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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 14,777 △27.8 △635 ― 489 △65.5 292 △63.1
21年3月期 20,474 △3.7 1,451 △31.5 1,421 △32.4 793 △35.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 55.91 55.76 5.9 6.0 △4.3
21年3月期 140.59 139.14 16.2 16.9 7.1

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 8,419 4,892 58.1 941.29
21年3月期 7,988 4,955 62.0 940.98

（参考） 自己資本   22年3月期  4,892百万円 21年3月期  4,955百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 △98 △113 634 3,074
21年3月期 756 △20 △782 2,652

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 59.00 59.00 310 42.0 6.6
22年3月期 ― 0.00 ― 17.00 17.00 88 30.4 1.8
23年3月期 

（予想） ― 0.00 ― 20.00 20.00 30.5

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

7,384 3.9 △277 ― 65 △63.2 △11 ― △2.25

通期 15,298 3.5 168 ― 653 33.5 343 17.2 65.51
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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  

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

〔（注） 詳細は、17ページ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」 をご覧ください。〕 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

〔（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、25ページ 「１株当たり情報」 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 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  189,420株 21年3月期  620,920株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 13,226 △24.7 △679 ― 450 △68.6 255 △57.0
21年3月期 17,566 △1.4 1,463 △29.6 1,433 △30.5 593 △50.2

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

22年3月期 48.77 48.64
21年3月期 105.12 104.03

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 8,198 4,855 59.2 934.07
21年3月期 7,767 4,955 63.8 940.95

（参考） 自己資本 22年3月期  4,855百万円 21年3月期  4,955百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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。 
なお、通期の業績予想につきましては、５ページ 「次期の見通し」 をご覧ください。 

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

第2四半期 
累計期間 6,624 4.4 △294 ― 49 △71.8 △27 ― △5.17

通期 13,721 3.7 127 ― 613 36.3 304 19.2 58.14
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当連結会計年度（平成21年４月１日～平成22年３月31日）におけるわが国経済は、海外経済の回復に

よる輸出の増加や政府の緊急経済対策を背景に、在庫調整が進展し生産が回復する等、深刻な景気後退

局面から緩やかな回復基調となりました。一方、海外経済の下振れやデフレの影響等を懸念する先行き

不透明な景況感において、国内の雇用情勢は極めて低い水準で推移しました。 

 その影響により、当社グループの顧客企業が属する主要な業界である情報・通信業界においては、情

報サービスがＩＴ投資抑制の影響により低調に推移したものの、通信キャリアにおいては、ネットワー

クの構築・運用保守への需要が底堅く推移しました。 

 また、電気機器、機械、精密機器及び輸送用機器業界においては、在庫調整の進展により生産が緩や

かに回復しました。これにより顧客企業における人材サービスへの需要においては、製造部門を中心に

回復基調となり、技術部門においても下期から緩やかな増加傾向となりました。 

 このような環境の下、当社グループは、期初において「緊急対策プラン」を策定し、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することで派遣率の 大化を図り、営業機能の強化、販管費の

削減に取り組んでまいりました。この結果、派遣者数は期初より増加基調となったものの、前期の水準

を下回ったため、当連結会計年度における売上高は、14,777,380千円（前年同期比27.8％減）となりま

した。 

 損益面においては、売上高の減少に伴い労務費を抑制し、人件費、採用費及び業務委託費等の販管費

の大幅な削減を実施しましたが、売上高の減少を補うには至らなかったため、営業損失は635,316千円

となりました。 

 また、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1,174,332千円を受給した結果、

経常利益は489,897千円（前年同期比65.5％減）、当期純利益は292,837千円（前年同期比63.1％減）と

なりました。 

  

 当社グループの事業の種類別セグメントは、顧客企業の技術部門へ人材サービスを提供する事業をエ

ンジニア事業とし、顧客企業の製造部門へ人材サービスを提供する事業をファクトリー事業としており

ます。各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  エンジニア事業 

エンジニア事業においては、景気回復時における業績拡大を見据えて新卒エンジニアの採用を実施

し、顧客企業に対し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することで、派遣率の

大化に努めました。加えて、技術的優位性が低い若年層のエンジニアの早期配属を目指して、リーダ

ーエンジニアを中心としたチーム体制での人材サービスの提供にも努めました。 

 この結果、期末の派遣率は90％台まで回復したものの、派遣者数においては前期の水準を下回った

ため、エンジニア事業における当連結会計年度の売上高は13,125,582千円（前年同期比25.3％減）、

営業利益510,850千円（前年同期比79.1％減）となりました。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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ａ ＩＴ・情報システム分野 

