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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 6,688 △31.5 △488 ― 70 △70.0 △31 ―

21年3月期第3四半期 9,771 ― 239 ― 235 ― 105 ―

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 △6.34 ―

21年3月期第3四半期 21.16 ―

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 5,757 2,121 36.0 414.29
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3四半期  2,071百万円 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．その他をご覧下さい。 

(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3四半期 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3四半期  103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3四半期 4,999,937株 21年3月期第3四半期 4,999,947株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、回復基調にあるとはいえ企業収益の悪化による設備投資の

低迷や雇用環境の悪化により、依然として厳しく予断を許さない状況が続きました。 

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、本格的回復には程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３四半期連結累計期間におけ

る売上高は 千円（前年同期比31.5％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 千円）となりました。 

経常利益は、前述の要因に加えて助成金収入等を計上し、 千円（前年同期比70.0％減）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

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、平成21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

5,874,854千円（前年同期比32.1％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ましたが、営業損失432,347千円（前年同期営業利益292,500千円）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813,949千円（前年同期比25.9％

減）、営業損失59,271千円（前年同期営業損失21,375千円）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886,744千円減少の3,463,212千円となりました。残高の主な内訳

は、現金及び預金1,938,009千円、受取手形及び売掛金1,082,450千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55,238千円増加の2,294,098千円となりました。残高の主な内訳

は、有形固定資産1,332,872千円、無形固定資産211,709千円、投資その他の資産749,516千円となっておりま

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719,821千円減少の2,389,050千円となりました。残高の主な内訳

は、短期借入金1,160,000千円、未払金659,418千円、賞与引当金190,569千円となっております。主な減少要因

は、賞与引当金と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26,149千円減少の1,246,646千円となりました。残高の主な内訳

は、長期借入金252,385千円、退職給付引当金793,570千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

比べて549,991千円減少し、当第３四半期連結会計期間末には1,856,895千円となりました。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。 

 （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、385,711千円となりました。これは主に、賞与引当金の減少額が361,259千円

となったほか、法人税等の支払額166,969千円、未払消費税等の減少額150,209千円、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、41,359千円となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入46,687

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13,759千円および貸

付けによる支出11,390千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

6,688,804

488,300 239,305

70,688

31,706

105,819

２．連結財政状態に関する定性的情報



 （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、123,451千円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出

85,264千円、配当金の支払額50,143千円によるものであります。 

  

  

