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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 10,766 △32.7 △720 ― 297 △74.0 157 △75.9
21年3月期第3四半期 16,008 ― 1,168 ― 1,144 ― 654 ―

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 30.04 29.96
21年3月期第3四半期 114.50 113.27

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 8,218 4,756 57.9 915.13
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3四半期  4,756百万円 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3四半期 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3四半期  189,420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3四半期 5,250,908株 21年3月期第3四半期 5,716,147株
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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）におけるわが国経済は、海外経済

の改善による輸出の増加や緊急経済対策の効果を背景に、生産が持ち直しつつあるものの、設備や雇用の

過剰感は強く、景気は依然として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、情報サービスにおいて回復の兆

しがみられ、通信キャリアが引き続き堅調に推移しました。電気機器、機械、精密機器及び輸送用機器業

界においては、生産が一部持ち直す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、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、経営の重要な指標である派遣率の最大化に努め

てまいりました。 

 この結果、派遣率は回復し、稼働時間も増加する動きがみられましたが、当第３四半期連結累計期間に

おける売上高は、10,766百万円（前年同期比32.7％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る労務費の減少や、販売費及び一般管理費にお

いて採用費や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ず、営業損失は

720百万円（前年同期は営業利益1,168百万円）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1,043百万円を営

業外収益として計上した結果、経常利益は297百万円（前年同期比74.0％減）、四半期純利益は157百万円

（前年同期比75.9％減）となりました。 

  

資産、負債及び純資産の状況 

当第３四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196百万円増加

し、5,879百万円となりました。これは、主として現金及び預金が461百万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33百万円増加し、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157百万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230百万円増加し、8,218百万円となりました。 

流動負債は前連結会計年度末に比べ296百万円減少し、2,240百万円となりました。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、未払費用が852百万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726百万円増加し、1,221百万円となりました。これは、主

として長期借入金が692百万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429百万円増加し、3,462百万円となりました。 

純資産は前連結会計年度末に比べ199百万円減少し、4,756百万円となりました。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

㈱ＶＳＮ（2135） 平成22年３月期 第３四半期決算短信

－3－



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）の連結業績については、概ね計画

どおり推移していることから、平成21年９月17日付で発表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 3,164,471 2,702,663

売掛金 1,744,991 2,148,331

有価証券 53,927 19,688

貯蔵品 2,557 2,307

その他 917,037 815,830

貸倒引当金 △3,639 △5,707

流動資産合計 5,879,345 5,683,114

固定資産   

有形固定資産 374,140 416,077

無形固定資産 637,885 706,646

投資その他の資産 1,327,313 1,182,620

固定資産合計 2,339,338 2,305,344

資産合計 8,218,684 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 1,247,191 1,396,895

未払費用 90,859 943,493

未払法人税等 2,601 138,447

賞与引当金 272,552 －

その他 188,349 58,201

流動負債合計 2,240,219 2,537,038

固定負債   

長期借入金 692,170 －

退職給付引当金 529,722 495,768

固定負債合計 1,221,892 495,768

負債合計 3,462,111 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 2,922,353 3,651,345

自己株式 △191,345 △718,766

自己株式申込証拠金 － 270

株主資本合計 4,758,127 4,959,968

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,555 △4,316

評価・換算差額等合計 △1,555 △4,316

純資産合計 4,756,572 4,955,651

負債純資産合計 8,218,684 7,988,458
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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 16,008,123 10,766,629

売上原価 11,662,844 9,014,198

売上総利益 4,345,279 1,752,430

販売費及び一般管理費 3,176,794 2,473,147

営業利益又は営業損失（△） 1,168,484 △720,716

営業外収益   

受取利息 18,678 2,289

保険配当金 5,798 6,141

助成金収入 － 1,043,637

その他 4,745 5,348

営業外収益合計 29,222 1,057,417

営業外費用   

支払利息 1,223 13,582

コミットメントフィー 6,036 5,079

投資有価証券評価損 42,560 17,840

その他 3,194 2,959

営業外費用合計 53,014 39,461

経常利益 1,144,692 297,239

特別利益   

固定資産売却益 913 －

貸倒引当金戻入額 97 －

特別利益合計 1,010 －

特別損失   

固定資産除却損 79 756

原状回復費 － 271

特別損失合計 79 1,028

税金等調整前四半期純利益 1,145,623 296,210

法人税、住民税及び事業税 287,610 12,803

法人税等調整額 203,488 125,647

法人税等合計 491,099 138,450

四半期純利益 654,524 157,760
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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） 

 
※ 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３四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 157,760 157,760

 自己株式の取得 △49,524 △49,524

 自己株式の消却 ※ △575,429 575,429 ─

 その他 △615 1,515 △270 630

当第３四半期連結会計期間末までの 
変動額合計

△728,991 527,420 △270 △201,840

当第３四半期連結会計期間末残高 1,063,772 963,347 2,922,353 △191,345 ─ 4,758,127
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