当分野の顧客企業が属する主要な業界である情報・通信業界においては、ネットワークの構築・

運用保守への需要が底堅く推移したものの、情報サービスが企業のＩＴ投資抑制の影響により低調

に推移し、人材サービスへの需要が減少しました。 

 このような環境の下、サービスの質の向上を目的とするチーム体制派遣を提案し、成長が見込ま

れる分野における顧客企業との取引・関係強化に努めました。 

 この結果、ＩＴ・情報システム分野における当連結会計年度の売上高は6,697,024千円（前年同

期比15.7％減）となりました。 

  

ｂ メカトロニクス・エレクトロニクス分野 

当分野の顧客企業が属する主要な業界である電気機器、機械、精密機器及び輸送用機器業界にお

いては、生産が緩やかに回復し、製造部門における人材サービスへの需要が増加しましたが、技術

部門においては高スキルのエンジニアへの需要が一部持ち直したものの、技術的優位性の低い若年

層のエンジニアの需要回復までには至りませんでした。 

 このような環境の下、営業力強化を行い、半導体及び輸送用機器業界を中心に、人材サービスの

需要獲得に努めました。 

 この結果、メカトロニクス・エレクトロニクス分野における当連結会計年度の売上高は

5,345,364千円（前年同期比35.6％減）となりました。 

  

ｃ バイオ・ケミストリー分野 

当分野の顧客企業が属する主要な業界である化学、製薬業界においては、化学業界は中国向けの

輸出拡大に伴い生産が持ち直しつつも低調に推移しました。製薬業界においては、ジェネリック医

薬品の分野において人材サービスの需要が増加しました。 

 このような環境の下、成長が見込まれる新エネルギー素材やジェネリック医薬品の分野を中心

に、人材サービスの需要獲得に努めました。 

 この結果、バイオ・ケミストリー分野における当連結会計年度の売上高は1,083,193千円（前年

同期比18.6％減）となりました。 

  

② ファクトリー事業 

ファクトリー事業においては、前期後半からの国内景気の急速な悪化により、製造部門に対する人

材サービスへの需要が急減したため、大幅な減収になりました。しかし、顧客企業に対し請負化の体

制構築を推進し、電気機器及び機械業界における顧客企業との請負取引を開始しました。また、輸送

用機器業界における顧客企業においても将来の請負化を見据えた派遣契約を獲得することができまし

た。 

 この結果、生産社員数は下期から増加傾向となったものの、前期の契約終了による生産社員数の減

少を補うまでには至らなかったため、ファクトリー事業における当連結会計年度の売上高は

1,651,797千円（前年同期比43.2％減）となりました。損益面においては、事業規模縮小に伴い、営

業拠点の閉鎖や間接人員の再配置等による大幅な販管費の削減を実施した結果、営業利益33,694千円

（前年同期は営業損失12,801千円）となりました。 
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③ 次期の見通し 

今後の経済の見通しは、当社グループの主要顧客である情報・通信サービス業界においては、通信

キャリアのサービスの拡大によるネットワークの構築・運用保守への需要が引き続き堅調に推移する

ことが見込まれております。電機機器、精密機器、機械及び輸送用機器業界においては、海外経済の

回復による輸出の増加を背景に、企業収益の改善基調が見込まれております。 

 そのような人材サービスの需要に応えるべく、当社グループは、チーム体制派遣や請負サービスの

推進による質の高いサービス提供を行い、顧客企業との関係強化に取り組んでまいります。また、技

術部門における人材サービスへの需要の回復傾向に伴い、研究・設計・開発分野における需要を獲得

することにより、契約開始単価が改善することを見込んでおります。 

 販管費においては、待機エンジニアの減少による研修費の縮小や、経営資源の再配分、基幹システ

ムの安定稼働等による業務効率化を全社で推進することにより更なる削減を見込んでおります。 

 また、当連結会計年度に引き続き、エンジニアの技術・知識の向上や雇用の維持を目的とした雇用

調整助成金の受給を見込んでおります。 

 これらの結果、平成23年３月期の通期の連結業績は、売上高15,298百万円、営業利益168百万円、

経常利益653百万円、当期純利益343百万円を見込んでおります。 
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当連結会計年度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728,961千円増加し、

6,412,075千円となりました。これは主として現金及び預金が422,230千円増加し、未収入金が

383,442千円増加したことによるものです。固定資産は前連結会計年度末に比べ297,983千円減少し、

2,007,360千円となりました。これは主として投資有価証券が128,106千円減少したものであります。

この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ430,977千円増加し、8,419,436千円となりました。 

流動負債は前連結会計年度末に比べ117,568千円減少し、2,419,469千円となりました。これは主と

して１年内返済予定の長期借入金が438,664千円増加したものの、未払費用が312,558千円、未払法人

税等が137,348千円、及び、未払金が100,846千円減少したことによるものです。固定負債は前連結会

計年度末に比べ611,627千円増加し、1,107,395千円となりました。これは主として長期借入金が

532,338千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

494,058千円増加し、3,526,864千円となりました。 

純資産については、前連結会計年度末に比べ63,080千円減少し、4,892,571千円となりました。こ

れは当期純利益の計上、自己株式の取得、及び、剰余金の配当によるものです。 

  

