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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 1,478 △43.1 △142 ― △65 ― △96 ―
21年3月期第3四半期 2,599 ― △162 ― △161 ― △285 ―

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 △5,090.99 ―
21年3月期第3四半期 △15,088.66 ―

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 689 344 50.0 18,204.94
21年3月期 831 438 52.8 23,192.18

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  344百万円 21年3月期  438百万円

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 ― 0.00 0.00
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 1,932 △42.1 △206 ― △69 ― △85 ― △4,490.70
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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）  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) 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） 

(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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想の御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」を閲覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 株式会社ウリジオ ）

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 18,935株 21年3月期  18,935株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  7株 21年3月期  7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 18,928株 21年3月期第3四半期 18,929株

－2－



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３四半期におけるわが国経済は、国内外の景気対策により輸出や生産の回復が一部に見られたものの、急激な

円高やデフレ懸念による消費の低迷等により自立性に乏しく、また企業における雇用の過剰感も改善は見られず、失

業率も高水準にあるなど依然として厳しい状況で推移いたしました。

　このような状況の中、当社グループでは主力事業の技術者派遣であるところの技術職知財リース事業においては、

製造業の新規受注の下げ止まりの兆しが見られたものの、製造業の雇用については依然として過剰感が続いたことか

ら、回復するまでには至らず、厳しい状況が続きました。また労働原価並びに販売管理費については、待機となった

テクノロジストへの雇用調整助成金の活用や役員報酬の減額継続等により抑制に努めました。

  また海外事業については、国内の技術職知財リース事業への経営資源を集中させるため、平成21年10月30日開示い

たしました韓国の当社グループ株式会社ジェイテック・エンジニアス・カンパニーを清算、韓国事業からの撤退作業

を行っております。（平成22年２月１日清算完了）

  これらの結果、当第３四半期の業績は、売上高1,478百万円（前年同期比43.1％減）、営業損失142百万円（前年同

期は162百万円の損失）、経常損失65百万円（前年同期は161百万円の損失）、四半期純損失96百万円（前年同期は285

百万円の損失）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。

　  ① 技術職知財リース事業

       自動車関連、精密機器関連等の製造メーカーとの取引が寄与し、技術職知財リース事業についての売上高は1,400

百万円（前年同期比42.7％減）、営業利益は54百万円（前年同期比59.5％減）となりました。   

　  ② 一般派遣及びエンジニア派遣事業

　     韓国子会社の株式会社ウリジオを売却したことにより、売上高は78百万円（前年同期比49.5％減）、営業利益は１

百万円（前年同期比87.2％減）となりました。

　  ③ その他

       その他についての売上高は0.5百万円（前年同期はゼロ）、営業利益は０百万円（前年同期はゼロ）となりました。

 

　  所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

　  ① 日本

　     主力である技術職知財リース事業におきまして、自動車関連、精密機器関連等の製造メーカーへの取引が寄与した

結果、売上高は1,397百万円（前年同期比43.5％減）、営業損失は127百万円（前年同期は154百万円の損失）となり

ました。

　  ② 韓国

       韓国国内で一般派遣及びエンジニア派遣事業を行う株式会社ウリジオを売却した結果、売上高は81百万円（前年

同期比36.5％減）、営業損失は14百万円（前年同期は８百万円の損失）となりました。

　 

２．連結財政状態に関する定性的情報

    当第３四半期連結会計期間末の資産総額は689百万円となり、前連結会計年度末より142百万円の減少となりました。

これは主に受取手形及び売掛金、敷金及び保証金の減少によるものであります。

  負債総額は344百万円となり、前連結会計年度末より48百万円の減少となりました。これは主に短期借入金の増加

があったものの、賞与引当金の減少によるものであります。また純資産は344百万円となり、前連結会計年度末より

94百万円の減少となりました。

  なお、自己資本比率は50.0％と前連結会計年度末の52.8％に比べ2.8ポイント低下いたしました。

 （キャッシュ・フローの状況）

　    当第３四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

41百万円増加（前年同期は143百万円の減少）し、305百万円となりました。

　当第３四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。
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  （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32百万円となりました。これは主に売上債権の減少103百万円、法人税等の還付

額31百万円の資金の増加があったものの、税金等調整前四半期純損失68百万円、賞与引当金の減少47百万円、未払金

の減少33百万円、未収消費税等の増加17百万円、未払消費税等の減少10百万円等により資金が減少したことによるも

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、得られた資金は28百万円となりました。これは主に敷金及び保証金の差入による支出11百万円、

