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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 16,230 16.6 235 △48.4 237 △48.6 23 △88.9
21年3月期第3四半期 13,925 ― 456 ― 461 ― 213 ―

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3四半期 229.36 222.27
21年3月期第3四半期 2,050.90 1,985.77

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3四半期 5,556 2,835 49.8 26,758.21
21年3月期 4,928 2,901 57.4 27,365.73

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  2,766百万円 21年3月期  2,829百万円

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 ― 850.00 850.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
900.00 900.00

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 22,800 20.9 480 △24.4 480 △25.2 200 △46.2 1,934.63



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）  有  

(注)詳細は、５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、５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、５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 
・平成22年3月期の連結業績予想につきましては、平成21年10月30日に公表いたしました内容から変更は 
ございません。具体的な内容につきましては平成21年10月30日に公表の「業績予想の修正に関するお知ら 
せ」をご参照ください。 
・平成22年3月期の連結業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいた見通しであり、実 
際の金額は、今後の様々な要因によって変動する場合があります。 

新規 1社 （社名 株式会社プレミア・スタッフ、現株式
会社ピーアンドピー・キャリア ） 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3四半期 105,251株 21年3月期 105,251株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 1,872株 21年3月期 1,872株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 103,379株 21年3月期第3四半期 103,984株



当第３四半期連結累計期間（平成21年４月1日～平成21年12月31日）におけるわが国の経済状況は、昨

年の金融危機による世界的な景況悪化の影響は引続いているものの、政府の打出した経済対策を受け、一

時的な回復の兆しが見えました。しかしながら、各企業の業績は依然として厳しく、設備投資の抑制、雇

用に対する消極的な姿勢は引続いております。また、冬のボーナスの支給状況においては、前年比で

15.0％減少する＊1など、家計は厳しく、この状況を受け、個人の消費も低調に推移いたしました。 

  今後も国内景気の飛躍的な回復要素は見られず、本格的な景気回復には、まだ時間を要するものと考え

られます。 

このような状況の中、当社の主要マーケットである移動体通信業界では、携帯電話端末の２年間の割賦

契約終了の時期が近づき、端末の買替やMNP＊2の促進に対する販売支援のニーズや、データカードの販売

促進に対する支援ニーズが高まりつつあります。また家電業界におきましては、今春導入されたエコポイ

ント制度の影響を受け、薄型テレビの販売台数は大きく伸び、平成21年12月度で前年同月比165.5％＊3と

需要が拡大した他、冷蔵庫・エアコンも順調に販売台数を伸ばしました。 

ストア事業におきましては、食料品関連企業で、年末の商戦期にかけた販促活動が活発化した一方で、

消費者の生活防衛意識からくる節約志向が、GMS、スーパーなどの業績に大きく影響し、レジ技術者・生

鮮食品技術者を中心とした人材ニーズは縮小の傾向が強まってきております。 

人材サービス分野におきましては、一般事務派遣のニーズは昨年より引き続いて低調な傾向が続いてい

るものの、官公庁案件やテレマーケティング営業の案件は底堅く推移しております。  

  棚卸サービス分野におきましては、小売業界の売上が縮小する中、業務の効率化、人件費の抑制を目的

とし、外部の棚卸代行業者への委託ニーズは堅調に推移いたしました。 

このような環境のもと当社グループは、既存顧客との関係強化・既存サービスの提供拡大という視点に

おきましては、グループ間の連携強化による営業活動の実施と、年末の商戦期に合わせた利益率の高い案

件の獲得などを中心に営業活動を推進してまいりました。 

また、今期のスローガンであります「“品格と高付加価値の創造”を行動に移す」という考えのもと、

10月１日に新設した営業開発部を中心に新たなサービス分野を開発し、更なる価値提供のためのシステム

開発に着手いたしました。 

  一方、利益面においては、ゼロベースで販管費の見直しを行い、対売上前年同四半期比で1.2％（当期

販管費率16.8％）の削減を実現しましたが、平成21年７月１日に子会社化いたしました株式会社ピーアン

ドピー・キャリアの一部不採算部門等の影響による売上総利益の減少と事業構造改善費用を特別損失に計

上したことが当期利益に大きく影響を及ぼしました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、16,230,477千円（前年同四半期比16.6％）、連結営