当連結会計年度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422,109千円増加し、3,074,468千円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。 

  

営業活動による資金の減少は98,577千円（前連結会計年度は、756,593千円の資金の増加）とな

りました。 

収入の主な要因は、税金等調整前当期純利益492,961千円のほか、助成金の受取額1,057,307千

円、減価償却費242,311千円であります。 

支出の主な要因は、法人税等の支払額426,120千円、未払費用の減少額312,558千円であります。

  

投資による資金の減少は113,869千円（前連結会計年度は、20,854千円の資金の減少）となりま

した。 

収入の主な要因は、有価証券の償還による収入54,459千円などであります。 

支出の主な要因は、有価証券の取得による支出60,000千円、及び、無形固定資産の取得による支

出58,010千円などであります。 

  

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

② キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
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財務活動による資金の増加は634,556千円（前連結会計年度は、782,374千円の資金の減少）とな

りました。 

収入の主な要因は、長期借入れによる収入1,300,000千円などであります。 

支出の主な要因は、長期借入金の返済による支出328,998千円、配当金の支払額287,082千円であ

ります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とします。 

（注５）利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。 

（注６）キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業活動によるキャッシ

ュ・フローがマイナスの年度は記載しておりません。 

  

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な政策と位置付け、収益の向上を図るとともに、将来の事業

展開や経営体質強化のための適正な内部留保も行いつつ安定的な配当を継続することを基本方針として

おります。このため、配当金につきましては、経営環境や業績等を総合的に勘案しながら、連結配当性

向30％以上を目処に安定した配当の継続を目指してまいります。 

 また、内部留保のうち、資金需要を総合的に勘案しつつ、資本効率の向上を目的とした自己株式の取

得も弾力的に運営してまいります。 

 以上のような基本方針の下、当期については、期末配当金を１株につき17円（配当性向30.4％）とさ

せていただきます。 

 また、当連結会計年度においては、株主の皆様に対する利益還元策の一つとして、自己株式69,900株

の取得を実施いたしました。 

 次期につきましては、通期で１株につき20円（配当性向30.5％）を予定しております。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率 （％） 32.5 52.2 54.8 62.0 58.1

時価ベースの自己資本比率 （％） ─ 281.4 84.4 46.1 37.8

キャッシュ・フロー対有利
子負債比率

（年） 1.5 0.2 0.1 0.1 ─

インタレスト・カバレッ
ジ・レシオ

（倍） 23.6 215.5 1,215.3 566.3 ─

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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近の有価証券報告書（平成21年６月26日提出）における記載から速やかに伝達すべき新たなリスク

が顕在化していないため開示を省略しております。 

 当該有価証券報告書は次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 （当社ホームページＩＲサイト） 

   http://ir.vsn.co.jp/html/siryo.htm 

 （金融庁ホームページ（ＥＤＩＮＥＴ）） 

  http://info.edinet-fsa.go.jp/ 

  

  

近の有価証券報告書（平成21年６月26日提出）における記載から速やかに伝達すべき重要な変更がな

いため開示を省略しております。 

 当該有価証券報告書は次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 （当社ホームページＩＲサイト） 

   http://ir.vsn.co.jp/html/siryo.htm 

 （金融庁ホームページ（ＥＤＩＮＥＴ）） 

  http://info.edinet-fsa.go.jp/ 

(4) 事業等のリスク

2. 企業集団の状況
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当社グループは、「ヒューマンキャピタルの創造と輩出を通じて、人と社会の歓びと可能性の 大化

を追求する。」をＶＳＮグループ理念とし、社員を人的資源と捉え、その能力開発を通じて一人ひとり

の創造的価値を高め、人材を人財へと発展させ、永続的に輩出していくことで、産業界だけではなく社

会全体の発展に寄与してまいります。また、魅力ある企業グループとして社会での存在感を高めていく

とともに、経営の効率化と機動性の強化を通して長期安定的な発展、企業価値の向上に努めてまいりま

す。 

また、エンジニアのスキルに応じたきめ細かい研修体制による人材育成や、キャリアビジョンに応じ

た将来設計ができる環境を整え、ＩＴ・情報システム分野、メカトロニクス・エレクトロニクス分野、

バイオ・ケミストリー分野において、顧客企業の技術部門に対する人材サービスの提供を実現してまい

りました。 

更に、提供する人材サービスの拡大を通じ、既存顧客との取引関係の強化による収益拡大を図るべ

く、連結子会社である株式会社ＶＳＮマイストを通じて、顧客企業の製造部門に対する人材サービスの

提供を行っております。 

当社グループは、今後も、顧客企業の研究・設計・開発分野から製造分野までの総合的なサービスの

提供に向けて邁進したいと考えております。 

  

