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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 7,105 △34.2 △606 ― 176 △75.3 92 △77.3
21年3月期第2四半期 10,796 ― 718 ― 715 ― 406 ―

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 17.55 17.50
21年3月期第2四半期 70.42 69.55

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 8,400 4,740 56.4 899.89
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2四半期  4,740百万円 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
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 ― 59.00 59.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 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 14,203 △30.6 △942 ― 307 △78.4 181 △77.1 34.53
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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） 

[（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 
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2四半期 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2四半期  119,770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2四半期 5,266,766株 21年3月期第2四半期 5,776,025株
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当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）におけるわが国経済は、在庫調整

の一巡や経済対策の効果に加え、対外経済環境の改善により、景気は下げ止まりつつあるものの、設備や

雇用の過剰感は依然として強く、厳しい状況が続きました。 

 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、情報サービス業界においてはＩ

Ｔ投資抑制の傾向が続き先行きが不透明な状況となっておりますが、通信キャリア業界においては堅調に

推移しました。電気機器や精密機器等の製造業界は、在庫調整の進展や輸出の増加を背景にして生産が回

復する動きがみられました。 

 このような環境の下、当社グループの主要事業であるエンジニア事業においては、新たに事業本部を設

置し、これまで技術分野ごとで重複していた営業機能、育成機能及び採用機能を集約いたしました。これ

により、効率化を進めた上で、各機能を統制し連携を強化することで顧客企業に対するサービスの質を高

め、更に育成及び採用部門における部員を営業部門へシフトすることで顧客接点を拡大する体制を構築し

ました。また、経営において重要な指標である派遣率を最大化するため、顧客企業に対してサービス領域

の拡大と柔軟な価格設定による提案を実施してまいりました。 

 この結果、派遣率は緩やかに上昇しつつも、前年同期の水準には至らず、当第２四半期連結累計期間に

おける売上高は、7,105百万円（前年同期比34.2％減）となりました。 

 エンジニア事業においては、業績連動型の賃金制度により労務費を抑制し、販売費及び一般管理費で

は、採用費、人件費及び業務委託費等を削減しましたが、売上高の減少分を補うには至らなかったため、

営業損失は606百万円（前年同期は営業利益718百万円）となりました。 

 また、エンジニアの雇用の維持や技術・知識の向上を目的とした雇用調整助成金収入796百万円を営業

外収益として計上した結果、経常利益は176百万円（前年同期比75.3％減）、四半期純利益は92百万円

（前年同期比77.3％減）となりました。 

  

資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間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378百万円増加

し、6,061百万円となりました。これは、主として現金及び預金が628百万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34百万円増加し、2,339百万円となりました。これは、主と

して繰延税金資産が86百万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412百万円増加し、8,400百万円となりました。 

流動負債は前連結会計年度末に比べ145百万円減少し、2,391百万円となりました。これは、主として１

年内返済予定の長期借入金が438百万円増加したものの、未払金が281百万円、未払費用が292百万円減少

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773百万円増加し、1,269百万円とな

りました。これは、主として長期借入金が751百万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627百万円増加し、3,660百万円となりました。 

純資産は前連結会計年度末に比べ215百万円減少し、4,740百万円となりました。これは、主として利益

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。 

  

・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
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当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）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９月17日付で発表しました連結業績予想の変更はしておりませ

ん。 

 また、平成21年５月15日付で発表しました配当予想の変更はしておりません。 

 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情報をご参照くださ

い。 

  
  

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。 

  

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 3,330,993 2,702,663

売掛金 1,624,499 2,148,331

有価証券 53,085 19,688

貯蔵品 1,862 2,307

その他 1,055,460 815,830

貸倒引当金 △4,570 △5,707

流動資産合計 6,061,331 5,683,114

固定資産   

有形固定資産 394,480 416,077

無形固定資産 675,834 706,646

投資その他の資産 1,269,169 1,182,620

固定資産合計 2,339,484 2,305,344

資産合計 8,400,816 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 1,115,555 1,396,895

未払費用 651,285 943,493

未払法人税等 36,099 138,447

その他 149,707 58,201

流動負債合計 2,391,311 2,537,038

固定負債   

長期借入金 751,670 －

退職給付引当金 517,781 495,768

固定負債合計 1,269,451 495,768

負債合計 3,660,762 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 2,856,936 3,651,345

自己株式 △141,947 △718,766

自己株式申込証拠金 － 270

株主資本合計 4,742,108 4,959,968

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,055 △4,316

評価・換算差額等合計 △2,055 △4,316

純資産合計 4,740,053 4,955,651

負債純資産合計 8,400,816 7,988,458
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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 10,796,602 7,105,992

売上原価 7,907,282 6,048,151

売上総利益 2,889,320 1,057,841

販売費及び一般管理費 2,170,575 1,663,985

営業利益又は営業損失（△） 718,744 △606,144

営業外収益   

受取利息 12,685 1,834

保険配当金 5,798 6,141

助成金収入 － 796,288

その他 2,931 3,154

営業外収益合計 21,415 807,419

営業外費用   

支払利息 861 7,551

コミットメントフィー 4,020 3,919

投資有価証券評価損 17,560 10,840

その他 1,789 2,169

営業外費用合計 24,230 24,481

経常利益 715,929 176,793

特別利益   

固定資産売却益 913 －

貸倒引当金戻入額 812 121

特別利益合計 1,726 121

特別損失   

固定資産除却損 12 756

原状回復費 － 191

特別損失合計 12 948

税金等調整前四半期純利益 717,643 175,966

法人税、住民税及び事業税 316,700 8,978

法人税等調整額 △5,799 74,558

法人税等合計 310,901 83,537

四半期純利益 406,741 92,429
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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） 

該当事項はありません。 

  

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） 

 
※ 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２四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

 四半期純利益 92,429 92,429

 自己株式の消却 ※ △575,429 575,429 ─

 その他 △702 1,388 △270 416

当第２四半期連結会計期間末までの 
変動額合計

△794,408 576,818 △270 △217,860

当第２四半期連結会計期間末残高 1,063,772 963,347 2,856,936 △141,947 ─ 4,742,108
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