業利益は235,681千円、（前年同四半期比△48.4％）連結経常利益は237,345千円（前年同四半期比△

48.6％）、連結四半期純利益は23,710千円（前年同四半期比△88.9％）となりました。 

  
（注）*1：（社）日本経済団体連合会調査より 

 *2：MNPとは、Mobile Number Portabilityの略で、契約している電話会社を変更しても、電話番号は変更せず 

に利用できる制度のこと 

 *3：㈱BCN市場動向・分析より 

・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
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（資産） 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は5,556,179千円（前連結会計年度末比12.7％増）となりまし

た。流動資産は現金及び預金が328,553千円増加したほか、売掛金が596,574千円が増加し4,474,407千円

となりました。固定資産は、有形固定資産が23,828千円増加し、無形固定資産は当第１四半期連結子会社

増によるのれんの増加等により75,581千円増加し、投資その他資産は差入保証金等の増加により81,649千

円増加したことにより1,074,642千円となりました。繰延資産は償却2,069千円により7,129千円となりま

した。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末の負債は2,721,069千円（前連結会計年度末比34.3％増）となりました。

流動負債は買掛金が389,530千円、未払金が252,653千円、未払費用が27,599千円等が増加し、未払法人税

等が164,514千円減少しましたが、差し引き673,949千円増加し2,513,915千円となりました。また、固定

負債は役員退職慰労引当金が17,114千円増加したこと等により20,319千円増加し207,154千円となりまし

た。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は2,835,109千円（前連結会計年度末比2.3％減）となりました。

利益剰余金は四半期純利益の計上23,710千円、剰余金の配当87,872千円を差し引き64,161千円減少し、

905,558千円となりました。また、少数株主持分は、連結子会社が損失を計上したことにより3,425千円減

少し68,872千円となりました。 

（キャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ171,197千円減少

し1,927,659千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計

上144,052千円、売上債権の減少368,512千円等によるキャッシュ・フローの増加要因があり、仕入債務の

減少221,790千円・未払金及び未払費用の減少133,490千円等によるキャッシュ・フロー減少要因・法人税

等の支払額284,811千円等により差し引き33,785千円となりました。また、投資活動によるキャッシュ・

フローは、子会社株式取得による支出14,897千円・有形固定資産の取得による支出73,422千円・無形固定

資産の取得による支出30,850千円等により差し引き118,205千円の支出となりました。また、財務活動に

よるキャッシュ・フローは、配当金の支払の86,777千円の支出となりました。 

  

通期連結業績予想については、平成21年10月30日に発表した内容から変更はございません。 

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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平成21年７月１日開催の臨時取締役会における決議により、平成21年７月１日付で、ラディアホール

ディングス株式会社の連結子会社で、ラディアホールディングス・プレミア株式会社が所有する、同じ

くラディアホールディングス株式会社の連結子会社である株式会社プレミア・スタッフの発行済株式の

100％をラディアホールディングス・プレミア株式会社より取得いたしました。 

 なお、当該取得により株式会社プレミア・スタッフ（平成21年10月１日付で株式会社ピーアンドピ

ー・キャリアに商号変更）は当社の連結子会社に該当することとなりました。 

  

(簡便な会計処理) 

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２．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。 

３．経過勘定項目の算定方法 

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

４．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用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３四半期連結会計期間末 
(平成21年12月31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 1,927,659 1,599,105 

売掛金 2,407,181 1,810,606 

有価証券 － 499,751 

商品 6,771 2,067 

前払費用 76,042 45,191 

繰延税金資産 27,560 39,727 

その他 35,865 32,246 

貸倒引当金 △6,672 △3,338 

流動資産合計 4,474,407 4,025,358 

固定資産   

有形固定資産 158,066 134,238 

無形固定資産   

のれん 253,375 178,212 

その他 143,009 142,591 

無形固定資産合計 396,385 320,803 

投資その他の資産 520,191 438,541 

固定資産合計 1,074,642 893,583 

繰延資産 7,129 9,199 

資産合計 5,556,179 4,928,141 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,479,970 1,090,440 

未払金 438,146 185,492 

未払費用 128,760 101,161 

未払法人税等 37,914 202,429 

未払消費税等 221,324 178,422 

預り金 149,703 43,603 

賞与引当金 － 32,512 

その他 58,094 5,903 

流動負債合計 2,513,915 1,839,966 

固定負債   

長期未払金 15,525 12,173 

退職給付引当金 2,569 2,715 

役員退職慰労引当金 189,060 171,946 

固定負債合計 207,154 186,834 

負債合計 2,721,069 2,026,800 



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21年12月31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 1,375,589 1,375,589 