当社グループでは、当社グループ独自の研修カリキュラムにより、付加価値の高い人材サービスを提

供するとともに、チーム体制での人材サービスや請負サービスにおいて中核を担うリーダーの育成・配

置にも取り組むことで、顧客企業のニーズに対応したサービスの提供にも努めてまいります。また、更

なる業務改善及び効率化を図り、コスト構造の見直しにも努めます。 

 平成23年３月期においては、連結ベースで売上高15,298百万円、経常利益653百万円を目標に掲げて

おります。 

  

当社グループは、ＶＳＮグループ理念の下、人材サービスの事業成長の源泉となる人材の確保と、そ

の成長を支援することに傾注いたします。採用力、育成力、エンジニアサポート力という目には見えな

い経営資源を強化し活用することによって構築してきた強固な基盤を維持し、同業他社との差別化を図

ってまいります。更に営業力を用いて、顧客企業に対して付加価値の高いサービスを提供していくこと

により、当社グループの対外的な信用力の向上と、業界において確固たる地位を確立し、企業価値の向

上と利益成長へと繋げ、安定した企業活動を継続的に行ってまいります。 

 採用力に繋がる人材採用においては、引き続き新卒採用を実施するとともに、優れた技術力やチーム

体制での人材サービスにおいてのリーダーとなる能力を保有した経験者確保を行ってまいります。 

 育成力に繋がる研修等においては、エンジニアに対して顧客企業のニーズに対応したスキルを身に付

けるための研修等を実行してまいります。 

 エンジニアサポート力においては、キャリアサポート体制を強化し、個々の社員が目指すキャリア目

標に対し、着実に目標に近づけるよう個別面談やキャリア研修を通し、社員のモチベーション及び定着

率向上に努めてまいります。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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 当社グループは、これらの経営資源を活用し、顧客企業に対して付加価値の高い人材サービスの提

供を行ってまいります。 

  

人材サービス業界の市場では、一部企業に収益改善が見込まれる中、顧客企業の需要は緩やかな増加

傾向となっております。 

 このような環境の下、当社グループが発展を続け、人材サービス業界で確固たる地位を築くために

は、社員の士気・質を高めるとともに、顧客企業から良きパートナーとして選ばれ、高い信頼を獲得で

きる企業グループとなる必要があると考えております。そのために、当社グループでは、平成23年３月

期においては「顧客企業から評価を頂ける企業への変革」を目標として掲げ、「活力・スピード・コミ

ュニケーション」を重視し、下記の課題に取り組んでまいります。 

  

① 顧客視点によるサービスの構築 

当社グループは、外部環境の急激な変化における顧客企業のニーズに対応するために、顧客企業の

ニーズの的確な把握、提案型営業の推進、エンジニアのマッチング機能の強化が重要であると認識し

ております。 

 当社グループは、営業プロセス管理を徹底することにより、顧客企業のニーズを的確に分析及び把

握し、顧客企業の課題を解消するために 適な提案の実施、顧客企業のニーズに沿った技術研修の導

入及び人材の育成を図ってまいります。加えて、エンジニアの評価体制を強化することにより、マッ

チング機能の精度向上に努めてまいります。 

 また、サービスの質の向上を目的として、リーダーエンジニアを中心とするチーム体制派遣や請負

サービスの提供に努めてまいります。 

  

② 経営コスト管理の強化による会社収益力の向上 

当社グループは、今般の業績悪化に直面し、取締役の報酬等の減額、管理職給与の減額、営業拠点

の再編等の経営合理化策を推進しておりますが、現在の経営環境における競争力向上のために、更な

る経営効率の改善が重要な経営課題であると認識しております。 

 当社グループは、事業の見直しによる販管費削減、経営資源の再配分及び基幹システムの安定稼働

による業務効率化の推進を実施する等、常に費用対効果を追求し、あらゆる経営資源を有効活用する

体制づくりに努めてまいります。 

  