 通期の業績予測につきましては、現時点において平成21年11月４日に発表いたしました平成22年３月期第２四半期

決算短信の業績予想から変更はありません。 

 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



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 1,938,009 2,482,641

受取手形及び売掛金 1,082,450 1,412,982

商品及び製品 23,973 27,723

仕掛品 11,152 17,160

原材料及び貯蔵品 3,916 4,400

その他 406,321 412,334

貸倒引当金 △2,611 △7,286

流動資産合計 3,463,212 4,349,956

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 662,321 694,152

土地 603,590 603,590

その他（純額） 66,960 82,614

有形固定資産合計 1,332,872 1,380,356

無形固定資産   

のれん 172,947 168,450

その他 38,762 64,036

無形固定資産合計 211,709 232,486

投資その他の資産   

その他 754,761 634,709

貸倒引当金 △5,245 △8,692

投資その他の資産合計 749,516 626,016

固定資産合計 2,294,098 2,238,859

資産合計 5,757,310 6,588,816

負債の部   

流動負債   

買掛金 50,198 135,030

短期借入金 1,160,000 1,160,000

1年内返済予定の長期借入金 125,117 118,412

未払金 659,418 159,431

未払法人税等 7,741 98,255

賞与引当金 190,569 551,829

その他 196,005 885,913

流動負債合計 2,389,050 3,108,871

固定負債   

長期借入金 252,385 317,354

退職給付引当金 793,570 739,464

その他 200,690 215,977

固定負債合計 1,246,646 1,272,795

負債合計 3,635,696 4,381,667



（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 715,790 715,790

資本剰余金 677,651 677,651

利益剰余金 708,740 790,447

自己株式 △63 △40

株主資本合計 2,102,119 2,183,848

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △39,581 △76,513

為替換算調整勘定 8,848 15,034

評価・換算差額等合計 △30,733 △61,479

少数株主持分 50,228 84,779

純資産合計 2,121,614 2,207,148

負債純資産合計 5,757,310 6,588,816



（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 9,771,311 6,688,804

売上原価 7,896,827 5,973,400

売上総利益 1,874,484 715,403

販売費及び一般管理費 1,635,178 1,203,704

営業利益又は営業損失（△） 239,305 △488,300

営業外収益   

受取利息及び配当金 3,481 3,347

保険配当金 4,355 4,650

受取地代家賃 21,404 17,267

助成金収入 － 544,004

その他 6,012 8,318

営業外収益合計 35,253 577,589

営業外費用   

支払利息 14,195 17,589

為替差損 18,320 －

その他 6,304 1,010

営業外費用合計 38,820 18,600

経常利益 235,739 70,688

特別利益   

前期損益修正益 － 41,395

貸倒引当金戻入額 － 4,675

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 46,086

特別損失   

前期損益修正損 － 3,688

固定資産売却損 － 33

固定資産除却損 982 1,430

減損損失 － 15,739

特別退職金 － 70,078

投資有価証券評価損 1,648 19,983

子会社株式売却損 3,379 －

特別損失合計 6,009 110,954

税金等調整前四半期純利益 229,885 5,819

法人税、住民税及び事業税 19,955 10,608

法人税等調整額 115,625 30,555

法人税等合計 135,581 41,164

少数株主損失（△） △11,515 △3,637

四半期純利益又は四半期純損失（△） 105,819 △31,706



（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 229,885 5,819

減価償却費 85,263 82,577

のれん償却額 12,188 12,089

特別退職金 － 70,078

助成金収入 － △544,004

賞与引当金の増減額（△は減少） △373,743 △361,259

退職給付引当金の増減額（△は減少） 63,497 54,106

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,705 △8,122

受取利息及び受取配当金 △3,481 △3,347

支払利息 14,195 17,589

為替差損益（△は益） 16,482 △6,700

固定資産売却損益（△は益） △156 33

固定資産除却損 982 1,430

売上債権の増減額（△は増加） 182,463 330,813

たな卸資産の増減額（△は増加） 28,663 10,241

その他の流動資産の増減額（△は増加） △54,595 15,043

仕入債務の増減額（△は減少） △61,199 △84,907

未払消費税等の増減額（△は減少） 30,869 △150,209

その他の流動負債の増減額（△は減少） 250,876 △29,371

その他 7,424 41,021

小計 434,323 △547,077

利息及び配当金の受取額 3,466 3,365

利息の支払額 △15,214 △15,102

特別退職金の支払額 － △106,143

助成金の受取額 － 446,215

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △88,423 △166,969

営業活動によるキャッシュ・フロー 334,151 △385,711

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 △6,659 △13,759

定期預金の払戻による収入 58,600 8,400

有形固定資産の取得による支出 △5,469 △11,076

有形固定資産の売却による収入 323 176

無形固定資産の取得による支出 △2,071 △6,662

投資有価証券の取得による支出 △31,233 －

貸付けによる支出 △9,508 △11,390

貸付金の回収による収入 7,886 5,236

差入保証金の差入による支出 △3,422 △11,023

差入保証金の回収による収入 4,931 46,687

子会社株式の取得による支出 － △47,500

子会社株式の売却による収入 31,200 －

その他 △6,250 △446

投資活動によるキャッシュ・フロー 38,325 △41,359



（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) 

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） 237,000 －

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 △75,066 △85,264

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △7,788 △15,020

社債の償還による支出 △60,000 －

自己株式の取得による支出 － △22

配当金の支払額 △62,497 △50,143

財務活動によるキャッシュ・フロー 31,647 △123,451

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,607 530

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 401,516 △549,991

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 1,685,770 1,856,895



 該当事項はありません。 

  

 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） 

   
（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３四半期連結累計期間 

  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３四半期連結累計期間  

  （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３四半期連結累計

期間のＲ＆Ｄアウトソーシング事業で営業利益が 千円減少し、ＩＴ事業で営業損失が 千円増加して

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  8,656,272  1,097,983  17,056  9,771,311  ―  9,771,311

 （２）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 11,557  ―  23,863  35,420  △35,420  ―

 計  8,667,829  1,097,983  40,920  9,806,732  △35,420  9,771,311

 営業利益又は営業損失（△）  292,500  △21,375  △17,815  253,309  △14,003  239,305

  

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  5,874,854  813,949  6,688,804  ―  6,688,804

 （２）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 904  513  1,417  △1,417  ―

 計  5,875,759  814,462  6,690,221  △1,417  6,688,804

 営業損失（△）  △432,347  △59,271  △491,618  3,317  △488,300

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。 

1,068 18,668



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）及び当第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） 

  

 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）及び当第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） 

  

 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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