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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 1,624 △40.1 △371 ― △177 ― △133 ―
21年3月期第2四半期 2,713 ― 35 ― 35 ― 12 ―

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 △3,354.05 ―
21年3月期第2四半期 303.60 303.39

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 2,669 1,180 44.2 29,697.09
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2四半期  1,180百万円 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
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 ― 2,400.00 2,400.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 600.00 600.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 3,136 ― △883 ― △367 ― △251 ― △6,331.37
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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、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) 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、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) 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 有

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 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2四半期  ―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2四半期 39,753株 21年3月期第2四半期 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２四半期累計期間のわが国経済は、最悪期を脱したとみられるものの、個人消費の低迷や雇用状況の悪化な

ど全体的にはきわめて低い水準にあり、依然として先行きが不透明な状況が続いております。 

このような状況の中、当社においては新規顧客の開拓、既存顧客へのスピーディ且つ的確な営業展開、技術者の

早期戦力化を目的としたより実践的な教育訓練を推進いたしました。しかしながら、当社の主要顧客であるメーカー

では、在庫・生産調整の進展、輸出の持ち直しなど景気回復への兆しがみられるものの、積極的な製品開発など行う

までにはいたらず、当社を取り巻く環境は厳しい状況で推移いたしました。その結果、技術者ニーズ減少による待機

技術者の増加や技術料金の低下、稼働時間の減少が顕著にみられました。当第２四半期累計期間における技術者の稼

働率は60.2％（稼働率(％)＝稼働技術者数/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。また、社員の雇用維持のため政府の緊急雇用対策を活用し雇用調整助成金の申請を行

いました。 

これらの結果、当第２四半期累計期間の売上高は1,624百万円（前年同期比40.1％減）、売上原価は1,705百万円

（同25.8％減）、販売費及び一般管理費は290百万円（同23.2％減）、営業損失は371百万円（前年同期営業利益35百

万円）、経常損失は177百万円（前年同期経常利益35百万円）、税引前四半期純損失は177百万円（前年同期税引前四

半期純利益21百万円）、四半期純損失は133百万円（前年同期四半期純利益12百万円）となりました。売上原価は、

売上高の減少が主要因でありますが、新卒社員を含む待機技術者の戦力化遅れに伴う労務費及び教育経費の増加もあ

り、売上に対する構成比率は105.0％（前年同期比20.3ポイント増）となりました。販売費及び一般管理費は、家賃

地代の圧縮、役員報酬の減額及び人件費の圧縮、採用関連及びその他経費の効率的活用に努めたものの、売上に対す

る構成比率は17.9％（前年同期比3.9ポイント増）となりました。また、雇用調整助成金につきましては営業外収益

に計上しております。 

  

 当第２四半期における総資産は2,669百万円となり、前事業年度末に比べ534百万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1,180百

万円となり、前事業年度末に比べ228百万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44.2％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第２四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、売上高の減少が影響し

て、前事業年度末に比べ405百万円減少し412百万円となりました。 

 当第２四半期累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は131百万円の支出となりました。税引前

四半期純損失、賞与引当金の減少等がその主な要因であります。 

 「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を取得したことによ

るものです。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は272百万円の支出となりました。借入金の返済及び配当金の支払いがその

主な要因であります。 

  

今後の経済状況につきましては、先行きの不透明感はしばらく続き、厳しい状況が続くと見込まれます。しか

し、当社の主要顧客であるメーカーにおいては、開発ニーズの回復基調も見られており、第３四半期以降には徐々に

受注も上向いてくると予想しておりますが、業績に現れるには今しばらく時間がかかるものと見込んでおります。 

このような状況のなか、通期の業績見通しにつきましては、当第２四半期累計期間同様に稼働率が当初計画を下

回ると予想し修正しております。平成21年10月27日付にて発表しております「業績予想及び配当予想の修正に関する

お知らせ」をご参照下さい。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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
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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２四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用する方法によっております。 

 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。  

  

助成金収入の計上基準の変更  

  当社は、当事業年度の第１四半期会計期間から雇用調整助成金の支給申請を行っており、収入金額の客観性・

確実性確保の観点から、支給決定時を収入の計上基準としておりましたが、当第２四半期会計期間より、労働局

に対する支給申請受理時を収入計上の基準とすることに変更しております。 

 この変更は、当第２四半期会計期間において支給実績と申請金額とに乖離がなく、申請した金額が助成金と

して支給されることに不確実性がないと合理的に判断できるようになったこと、労働者への賃金負担額の一部

を助成するという制度趣旨に鑑みて、賃金計上時期と収入計上時期の相違を短縮し、より適切な期間損益計算

を行うために実施するものであります。 

  この変更により、当第２四半期累計期間における経常損失及び税引前四半期純損失は、それぞれ113百万円減

少しております。また、第１四半期累計期間の経常損失及び税引前四半期純損失は、変更後の方法によった場

合に比べ、それぞれ41百万円多く計上されております。 

  