資本剰余金 544,123 544,123 

利益剰余金 905,558 969,720 

自己株式 △58,427 △58,427 

株主資本合計 2,766,844 2,831,005 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △607 △1,963 

評価・換算差額等合計 △607 △1,963 

少数株主持分 68,872 72,298 

純資産合計 2,835,109 2,901,340 

負債純資産合計 5,556,179 4,928,141 



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 13,925,649 16,230,477 

売上原価 10,960,834 13,261,705 

売上総利益 2,964,815 2,968,772 

販売費及び一般管理費 2,507,969 2,733,090 

営業利益 456,846 235,681 

営業外収益   

受取利息及び配当金 4,504 3,766 

その他 9,615 6,190 

営業外収益合計 14,120 9,956 

営業外費用   

支払利息 2,292 4,520 

その他 6,981 3,772 

営業外費用合計 9,273 8,292 

経常利益 461,692 237,345 

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 － 6,303 

その他 － 390 

特別利益合計 － 6,693 

特別損失   

前期損益修正損 13,900 15,403 

固定資産除却損 － 776 

事務所移転費用 － 11,027 

事業構造改善費用 － 72,778 

特別損失合計 13,900 99,986 

税金等調整前四半期純利益 447,792 144,052 

法人税、住民税及び事業税 200,711 123,993 

法人税等調整額 32,196 △226 

法人税等合計 232,907 123,767 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,623 △3,425 

四半期純利益 213,261 23,710 



【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 

 至 平成21年12月31日) 

売上高 4,800,665 5,848,896 

売上原価 3,786,932 4,832,428 

売上総利益 1,013,732 1,016,467 

販売費及び一般管理費 847,060 918,536 

営業利益 166,671 97,931 

営業外収益   

受取利息及び配当金 800 4 

その他 759 565 

営業外収益合計 1,559 569 

営業外費用   

支払利息 326 1,095 

その他 3,193 1,453 

営業外費用合計 3,519 2,548 

経常利益 164,711 95,951 

特別損失   

前期損益修正損 13,900 8,600 

固定資産除却損 － 494 

事業構造改善費用 － 47,609 

特別損失合計 13,900 56,703 

税金等調整前四半期純利益 150,810 39,247 

法人税、住民税及び事業税 77,347 54,594 

法人税等調整額 13,540 16,566 

法人税等合計 90,887 71,160 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,575 1,528 

四半期純利益 61,499 △33,441 



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 447,792 144,052 

減価償却費 60,910 73,696 

のれん償却額 27,099 45,151 

開業費償却額 2,069 2,069 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,352 3,265 

賞与引当金の増減額（△は減少） △45,644 △32,512 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,473 △6,036 

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － △19,000 

受取利息及び受取配当金 △4,504 △3,766 

支払利息 2,292 4,520 

売上債権の増減額（△は増加） 25,016 368,512 

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,762 △9,759 

前払費用の増減額（△は増加） － △16,390 

仕入債務の増減額（△は減少） 28,866 △221,790 

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 10,930 △133,490 

前受金の増減額（△は減少） － 36,014 

未払消費税等の増減額（△は減少） 45,400 △18,871 

その他 △5,049 103,685 

小計 605,242 319,350 

利息及び配当金の受取額 4,504 3,766 

利息の支払額 △8,591 △4,520 

法人税等の支払額 △285,478 △284,811 

営業活動によるキャッシュ・フロー 315,677 33,785 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △8,349 △179 

子会社株式の取得による支出 － △14,897 

有形固定資産の取得による支出 △65,131 △73,422 

有形固定資産の売却による収入 7,619 － 

無形固定資産の取得による支出 △18,576 △30,850 

差入保証金の差入による支出 － 1,386 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入 － 6,988 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出 △181,016 － 

その他 △21,905 △7,230 



(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー △287,360 △118,205 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △55,441 － 

配当金の支払額 △77,959 △86,777 

財務活動によるキャッシュ・フロー △133,401 △86,777 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △105,084 △171,197 

現金及び現金同等物の期首残高 2,036,852 2,098,856 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,931,768 1,927,659 



当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

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

㈱ピーアンドピー（2426）平成22年３月期第３四半期決算短信