③ 業務連携強化による経営基盤の底上げ 

当社グループは、経営環境の変化に対し、品質の高いサービスを提供し続けるためには、更に業務

連携を強化することにより意思決定の迅速化と効率的な対応を図る体制を構築し、経営基盤の底上げ

を図ることが重要であると認識しております。 

 当社グループは、採用・育成・営業・エンジニアサポートのバリューチェーンにおける業務連携を

強化し、更に部内の情報共有に努めることで経営基盤の底上げに努めてまいります。 

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,702,663 3,124,894

売掛金 2,148,331 2,011,627

有価証券 19,688 29,809

貯蔵品 2,307 －

繰延税金資産 398,669 249,639

その他 417,161 998,793

貸倒引当金 △5,707 △2,688

流動資産合計 5,683,114 6,412,075

固定資産

有形固定資産

建物 574,285 582,343

減価償却累計額 △307,633 △338,514

建物（純額） 266,652 243,829

工具、器具及び備品 615,181 620,497

減価償却累計額 △466,519 △514,156

工具、器具及び備品（純額） 148,662 106,340

建設仮勘定 762 762

有形固定資産合計 416,077 350,933

無形固定資産

ソフトウエア － 492,025

その他 706,646 124,122

無形固定資産合計 706,646 616,148

投資その他の資産

投資有価証券 250,722 122,616

繰延税金資産 224,861 233,327

その他 707,035 684,333

投資その他の資産合計 1,182,620 1,040,278

固定資産合計 2,305,344 2,007,360

資産合計 7,988,458 8,419,436
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

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 1,396,895 1,296,048

未払費用 943,493 630,934

未払法人税等 138,447 1,098

その他 58,201 52,723

流動負債合計 2,537,038 2,419,469

固定負債

長期借入金 － 532,338

退職給付引当金 495,768 575,057

固定負債合計 495,768 1,107,395

負債合計 3,032,806 3,526,864

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 3,651,345 3,057,431

自己株式 △718,766 △191,345

自己株式申込証拠金 270 －

株主資本合計 4,959,968 4,893,205

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,316 △634

評価・換算差額等合計 △4,316 △634

純資産合計 4,955,651 4,892,571

負債純資産合計 7,988,458 8,419,436
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(2)【連結損益計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 20,474,732 14,777,380

売上原価 14,913,181 12,106,429

売上総利益 5,561,550 2,670,950

販売費及び一般管理費 4,110,124 3,306,267

営業利益又は営業損失（△） 1,451,426 △635,316

営業外収益

受取利息 21,415 3,391

保険配当金 5,798 6,141

受取手数料 2,569 2,644

助成金収入 － 1,174,332

その他 3,017 3,381

営業外収益合計 32,800 1,189,890

営業外費用

支払利息 1,267 18,972

コミットメントフィー 8,009 10,213

投資有価証券評価損 47,000 －

投資有価証券売却損 － 29,500

その他 6,144 5,990

営業外費用合計 62,420 64,676

経常利益 1,421,806 489,897

特別利益

固定資産売却益 913 －

受取和解金 － 7,031

特別利益合計 913 7,031

特別損失

固定資産除却損 4,298 789

原状回復費 3,776 1,704

投資有価証券償還損 － 1,473

特別損失合計 8,075 3,967

税金等調整前当期純利益 1,414,644 492,961

法人税、住民税及び事業税 600,453 62,085

法人税等調整額 20,484 138,038

法人税等合計 620,937 200,123

当期純利益 793,706 292,837
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,063,772 1,063,772

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,063,772 1,063,772

資本剰余金

前期末残高 963,347 963,347

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 963,347 963,347

利益剰余金

前期末残高 3,141,455 3,651,345

当期変動額

剰余金の配当 △270,825 △310,706

当期純利益 793,706 292,837

自己株式の消却 － △575,429

新株予約権の行使 △12,991 △615

当期変動額合計 509,889 △593,913

当期末残高 3,651,345 3,057,431

自己株式

前期末残高 △302,796 △718,766

当期変動額

自己株式の取得 △442,941 △49,524

自己株式の消却 － 575,429

新株予約権の行使 26,971 1,515

当期変動額合計 △415,969 527,420

当期末残高 △718,766 △191,345

自己株式申込証拠金

前期末残高 1,980 270

当期変動額

自己株式申込証拠金の入金 12,270 630

新株予約権の行使 △13,980 △900

当期変動額合計 △1,710 △270

当期末残高 270 －

株主資本合計

前期末残高 4,867,758 4,959,968

当期変動額

剰余金の配当 △270,825 △310,706

当期純利益 793,706 292,837

自己株式の取得 △442,941 △49,524

自己株式申込証拠金の入金 12,270 630

自己株式の消却 － －

新株予約権の行使 － －

当期変動額合計 92,209 △66,763

当期末残高 4,959,968 4,893,205
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △34 △4,316

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△4,282 3,682

当期変動額合計 △4,282 3,682

当期末残高 △4,316 △634

評価・換算差額等合計

前期末残高 △34 △4,316

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△4,282 3,682

当期変動額合計 △4,282 3,682

当期末残高 △4,316 △634

純資産合計

前期末残高 4,867,724 4,955,651

当期変動額

剰余金の配当 △270,825 △310,706

当期純利益 793,706 292,837

自己株式の取得 △442,941 △49,524

自己株式申込証拠金の入金 12,270 630

自己株式の消却 － －

新株予約権の行使 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,282 3,682

当期変動額合計 87,927 △63,080

当期末残高 4,955,651 4,892,571
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,414,644 492,961