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出９百万円の資金の減少があったものの、敷金及び保証金の返還

による収入47百万円等により資金が増加したことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、得られた資金は43百万円となりました。これは主に短期借入金の増加43百万円等により資金が増

加したこと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

　 通期の連結業績予想につきましては、現時点では平成21年10月30日に公表しました業績予想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子会社の異動）

  当社100％子会社株式会社ジェイテック・エンジニアス・カンパニーは、平成21年７月31日に当社孫会社である

株式会社ウリジオの全ての株式を売却いたしました。 詳細につきましては、平成21年７月22日に開示いたしまし

た『当社孫会社の株式譲渡に関するお知らせ』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

　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

　該当事項はありません。
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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 305,572 263,660

受取手形及び売掛金 201,190 331,238

繰延税金資産 － 25,820

その他 74,719 64,228

貸倒引当金 △1,206 △2,049

流動資産合計 580,276 682,897

固定資産   

有形固定資産 8,821 9,494

無形固定資産 9,711 9,955

投資その他の資産   

敷金及び保証金 72,575 111,747

その他 18,060 17,839

投資その他の資産合計 90,636 129,586

固定資産合計 109,169 149,036

資産合計 689,446 831,933

負債の部   

流動負債   

短期借入金 143,519 99,999

未払費用 36,171 46,806

未払法人税等 6,872 180

賞与引当金 34,755 82,304

その他 57,657 96,770

流動負債合計 278,975 326,060

固定負債   

退職給付引当金 65,887 66,891

固定負債合計 65,887 66,891

負債合計 344,863 392,951

純資産の部   

株主資本   

資本金 230,441 230,441

資本剰余金 229,839 229,839

利益剰余金 △106,960 △10,597

自己株式 △659 △659

株主資本合計 352,661 449,023

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △770 △1,241

為替換算調整勘定 △7,307 △8,800

評価・換算差額等合計 △8,078 △10,041

純資産合計 344,583 438,981

負債純資産合計 689,446 831,933
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（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 2,599,790 1,478,935

売上原価 1,921,180 1,128,674

売上総利益 678,610 350,260

販売費及び一般管理費 841,453 492,753

営業損失（△） △162,843 △142,493

営業外収益   

受取利息 23 56

受取配当金 634 477

助成金収入 － 73,927

受取手数料 1,087 －

消費税等調整額 849 546

その他 1,082 3,959

営業外収益合計 3,677 78,967

営業外費用   

支払利息 1,305 2,117

為替差損 525 132

その他 23 1

営業外費用合計 1,853 2,252

経常損失（△） △161,019 △65,777

特別利益   

事業税還付税額 － 21,900

その他 － 1,059

特別利益合計 － 22,960

特別損失   

投資有価証券評価損 2,556 －

営業所統廃合費用 － 11,844

特別退職金 － 12,400

関係会社株式売却損 － 733

その他 － 809

特別損失合計 2,556 25,787

税金等調整前四半期純損失（△） △163,576 △68,605

法人税、住民税及び事業税 7,061 6,492

法人税等還付税額 － △4,555

法人税等調整額 114,978 25,820

法人税等合計 122,040 27,756

四半期純損失（△） △285,616 △96,362
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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損失（△） △163,576 △68,605

減価償却費 5,407 4,299

投資有価証券評価損 2,556 －

受取利息及び受取配当金 △658 △533

支払利息 1,305 2,117

投資有価証券売却損益（△は益） － △112

賞与引当金の増減額（△は減少） △75,929 △47,548

売上債権の増減額（△は増加） 32,556 103,515

仕入債務の増減額（△は減少） △1,308 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,700 5,954

未払金の増減額（△は減少） △100,051 △33,677

未払費用の増減額（△は減少） 26,401 13,319

未収消費税等の増減額（△は増加） － △17,765

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,648 △10,176

預り金の増減額（△は減少） 37,269 13,549

その他 △20,456 △21,639

小計 △264,432 △57,301

利息及び配当金の受取額 658 533

利息の支払額 △1,716 △2,167

法人税等の支払額 △48,826 △4,715

法人税等の還付額 － 31,540

営業活動によるキャッシュ・フロー △314,317 △32,110

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 △1,673 △2,737

有形固定資産の売却による収入 － 1,415

無形固定資産の取得による支出 △3,436 △1,904

投資有価証券の売却による収入 － 276

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △9,988

敷金及び保証金の差入による支出 △7,558 △11,448

敷金及び保証金の返還による収入 415 47,798

貸付金の回収による収入 － 5,257

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,254 28,669

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） 200,000 43,520

自己株式の取得による支出 △91 －

配当金の支払額 △12,856 △37

財務活動によるキャッシュ・フロー 187,051 43,482

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,874 1,871

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △143,394 41,911

現金及び現金同等物の期首残高 479,310 263,660

現金及び現金同等物の四半期末残高 335,915 305,572
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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

