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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 1,564 △16.3 27 176.5 26 149.8 18 408.5
21年3月期第1四半期 1,869 ― 9 ― 10 ― 3 ―

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 819.07 ―

21年3月期第1四半期 159.33 ―

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 1,526 683 44.7 29,536.21
21年3月期 1,659 677 40.9 29,317.14

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  683百万円 21年3月期  677百万円

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 ― 600.00 600.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 600.00 600.00

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

3,231 △14.1 25 ― 21 ― 9 ― 389.17

通期 6,633 △8.9 64 834.7 56 340.8 33 ― 1,426.97
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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） 

（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。 

(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予想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。 

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） 22年3月期第1四半期 23,400株 21年3月期  23,400株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  274株 21年3月期  274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 23,126株 21年3月期第1四半期 23,378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１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日までの３ヶ月間）におけるわが国経済は、

輸出や生産が持ち直したものの、設備投資が減少し、個人消費も弱い動きを続けるなど、景気は厳しい状況で推移

しました。 

人材サービス業界においては、企業収益の極めて大幅な減少を背景に、完全失業率が上昇を続け、有効求人倍率

も一段と低下するなど、雇用情勢が急速に悪化しており、人材派遣の需要は減少傾向となりました。 

このような経営環境のもと、当社グループ（当社及び当社の連結子会社のことをいう。以下同じ。）では、期初

に営業組織を抜本的に改編し、役員・従業員が一体となった粘り強い営業活動を通して、主力の人材派遣事業での

収益確保と、他の事業分野における新たな収益源の開拓に努めました。また、前連結会計年度（期末にかけて支店

廃止、人件費の調整などの経費削減策を実行しました。）に引き続き、経費節減に努めるなど、グループを挙げて

収益構造の早期改善に取り組みました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間（３ヶ月間）における当社グループの業績は、人材派遣事業の減収から

売上高が1,564,652千円（前年同四半期比83.7％）となり、相対的に利益率が高い人材紹介事業の低迷もあって売上

総利益も338,777千円（同80.2％）となりました。しかし、販売費及び一般管理費の総額を前年同四半期の４分の３

の水準まで縮小できたことなどから、営業利益は27,046千円（前年同四半期比276.5％）、経常利益は26,824千円

（同249.8％）、四半期純利益は18,941千円（同508.5％）となり、利益面では前年同四半期の実績を大きく上回り

ました。 

当社グループが営む人材サービス関連事業における各事業部門別の業績は、次のとおりであります。 

なお、事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部門に区分して記載しております。 

① 人材派遣事業 

前連結会計年度における急激な景気悪化の影響から、前年同四半期に比べて派遣労働者数が全体的に減少し、

派遣料金も弱含みでの推移となっております。地域密着型の粘り強い営業活動により、派遣労働者数の減少に歯

止めがかかりつつあるものの、売上高は1,482,077千円（前年同四半期比84.2％）、売上総利益は281,327千円

（同81.8％）にとどまりました。 

② 人材紹介事業 

企業の採用意欲の著しい低下により、若年層を対象とした紹介予定派遣、高い専門性や豊富な経験を有する人

材の紹介がともに低迷したことから、売上高は19,608千円（前年同四半期比34.6％）、売上総利益は19,579千円

（同34.5％）となり、前年同四半期の実績を大きく下回りました。 

③ アウトソーシング事業 

案件ごとの適法性と採算性を見極めながら、今後の需要回復を見込んだ地域密着型の粘り強い営業活動を展開

した結果、売上高は11,147千円（前年同四半期比63.5％）、売上総利益は2,458千円（同50.6％）となりました。

④ その他の事業 

景気の悪化を受けて需要が高まっている再就職支援サービス（アウトプレースメント）では、四国地域におけ

る過去の実績への評価や、複数の有力な再就職支援会社との業務提携の効果もあって、売上が前年同四半期の５

倍強に増加しました。また、株式会社クリエ・イルミネートが首都圏を中心に提供するＩＴ（情報技術）関連サ

ービス（ＩＴ研修ほか）は、その独自性の高さから、不況の中にあって堅調な売上を維持しております。この結

果、その他の事業の売上高は51,819千円（前年同四半期比149.4％）、売上総利益は35,411千円（同210.9％）と

なりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ133,083千円減少して、1,526,635千円となりま