減価償却費 204,584 242,311

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,589 △3,018

退職給付引当金の増減額（△は減少） 56,387 79,289

受取利息及び受取配当金 △21,415 △3,391

支払利息 1,267 18,972

投資有価証券売却損益（△は益） － 29,500

助成金収入 － △1,174,332

投資有価証券評価損益（△は益） 47,000 －

固定資産除却損 4,298 －

売上債権の増減額（△は増加） 549,520 136,703

たな卸資産の増減額（△は増加） 392 2,307

未払金の増減額（△は減少） △310,310 △96,761

未払消費税等の増減額（△は減少） △169,540 －

未払費用の増減額（△は減少） △83,391 △312,558

その他 △7,726 △127,126

小計 1,683,121 △715,143

利息及び配当金の受取額 21,328 3,251

利息の支払額 △1,335 △22,964

助成金の受取額 － 1,057,307

法人税等の支払額 △946,519 △426,120

法人税等の還付額 － 5,092

営業活動によるキャッシュ・フロー 756,593 △98,577

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 △50,304 △50,425

定期預金の払戻による収入 350,144 50,304

有価証券の取得による支出 － △60,000

有価証券の償還による収入 － 54,459

有形固定資産の取得による支出 △54,926 △32,254

有形固定資産の売却による収入 1,850 －

無形固定資産の取得による支出 △266,520 △58,010

投資有価証券の取得による支出 △25,932 －

子会社株式の取得による支出 － △20,000

保険積立金の積立による支出 △19,502 －

保険積立金の解約による収入 98,523 －

その他の支出 △54,184 －

その他の収入 － 2,057

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,854 △113,869

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 － 1,300,000

長期借入金の返済による支出 － △328,998

社債の償還による支出 △100,000 －

ストックオプションの行使による収入 12,270 630

自己株式の取得による支出 △443,987 △49,992

配当金の支払額 △250,656 △287,082

財務活動によるキャッシュ・フロー △782,374 634,556

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △46,635 422,109

現金及び現金同等物の期首残高 2,698,993 2,652,358

現金及び現金同等物の期末残高 2,652,358 3,074,468
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該当事項はありません。 

  

近の有価証券報告書（平成21年６月26日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略

します。 

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

 前連結会計年度
（自 平成20年４月１日
  至 平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日）

（リース取引に関する会計基準）

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっておりましたが、当連結会計年度より、

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13

号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、

平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号

（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度

委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常

の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のもの

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

 これによる損益に与える影響はありません。

 ───────
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（連結貸借対照表）

  財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成

20年８月７日内閣府令第50号）が適用になることに伴

い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として

掲記されたものは、当連結会計年度から「貯蔵品」に

区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「貯蔵品」は、2,700千円であります。

（連結貸借対照表）

  前連結会計年度において、「無形固定資産」に一括

掲記しておりました「ソフトウエア」は、重要性が増

したため、当連結会計年度より区分掲記しておりま

す。

  なお、前連結会計年度の「ソフトウエア」は

231,196千円であります。

（連結損益計算書）

  前連結会計年度において、「営業外収益」の「その

他」に含めて表示しておりました「保険配当金」は、

重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記し

ております。 

 なお、前連結会計年度の「保険配当金」は414千円

であります。

───────

（連結キャッシュ・フロー計算書） （連結キャッシュ・フロー計算書）

  前連結会計年度において、「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりま

した「投資有価証券評価損益」は、重要性が増したた

め、当連結会計年度より区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「投資有価証券評価損益」

は7,480千円であります。

１ 前連結会計年度において、区分掲記しておりました

「固定資産除却損」は、重要性が減少したため、当連

結会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フロ

ー」の「その他」に含めて表示しております。

  なお、当連結会計年度の「固定資産除却損」は789

千円であります。

 ───────

２ 前連結会計年度において、区分掲記しておりました

「未払消費税等の増減額(△は減少)」は、重要性が減

少したため、当連結会計年度より「営業活動によるキ

ャッシュ・フロー」の「未払金の増減額(△は減少)」

に含めて表示しております。 

 なお、当連結会計年度の「未払消費税等の増減額

(△は減少)」は66,218千円であります。
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増減数の内訳は、次のとおりであります。 

 市場買付けによる増加             519,100株 

 単元未満株式の買取りによる増加         245株 

 新株予約権の権利行使による減少             23,300株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) 上記の内容については、「ストック・オプション等関係」に記載しております。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 5,887,125 ─ ─ 5,887,125

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 124,875 519,345 23,300 620,920

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社

平成17年３月15日 
株主総会決議 
ストック・オプショ
ンとしての新株予約
権

─ ─ ─ ─ ─ ─

平成18年３月15日 
株主総会決議 
ストック・オプショ
ンとしての新株予約
権

─ ─ ─ ─ ─ ─

合計 ─ ─ ─ ─ ─

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 270,825 47 平成20年３月31日 平成20年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 310,706 59 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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当連結会計年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日) 

１  発行済株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 自己株式の消却による減少                    500,000株 

  

