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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 4,430 △33.1 △405 ― △49 ― △64 ―

21年3月期第2四半期 6,621 ― 146 ― 147 ― 58 ―

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2四半期 △12.96 ―

21年3月期第2四半期 11.77 ―

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2四半期 5,974 2,084 34.0 405.68
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2四半期  2,028百万円 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 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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。 

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2四半期 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2四半期  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2四半期 4,999,947株 21年3月期第2四半期 4,999,947株



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気対策の効果もあり最悪の局面からは脱しつつも、設備

投資や機械受注は低迷を続け、雇用状況の悪化などもあり、厳しい経済環境が続きました。 

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、本格的回復にはほど遠い状況のまま推移いたしました。 

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２四半期連結累計期間におけ

る売上高は 千円（前年同期比33.1％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 千円（前年同期営業利益146,947千円）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、 千円（前年同期経常利益147,188

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等を計上し、 千円（前年同期四半期純利益58,867

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、顧客からの特定の経験や技術スキルに絞り込んだ技術者需要は見ら

れるものの、全般的には、本年１月以降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

3,884,829千円（前年同期比32.9％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377,280千円（前年同期営業利益171,419千円）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546,091千円（前年同期比33.2％

減）、営業損失31,039千円（前年同期営業利益6,521千円）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638,008千円減少の3,711,947千円となりました。残高の主な内訳

は、現金及び預金2,075,462千円、受取手形及び売掛金1,139,076千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23,446千円増加の2,262,306千円となりました。残高の主な内訳

は、有形固定資産1,351,718千円、無形固定資産228,453千円、投資その他の資産682,134千円となっておりま

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471,253千円減少の2,637,618千円となりました。残高の主な内訳

は、短期借入金1,175,000千円、未払費用523,490千円、賞与引当金517,978千円となっております。主な減少要

因は買掛金および未払費用の減少ならびに、未払法人税等、未払消費税等の減少によるものであります。 

  固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ20,417千円減少の1,252,378千円となりました。残高の主な内訳

は、長期借入金281,930千円、退職給付引当金763,380千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２四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411,288千円減少し、当第２四半期連結会計期間末には1,995,599千円となりました。当第２四半期連結累

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、295,683千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が

82,148千円となったほか、未払消費税等の減少額114,320千円、特別退職金の支払額106,143千円などによるもの

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、37,767千円となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入30,394

千円があったものの、子会社株式の取得による支出47,500千円、定期預金の預入による支出10,109千円および貸

付けによる支出9,530千円など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

4,430,920

405,336

49,115

64,779

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 （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、78,209千円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出59,986

千円、配当金の支払額50,003千円によるものであります。 

  

当第２四半期累計期間の業績は当初計画を上回るものとなりましたが、顧客ニーズの回復は期初の予想に比較

して足取りが重く、通期の業績予想については、平成21年７月31日付当社「平成22年３月期第１四半期決算短

信」にて発表しました通期連結業績予想から売上高および各種利益の額は変更ありません。 

 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
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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２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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 2,075,462 2,482,641 

受取手形及び売掛金 1,139,076 1,412,982 

商品及び製品 16,891 27,723 

仕掛品 17,780 17,160 

原材料及び貯蔵品 4,038 4,400 

その他 461,766 412,334 

貸倒引当金 △3,069 △7,286 

流動資産合計 3,711,947 4,349,956 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 674,941 694,152 

土地 603,590 603,590 

その他（純額） 73,186 82,614 

有形固定資産合計 1,351,718 1,380,356 

無形固定資産   

のれん 177,530 168,450 

その他 50,923 64,036 

無形固定資産合計 228,453 232,486 

投資その他の資産   

その他 687,345 634,709 

貸倒引当金 △5,210 △8,692 

投資その他の資産合計 682,134 626,016 

固定資産合計 2,262,306 2,238,859 

資産合計 5,974,253 6,588,816 

負債の部   

流動負債   

買掛金 65,659 135,030 

短期借入金 1,175,000 1,160,000 

1年内返済予定の長期借入金 120,850 118,412 

未払法人税等 14,385 98,255 

賞与引当金 517,978 551,829 

未払費用 523,490 589,125 

その他 220,254 456,218 

流動負債合計 2,637,618 3,108,871 

固定負債   

長期借入金 281,930 317,354 

退職給付引当金 763,380 739,464 

その他 207,067 215,977 

固定負債合計 1,252,378 1,272,795 

負債合計 3,889,996 4,381,667 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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 675,667 790,447 

自己株式 △40 △40 

株主資本合計 2,069,068 2,183,848 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △52,014 △76,513 