した。これは、当第１四半期連結会計期間末にあたる平成21年６月の売上が前連結会計年度末（平成21年３月）の実

績を下回ったことに伴う売掛金の減少（758,554千円から643,823千円へ114,731千円減）などによるものでありま

す。 

負債は、前連結会計年度末に比べ138,149千円減少して843,581千円となりました。これは、返済による短期借入金

の減少（128,000千円から67,000千円へ61,000千円減）などによるものであります。なお、有利子負債の期末残高は

194,480千円となり、前連結会計年度末より73,630千円減少しております。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ5,066千円増加して683,054千円となりました。これは、配当金の支払い及び四

半期純利益の計上に伴う利益剰余金の変動（328,914千円から333,981千円へ5,066千円増）によるものであります。

なお、自己資本比率は、前連結会計年度末より3.8ポイント上昇して44.7％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日までの３ヶ月間）における現金及び現金同等

物（以下「資金」という。）の期末残高は518,552千円となり、前連結会計年度末に比べ15,610千円減少しました。 

当第１四半期連結累計期間（３ヶ月間）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。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第１四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は71,709千円（前年同四半期は29,732千円の使

用）となりました。これは、税金等調整前四半期純利益の計上、売上債権の減少などによるものであります。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

当第１四半期連結累計期間において投資活動の結果獲得した資金は186千円（前年同四半期は14,939千円の使

用）となりました。これは、差入保証金の減少（「その他」に含めて表示しております。）などによるものであり

ます。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

当第１四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は87,505千円（前年同四半期は84,546千円の獲

得）となりました。これは、銀行からの借入金の返済、配当金の支払いなど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 

当第１四半期連結累計期間の業績は、概ね予想どおりの推移となりました。平成22年３月期（第２四半期連結累計

期間及び通期）の連結業績予想について、本資料の発表日現在、平成21年５月13日付「平成21年３月期 決算短信」

にて公表しました数値に変更はありません。 

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） 

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 

① 連結の範囲に関する事項の変更 

（会計方針の変更） 

当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指

針」（企業会計基準適用指針第22号 平成20年５月13日）を適用しております。これによる当第１四半期連結

会計期間の四半期連結財務諸表への影響はありません。 

② 表示方法の変更 

（四半期連結貸借対照表関係） 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する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）が適用となることに伴い、前第１四半期連結会計期間において「貯蔵品」として掲記されてい

たものは、当第１四半期連結会計期間から「原材料及び貯蔵品」と掲記しております。なお、当第１四半期連

結会計期間の「原材料及び貯蔵品」に含まれる「貯蔵品」は3,788千円であります。 
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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 518,552 534,163

売掛金 643,823 758,554

仕掛品 31 114

原材料及び貯蔵品 3,788 3,901

前払費用 44,271 25,560

繰延税金資産 13,930 21,210

その他 3,453 4,782

貸倒引当金 △235 △402

流動資産合計 1,227,617 1,347,886

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 19,947 20,794

工具、器具及び備品（純額） 17,181 19,116

その他（純額） 163 163

有形固定資産合計 37,293 40,074

無形固定資産   

のれん 96,000 102,000

ソフトウエア 33,840 36,668

電話加入権 4,188 4,188

その他 519 544

無形固定資産合計 134,548 143,401

投資その他の資産   

投資有価証券 11,438 11,000

繰延税金資産 10,751 10,588

差入保証金 101,196 102,675

破産更生債権等 4,003 4,003

その他 3,789 4,091

貸倒引当金 △4,003 △4,003

投資その他の資産合計 127,176 128,355

固定資産合計 299,018 311,832

資産合計 1,526,635 1,659,718
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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) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 67,000 128,000

1年内返済予定の長期借入金 42,520 44,520

未払金 49,793 62,180

未払費用 457,539 496,059

未払消費税等 71,109 64,800

未払法人税等 1,876 6,700

預り金 15,332 11,402

賞与引当金 15,038 30,356

その他 5,641 4,925

流動負債合計 725,851 848,944

固定負債   

長期借入金 84,960 95,590

退職給付引当金 32,769 31,740

その他 － 5,455

固定負債合計 117,729 132,786

負債合計 843,581 981,730

純資産の部   

株主資本   

資本金 243,400 243,400

資本剰余金 112,320 112,320

利益剰余金 333,981 328,914

自己株式 △6,646 △6,646

株主資本合計 683,054 677,988

純資産合計 683,054 677,988

負債純資産合計 1,526,635 1,659,718
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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 1,869,379 1,564,652