２  自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増減数の内訳は、次のとおりであります。 

 市場買付けによる増加              69,900株 

 単元未満株式の買取りによる増加         100株 

 自己株式の消却による減少                    500,000株 

 新株予約権の権利行使による減少        1,500株 

  

３  新株予約権等に関する事項 

 
(注) 上記の内容については、「ストック・オプション等関係」に記載しております。 

  

４  配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 5,887,125 ─ 500,000 5,387,125

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 620,920 70,000 501,500 189,420

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社

平成17年３月15日 
株主総会決議 
ストック・オプショ
ンとしての新株予約
権

─ ─ ─ ─ ─ ─

平成18年３月15日 
株主総会決議 
ストック・オプショ
ンとしての新株予約
権

─ ─ ─ ─ ─ ─

合計 ─ ─ ─ ─ ─

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 310,706 59 平成21年３月31日 平成21年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 88,360 17 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
(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 各事業の主な内容 

①エンジニア事業・・・・・技術部門向け人材サービス提供事業 

②ファクトリー事業・・・・製造部門向け人材サービス提供事業 

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は、当社の総務部門等管理部門に係る費用

976,981千円であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は、当社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資

資金（投資有価証券等）及び管理部門に係る資産等1,633,233千円であります。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

エンジニア事業
（千円）

ファクトリー事
業（千円）

計(千円)
消去又は 
全社 
(千円)

連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

17,565,917 2,908,814 20,474,732 ─ 20,474,732

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

558 ― 558 (558) ―

計 17,566,475 2,908,814 20,475,290 (558) 20,474,732

  営業費用 15,124,708 2,921,616 18,046,324 976,981 19,023,306

  営業利益又は 
  営業損失（△）

2,441,767 △12,801 2,428,965 (977,539) 1,451,426

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資産 5,932,507 422,717 6,355,224 1,633,233 7,988,458

  減価償却費 190,610 663 191,274 13,309 204,584

  資本的支出 308,145 ─ 308,145 4,698 312,844
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

  

 
(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 各事業の主な内容 

①エンジニア事業・・・・・技術部門向け人材サービス提供事業 

②ファクトリー事業・・・・製造部門向け人材サービス提供事業 

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は、当社の総務部門等管理部門に係る費用

1,078,963千円であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は、当社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資

資金（投資有価証券等）及び管理部門に係る資産等1,839,674千円であります。 

  

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

エンジニア事業
（千円）

ファクトリー事
業（千円）

計(千円)
消去又は 
全社 
(千円)

連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

13,125,582 1,651,797 14,777,380 ─ 14,777,380

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

100,897 ─ 100,897 (100,897) ─

計 13,226,480 1,651,797 14,878,278 (100,897) 14,777,380

  営業費用 12,715,630 1,618,103 14,333,733 1,078,963 15,412,696

  営業利益又は 
  営業損失（△）

510,850 33,694 544,544 (1,179,861) △635,316

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資産 6,140,112 439,648 6,579,761 1,839,674 8,419,436

  減価償却費 226,943 567 227,510 14,800 242,311

  資本的支出 82,379 3,146 85,525 1,933 87,458

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 
  

 
   （注） 株式数に換算して記載しております。 

なお、平成18年10月11日付で普通株式１株につき25株の分割を行っております。これにより「株式 

の付与数」が調整されております。 

  

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

① ストック・オプションの数 

 
  

② 単価情報 

 
      （注） 平成18年10月11日付で普通株式１株につき25株の分割を行っております。  

        これにより「権利行使価格」が調整されております。 

  

(ストック・オプション等関係)

 会社名 提出会社 提出会社

 決議年月日  平成17年３月15日 平成18年３月15日

 付与対象者の区分及び人数  当社従業員 657名
当社従業員 1,670名
子会社取締役 1名
子会社従業員 38名

 株式の種類及び付与数 (注)  普通株式 194,250株 普通株式 362,500株

 付与日  平成17年３月29日 平成18年３月31日

 権利確定条件

新株予約権の割り当てを
受けた者は、権利行使の際
に、当社、子会社及び関連
会社の取締役、監査役、役
員に準ずる者、従業員の地
位にあることを要する。

新株予約権の割り当てを
受けた者は、権利行使の際
に、当 社、子 会 社 の 取 締
役、監査役、役員に準ずる
者、従業員の地位にあるこ
とを要する。

 対象勤務期間 対象勤務期間の定めはあ
りません。

同左

 権利行使期間
平成20年３月29日から
平成27年３月28日まで

平成21年３月15日から 
平成28年３月14日まで

  会社名 提出会社 提出会社

   決議年月日 平成17年３月15日 平成18年３月15日

   権利確定前

    期首（株） ─ 240,775

    付与（株） ─ ─

    失効（株） ─ 37,375

    権利確定（株） ─ 203,400

    未確定残（株） ─ ─

   権利確定後

    期首（株） 146,225 ─

    権利確定（株） ─ 203,400

    権利行使（株） 23,300 ─

    失効（株） 9,750 4,650

    未行使残（株） 113,175 198,750

  会社名 提出会社 提出会社

   決議年月日 平成17年３月15日 平成18年３月15日

   権利行使価格（円） 600 2,080

   行使時平均株価（円） 1,327 ─

   付与日における
    公正な評価単価（円）

─ ─
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 
  

 
   （注） 株式数に換算して記載しております。 

なお、平成18年10月11日付で普通株式１株につき25株の分割を行っております。これにより「株式 

の付与数」が調整されております。 

  