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２四半期会計期間末 
(平成21年９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 412,175 817,219

受取手形及び売掛金 397,465 593,488

仕掛品 8,488 5,536

貯蔵品 124 230

前払費用 29,179 28,816

繰延税金資産 73,458 104,811

未収還付法人税等 － 75,532

その他 125,891 10,385

流動資産合計 1,046,782 1,636,020

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 427,864 438,337

構築物（純額） 3,695 4,065

車両運搬具（純額） 2,296 2,901

工具、器具及び備品（純額） 5,273 6,869

土地 968,009 968,009

有形固定資産合計 1,407,140 1,420,183

無形固定資産   

ソフトウエア 5,045 5,982

施設利用権 1,906 1,923

無形固定資産合計 6,951 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 2,418 2,848

繰延税金資産 155,415 80,797

会員権 2,130 2,130

差入保証金 43,705 49,106

貸倒引当金 △1,800 △1,800

投資その他の資産合計 208,870 140,082

固定資産合計 1,622,962 1,568,172

資産合計 2,669,745 3,204,193
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 174,000 214,000

1年内返済予定の長期借入金 275,040 275,040

未払金 5,751 13,639

未払費用 293,399 322,143

未払法人税等 1,574 －

未払消費税等 － 25,210

預り金 23,147 23,227

賞与引当金 158,906 240,166

その他 2,259 1,888

流動負債合計 934,079 1,115,558

固定負債   

長期借入金 339,440 476,960

退職給付引当金 147,018 138,398

役員退職慰労引当金 68,658 63,986

固定負債合計 555,117 679,345

負債合計 1,489,196 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 465,498 694,239

株主資本合計 1,180,548 1,409,289

純資産合計 1,180,548 1,409,289

負債純資産合計 2,669,745 3,204,193
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 2,713,639 1,624,362

売上原価 2,299,945 1,705,893

売上総利益又は売上総損失（△） 413,693 △81,530

販売費及び一般管理費   

役員報酬 42,749 34,956

給料及び賞与 138,559 128,020

賞与引当金繰入額 19,533 12,636

退職給付引当金繰入額 808 732

役員退職慰労引当金繰入額 5,764 4,672

法定福利費 24,692 22,468

採用費 21,617 2,085

旅費及び交通費 10,604 7,062

支払手数料 28,345 23,689

地代家賃 38,307 21,957

減価償却費 3,296 3,722

その他 43,647 28,206

販売費及び一般管理費合計 377,926 290,208

営業利益又は営業損失（△） 35,766 △371,739

営業外収益   

受取利息 756 102

受取配当金 50 50

受取手数料 747 696

助成金収入 － 197,863

その他 347 2,321

営業外収益合計 1,901 201,034

営業外費用   

支払利息 2,576 6,362

その他 0 0

営業外費用合計 2,576 6,362

経常利益又は経常損失（△） 35,091 △177,067

特別損失   

事務所移転損失引当金繰入額 14,063 －

特別損失合計 14,063 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 21,028 △177,067

法人税等 8,959 △43,733

四半期純利益又は四半期純損失（△） 12,068 △133,333
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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２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

21,028 △177,067

減価償却費 12,370 13,997

長期前払費用償却額 1,727 1,454

賞与引当金の増減額（△は減少） 35,542 △81,260

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,863 8,619

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,764 4,672

受取利息及び受取配当金 △806 △152

支払利息 2,576 6,362

売上債権の増減額（△は増加） △38,382 196,022

たな卸資産の増減額（△は増加） 414 △2,845

前払費用の増減額（△は増加） △9,644 △586

差入保証金の増減額（△は増加） △2,556 8,368

その他の資産の増減額（△は増加） △5,415 △117,382

仕入債務の増減額（△は減少） △61 △242

未払費用の増減額（△は減少） 21,538 △28,744

預り金の増減額（△は減少） 435 △80

その他の負債の増減額（△は減少） △12,707 △32,382

小計 42,688 △201,246

利息及び配当金の受取額 674 170

利息の支払額 △2,927 △6,138

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △123,774 76,001

営業活動によるキャッシュ・フロー △83,339 △131,212

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 △516,427 △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 △516,787 △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） △58,400 △40,000

長期借入れによる収入 324,000 －

長期借入金の返済による支出 △18,000 △137,520

配当金の支払額 △87,469 △95,036

財務活動によるキャッシュ・フロー 160,130 △272,556

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △439,996 △405,044

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 326,629 412,175
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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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