256

仕入債務の増減額（△は減少） △289 △242

未払費用の増減額（△は減少） 30,507 8,638

預り金の増減額（△は減少） 60,705 40,157

その他の負債の増減額（△は減少） △5,050 15,429

小計 △122,362 △125,451

利息及び配当金の受取額 169 50

利息の支払額 △971 △3,292

法人税等の支払額 △123,748 △1,840

営業活動によるキャッシュ・フロー △246,912 △130,533

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 △13,393 △1,275

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 △13,753 △1,275

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） 150,610 131,000

長期借入金の返済による支出 － △68,760

配当金の支払額 △52,373 △62,489

財務活動によるキャッシュ・フロー 98,236 △249

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △162,430 △132,058

現金及び現金同等物の期首残高 766,626 817,219

現金及び現金同等物の四半期末残高 604,196 685,160
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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