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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 3,640 △32.9 △395 ― △18 ― △5 ―
21年3月期第1四半期 5,425 ― 264 ― 272 ― 159 ―

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 △1.05 ―
21年3月期第1四半期 27.71 27.35

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 9,339 4,641 49.7 881.26
21年3月期 7,988 4,955 62.0 940.98

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,641百万円 21年3月期  4,955百万円

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 ― 59.00 59.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 10.00 10.00

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

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  

[(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。] 

(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 
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。 

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 5,387,125株 21年3月期  5,887,125株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  120,520株 21年3月期  620,920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 5,266,359株 21年3月期第1四半期 5,771,725株
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当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日）におけるわが国経済は、輸出の下

げ止まりや在庫調整の進展により、生産が一部持ち直したものの、企業収益が大幅に減少した事により設

備投資が抑制され、雇用・所得環境は一段と厳しさを増す等、依然厳しい状況が続いております。 

 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・通信業界は一部の先行きに

不透明感が見え始めたものの、通信キャリアにおいては、成長は鈍化しながらも引き続き堅調に推移しま

した。電気機器、機械、精密機器及び輸送用機器業界は引き続き厳しい事業環境となっております。顧客

企業の人材サービスへの需要においては、稼働時間の低迷や派遣契約が更改されない等、引き続き減少す

る傾向となりました。 

 このような環境の下、当社グループは、サービス領域の拡大と、有望な新分野を含めた顧客に対し柔軟

な価格設定による提案を行い、派遣率の最大化に努めてまいりました。また、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た結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は

3,640百万円（前年同期比32.9％減）となりました。 

 当社グループにおける主要事業であるエンジニア事業においては、今後の景気回復時における業績拡大

を目指して平成21年４月に新卒エンジニアを446名採用し、ヒューマンスキルやテクニカルスキル向上の

ための研修を実施いたしました。また、既存エンジニアの待機者については業績連動型の賃金制度により

労務費を抑制したものの、派遣開始の遅れが発生したことで売上原価率は上昇しました。 

 販売費及び一般管理費において、採用費の抑制、外部委託の見直し及び内製化等の経費の抜本的な見直

しを行い、コスト削減に努めましたが、売上総利益の減少分を補うには至らなかったため、営業損失は

395百万円（前年同期は営業利益264百万円）となりました。 

 また、業績予想の公表数値に含めておりませんでしたエンジニアの技術・知識の向上や雇用の維持を目

的とした雇用調整助成金収入378百万円を営業外収益として計上した結果、経常損失は18百万円（前年同

期は経常利益272百万円）、四半期純損失は５百万円（前年同期は四半期純利益159百万円）となりまし

た。 

  
  

資産、負債及び純資産の状況 
当第１四半期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1,338百万円増加

し、7,021百万円となりました。これは、主として現金及び預金が1,159百万円増加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12百万円増加し、2,317百万円となりました。これは、主

として投資有価証券が20百万円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1,350百万円増加し、9,339百万円となりました。 

負債については、流動負債は前連結会計年度末に比べ789百万円増加し、3,326百万円となりました。こ

れは、主として賞与引当金が331百万円、１年内返済予定の長期借入金が438百万円増加したことによるも

のであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ875百万円増加し、1,371百万円となりました。これ

は、主として長期借入金が861百万円増加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1,665百万円増加し、4,697百万円となりました。 

純資産は前連結会計年度末に比べ314百万円減少し、4,641百万円となりました。これは、主として剰余

金の配当により310百万円減少したことによるものであります。 
  

当第１四半期の連結業績については、概ね計画どおりに推移していることから、平成21年５月15日付で
発表いたしました業績予想の変更はしておりません。 
 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。 
 現時点の業績予想の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
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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。 
  

該当事項はありません。 
  

  

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 3,862,301 2,702,663

売掛金 1,787,216 2,148,331

有価証券 52,843 19,688

貯蔵品 1,520 2,307

その他 1,321,731 815,830

貸倒引当金 △4,255 △5,707

流動資産合計 7,021,358 5,683,114

固定資産   

有形固定資産 417,979 416,077

無形固定資産 692,567 706,646

投資その他の資産 1,207,272 1,182,620

固定資産合計 2,317,819 2,305,344

資産合計 9,339,177 7,988,458

負債の部   

流動負債   

1年内返済予定の長期借入金 438,664 －

未払金 1,423,602 1,396,895

未払費用 918,542 943,493

未払法人税等 127,399 138,447

賞与引当金 331,257 －

その他 86,812 58,201

流動負債合計 3,326,279 2,537,038

固定負債   

長期借入金 861,336 －

退職給付引当金 510,312 495,768

固定負債合計 1,371,648 495,768

負債合計 4,697,928 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 2,759,410 3,651,345

自己株式 △142,836 △718,766

自己株式申込証拠金 － 270

株主資本合計 4,643,693 4,959,968

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,444 △4,316

評価・換算差額等合計 △2,444 △4,316

純資産合計 4,641,249 4,955,651

負債純資産合計 9,339,177 7,988,458
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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 5,425,462 3,640,865

売上原価 4,040,742 3,180,027

売上総利益 1,384,720 460,837

販売費及び一般管理費 1,120,282 855,991

営業利益又は営業損失（△） 264,437 △395,153

営業外収益   

受取利息 4,640 603

投資有価証券評価益 4,680 －

助成金収入 － 378,773

その他 1,304 772

営業外収益合計 10,624 380,148

営業外費用   

支払利息 426 935

コミットメントフィー 1,995 1,994

その他 311 491

営業外費用合計 2,734 3,421

経常利益又は経常損失（△） 272,328 △18,426

特別利益   

固定資産売却益 913 －

貸倒引当金戻入額 66 1,351

その他 － 71

特別利益合計 980 1,422

特別損失   

固定資産除却損 12 －

原状回復費 － 73

特別損失合計 12 73

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（△）

273,296 △17,077

法人税、住民税及び事業税 284,452 109,787

法人税等調整額 △171,107 △121,329

法人税等合計 113,344 △11,542

四半期純利益又は四半期純損失（△） 159,952 △5,535
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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） 

該当事項はありません。 

  

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） 

 
※ 平成21年４月17日付で自己株式500,000株の消却をいたしました。 

(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

(単位：千円)

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
自己株式 
申込証拠金

株主資本
合計

前連結会計年度末残高 1,063,772 963,347 3,651,345 △718,766 270 4,959,968

当第１四半期連結会計期間末までの 
変動額

 剰余金の配当 △310,706 △310,706

 四半期純損失（△） △5,535 △5,535

 自己株式の消却 ※ △575,429 575,429 ─

 その他 △263 499 △270 △33

当第１四半期連結会計期間末までの 
変動額合計

△891,934 575,929 △270 △316,274

当第１四半期連結会計期間末残高 1,063,772 963,347 2,759,410 △142,836 ─ 4,643,693
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