ａ．事業の種類別セグメント情報

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）

技術職知財

リース事業

一般派遣及び

エンジニア

派遣事業

その他 計 消去又は全社 連結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

　Ⅰ売上高

　(１)外部顧客に対する売上高 2,444,747 155,043 － 2,599,790 － 2,599,790

　(２)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 2,444,747 155,043 － 2,599,790 － 2,599,790

　　営業費用 2,311,028 147,039 － 2,458,068 304,565 2,762,634

　　営業利益 133,718 8,003 － 141,722 △304,565 △162,843

(注)１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　　２　各区分の主なサービス

　　　(１)技術職知財リース事業・・・・・・・・機械設計、電気・電子設計、ソフトウェア開発分野を中心に、顧客企

業に対し派遣または請負の形態で専門技術を提供・支援する事業

　　　(２)一般派遣及びエンジニア派遣事業・・・製造現場業務全般、一般事務業務全般を中心とした登録制派遣事業

　　　(３)その他・・・・・・・・・・・・・・・上記２つの事業内容にあてはまらない事業

　　３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(304,565千円)の主なものは、親会社本社の管

理部門に係る費用であります。

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）

技術職知財

リース事業

一般派遣及び

エンジニア

派遣事業

その他 計 消去又は全社 連結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

　Ⅰ売上高

　(１)外部顧客に対する売上高 1,400,038 78,316 580 1,478,935 － 1,478,935

　(２)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 1,400,038 78,316 580 1,478,935 － 1,478,935

　　営業費用 1,345,894 77,294 575 1,423,764 197,664 1,621,428

　　営業利益 54,143 1,021 5 55,170 △197,664 △142,493

(注)１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　　２　各区分の主なサービス

　　　(１)技術職知財リース事業・・・・・・・・機械設計、電気・電子設計、ソフトウェア開発分野を中心に、顧客企

業に対し派遣または請負の形態で専門技術を提供・支援する事業

　　　(２)一般派遣及びエンジニア派遣事業・・・製造現場業務全般、一般事務業務全般を中心とした登録制派遣事業

　　　(３)その他・・・・・・・・・・・・・・・上記２つの事業内容にあてはまらない事業

　　３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(197,664千円)の主なものは、親会社本社の管

理部門に係る費用であります。
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ｂ．所在地別セグメント情報

 　　 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）

日本 韓国 計 消去又は全社 連結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

　Ⅰ売上高

　（１）外部顧客に対する売上高 2,471,725 128,065 2,599,790 － 2,599,790

　（２）セグメント間の内部売上高又は

　　　　振替高
－ 3,360 3,360 △3,360 －

計 2,471,725 131,425 2,603,150 △3,360 2,599,790

　　営業費用 2,626,000 139,993 2,765,994 △3,360 2,762,634

　　営業利益 △154,275 △8,567 △162,843 － △162,843

(注)１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　２　本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　韓国・・・ソウル市

　　３　当期における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

 　　 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）

日本 韓国 計 消去又は全社 連結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

　Ⅰ売上高

　（１）外部顧客に対する売上高 1,397,615 81,319 1,478,935 － 1,478,935

　（２）セグメント間の内部売上高又は

　　　　振替高
－ 1,341 1,341 △1,341 －

計 1,397,615 82,661 1,480,276 △1,341 1,478,935

　　営業費用 1,525,296 97,473 1,622,770 △1,341 1,621,428

　　営業利益 △127,680 △14,812 △142,493 － △142,493

(注)１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　２　本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　韓国・・・ソウル市

　　３　当期における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

ｃ．海外売上高

　　  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）

韓国 計

（千円） （千円）

　　Ⅰ　海外売上高 128,065 128,065

　　Ⅱ　連結売上高  2,599,790

　　Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合 4.9% 4.9%

(注)１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　２　本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　韓国・・・ソウル市

　　  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）

韓国 計

（千円） （千円）

　　Ⅰ　海外売上高 81,319 81,319

　　Ⅱ　連結売上高  1,478,935

　　Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合 5.5% 5.5%

(注)１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　２　本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　韓国・・・ソウル市
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（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。

（７）その他の情報

     該当事項はありません。
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