売上原価 1,447,097 1,225,874

売上総利益 422,281 338,777

販売費及び一般管理費 412,499 311,730

営業利益 9,781 27,046

営業外収益   

受取利息 13 0

業務受託手数料 1,650 900

その他 291 133

営業外収益合計 1,955 1,033

営業外費用   

支払利息 996 1,256

営業外費用合計 996 1,256

経常利益 10,739 26,824

特別利益   

貸倒引当金戻入額 220 402

特別利益合計 220 402

特別損失   

固定資産除却損 180 274

特別損失合計 180 274

税金等調整前四半期純利益 10,778 26,951

法人税、住民税及び事業税 1,212 893

法人税等調整額 5,841 7,116

法人税等合計 7,054 8,009

四半期純利益 3,724 18,941
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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利益 10,778 26,951

減価償却費 10,949 12,516

貸倒引当金の増減額（△は減少） 63 △167

賞与引当金の増減額（△は減少） △28,807 △15,317

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3 1,029

長期未払金の増減額（△は減少） △5,547 △5,455

受取利息及び受取配当金 △13 △0

支払利息 996 1,256

株式報酬費用 4,409 －

固定資産除却損 － 274

有形固定資産除却損 180 －

売上債権の増減額（△は増加） 44,527 114,731

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,757 196

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,515 6,309

その他の資産の増減額（△は増加） △30,321 △17,530

その他の負債の増減額（△は減少） △29,292 △46,261

その他 1,923 △1,281

小計 △28,421 77,253

利息及び配当金の受取額 13 0

利息の支払額 △1,519 △1,107

法人税等の支払額 △206 △4,436

法人税等の還付額 400 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △29,732 71,709

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 △5,157 △528

無形固定資産の取得による支出 △9,130 △247

投資有価証券の取得による支出 － △438

その他 △652 1,399

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,939 186

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） 21,000 △61,000

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △8,400 △12,630

配当金の支払額 △28,053 △13,875

財務活動によるキャッシュ・フロー 84,546 △87,505

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 39,874 △15,610

現金及び現金同等物の期首残高 473,517 534,163

現金及び現金同等物の四半期末残高 513,391 518,552
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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 

〔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）及び当第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） 

 当社グループは人材サービス関連事業に特化した企業集団として、同一セグメントに属する人材派遣事業、

人材紹介事業、アウトソーシング事業等を行っており、人材サービス関連事業以外に事業の種類がないた

め、該当事項はありません。 

〔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）及び当第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） 

  本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

〔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）及び当第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） 

  海外売上高がないため、該当事項はありません。 

（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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６．その他の情報 

（１）比較売上高明細表（事業部門別） 

（２）比較売上高明細表（地域別） 

  

  

事業部門の名称 

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） 

前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

  
金 額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金 額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金 額 

（千円） 

構成比 

（％） 

人材派遣事業 1,760,392 94.2 1,482,077 94.7 6,878,943 94.4 

人材紹介事業 56,744 3.0 19,608 1.3 137,061 1.9 

アウトソーシング事業 17,555 0.9 11,147 0.7 75,023 1.0 

その他の事業 34,686 1.9 51,819 3.3 192,902 2.7 

合 計 1,869,379 100.0 1,564,652 100.0 7,283,930 100.0 

  

  

地 域 

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） 

前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

  
金 額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金 額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金 額 

（千円） 

構成比 

（％） 

四 国 948,806 50.8 794,289 50.8 3,615,357 49.6 

中 国 402,074 21.5 291,676 18.6 1,463,335 20.1 

近 畿 164,980 8.8 124,382 7.9 584,188 8.0 

中 部 111,153 5.9 96,364 6.2 428,501 5.9 

関 東 242,364 13.0 257,939 16.5 1,192,547 16.4 

合 計 1,869,379 100.0 1,564,652 100.0 7,283,930 100.0 
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