為替換算調整勘定 11,316 15,034 

評価・換算差額等合計 △40,697 △61,479 

少数株主持分 55,886 84,779 

純資産合計 2,084,257 2,207,148 

負債純資産合計 5,974,253 6,588,816 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 6,621,437 4,430,920 

売上原価 5,358,463 4,003,190 

売上総利益 1,262,973 427,730 

販売費及び一般管理費 1,116,026 833,067 

営業利益又は営業損失（△） 146,947 △405,336 

営業外収益   

受取利息及び配当金 2,302 2,225 

保険配当金 4,355 4,650 

受取地代家賃 14,132 11,417 

助成金収入 － 345,746 

その他 3,528 4,694 

営業外収益合計 24,319 368,734 

営業外費用   

支払利息 9,284 11,815 

為替差損 11,648 － 

その他 3,144 697 

営業外費用合計 24,077 12,513 

経常利益又は経常損失（△） 147,188 △49,115 

特別利益   

前期損益修正益 － 41,395 

貸倒引当金戻入額 － 4,251 

固定資産売却益 156 － 

投資有価証券売却益 － 16 

特別利益合計 156 45,662 

特別損失   

前期損益修正損 － 3,688 

固定資産除却損 538 17 

減損損失 － 4,911 

特別退職金 － 70,078 

投資有価証券評価損 81 － 

特別損失合計 619 78,696 

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（△）

146,725 △82,148 

法人税、住民税及び事業税 133,395 7,594 

法人税等調整額 △45,590 △26,983 

法人税等合計 87,804 △19,389 

少数株主利益 53 2,020 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 58,867 △64,779 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△） 146,725 △82,148 

減価償却費 54,884 49,176 

のれん償却額 8,435 7,506 

特別退職金 － 70,078 

助成金収入 － △345,746 

賞与引当金の増減額（△は減少） 48,968 △33,850 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 43,058 23,916 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,861 △7,698 

受取利息及び受取配当金 △2,302 △2,225 

支払利息 9,284 11,815 

為替差損益（△は益） － △4,250 

固定資産売却損益（△は益） △156 － 

固定資産除却損 538 17 

売上債権の増減額（△は増加） 13,956 274,098 

たな卸資産の増減額（△は増加） 75,323 10,585 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △37,712 7,632 

仕入債務の増減額（△は減少） △56,070 △69,437 

未払消費税等の増減額（△は減少） 20,569 △114,320 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 13,061 △155,448 

その他 2,149 10,134 

小計 344,574 △350,163 

利息及び配当金の受取額 2,300 2,231 

利息の支払額 △9,858 △11,788 

特別退職金の支払額 － △106,143 

助成金の受取額 － 262,387 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △14,775 △92,207 

営業活動によるキャッシュ・フロー 322,240 △295,683 

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 △4,609 △10,109 

定期預金の払戻による収入 56,000 6,000 

有形固定資産の取得による支出 △4,788 △7,079 

有形固定資産の売却による収入 323 － 

無形固定資産の取得による支出 △1,490 △2,397 

貸付けによる支出 △7,940 △9,530 

貸付金の回収による収入 1,608 3,749 

差入保証金の差入による支出 △3,164 △8,031 

差入保証金の回収による収入 4,093 30,394 

子会社株式の取得による支出 － △47,500 

その他 △3,876 6,734 

投資活動によるキャッシュ・フロー 36,156 △37,767 
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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） 56,000 15,000 

長期借入れによる収入 － 27,000 

長期借入金の返済による支出 △53,584 △59,986 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3,036 △10,219 

社債の償還による支出 △30,000 － 

配当金の支払額 △62,084 △50,003 

財務活動によるキャッシュ・フロー △92,704 △78,209 

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,215 372 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 275,908 △411,288 

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 1,560,162 1,995,599 
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 該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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．追加情報 

  当第２四半期連結累計期間 

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２四半期連結累計期間 

  （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

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、当第２四半期連結累

計期間の営業利益は、ＩＴ事業で17,270千円減少しております。 

（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  5,791,662  818,065  11,709  6,621,437 ―  6,621,437

 （２）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 9,211 ―  18,171  27,382  △27,382 ― 

 計  5,800,873  818,065  29,881  6,648,820  △27,382  6,621,437

 営業利益（又は営業損失(△)）  171,419  6,521  △15,122  162,818  △15,871  146,947

  

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  3,884,829  546,091  4,430,920 ―  4,430,920

 （２）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
―  402  402  △402  ― 

 計  3,884,829  546,493  4,431,322  △402  4,430,920

営業損失(△)  △377,280  △31,039  △408,319  2,982  △405,336

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  韓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。 
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前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。 

  

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔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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