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

① ストック・オプションの数 

 
  

② 単価情報 

 
      （注） 平成18年10月11日付で普通株式１株につき25株の分割を行っております。  

        これにより「権利行使価格」が調整されております。 

  

 会社名 提出会社 提出会社

 決議年月日  平成17年３月15日 平成18年３月15日

 付与対象者の区分及び人数  当社従業員 657名
当社従業員 1,670名
子会社取締役 1名
子会社従業員 38名

 株式の種類及び付与数 (注)  普通株式 194,250株 普通株式 362,500株

 付与日  平成17年３月29日 平成18年３月31日

 権利確定条件

新株予約権の割り当てを
受けた者は、権利行使の際
に、当社、子会社及び関連
会社の取締役、監査役、役
員に準ずる者、従業員の地
位にあることを要する。

新株予約権の割り当てを
受けた者は、権利行使の際
に、当 社、子 会 社 の 取 締
役、監査役、役員に準ずる
者、従業員の地位にあるこ
とを要する。

 対象勤務期間 対象勤務期間の定めはあ
りません。

同左

 権利行使期間
平成20年３月29日から
平成27年３月28日まで

平成21年３月15日から 
平成28年３月14日まで

  会社名 提出会社 提出会社

   決議年月日 平成17年３月15日 平成18年３月15日

   権利確定前

    期首（株） ─ ─

    付与（株） ─ ─

    失効（株） ─ ─

    権利確定（株） ─ ─

    未確定残（株） ─ ─

   権利確定後

    期首（株） 113,175 198,750

    権利確定（株） ─ ─

    権利行使（株） 1,500 ─

    失効（株） 9,575 26,950

    未行使残（株） 102,100 171,800

  会社名 提出会社 提出会社

   決議年月日 平成17年３月15日 平成18年３月15日

   権利行使価格（円） 600 2,080

   行使時平均株価（円） 738 ─

   付与日における
    公正な評価単価（円）

─ ─
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   前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

    該当事項はありません。 

  

   当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

    該当事項はありません。 

  

   当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

    該当事項はありません。 

  

  

 
  

（注） 算定上の基礎 

１． １株当たり純資産額 

 
  

(企業結合等関係)

(賃貸等不動産関係)

(１株当たり情報)

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）

１株当たり純資産額            940.98円 １株当たり純資産額            941.29円

１株当たり当期純利益           140.59円 １株当たり当期純利益           55.91円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益      139.14円 潜在株式調整後１株当たり当期純利益    55.76円

項目
前連結会計年度

（平成21年３月31日）
当連結会計年度

（平成22年３月31日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 
（千円）

4,955,651 4,892,571

純資産の部の合計額から控除する金額 
（千円）

270 ─

（うち自己株式申込証拠金） (270) ─

普通株式に係る純資産額（千円） 4,955,381 4,892,571

普通株式の発行済株式数（株） 5,887,125 5,387,125

普通株式の自己株式数（株） 620,920 189,420

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数（株）

5,266,205 5,197,705
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２． １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

 
  

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項並びにリース取

引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付に関する注

記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しており

ます。 

項目
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）

連結損益計算書上の当期純利益 
（千円）

793,706 292,837

普通株主に帰属しない金額（千円） ─ ─

普通株式に係る当期純利益（千円） 793,706 292,837

普通株式の期中平均株式数（株） 5,645,385 5,237,790

当期純利益調整額（千円） ─ ─

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の
算定に用いられた普通株式増加数の主要
な内訳（株）

 新株予約権 58,987 13,550

普通株式増加数（株） 58,987 13,550

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり当期純利益の算定に含ま
れなかった潜在株式の概要

  平成18年３月31日定時株主総会
決議（新株予約権 7,950個）普通
株式 198,750株

 平成18年３月31日定時株主総会
決議（新株予約権 6,872個）普通
株式 171,800株

(重要な後発事象)

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日
  至 平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日）

（自己株式の消却)

 当社は、平成21年３月26日開催の取締役会におい

て、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却す

ることを決議し、自己株式の消却を以下のとおり実施

いたしました。

 (1)消却の理由

資本効率の向上及び株主価値の増大を図るためで

あります。

 (2)消却した株式の種類

当社普通株式

 (3)消却した株式の数

500,000株

(消却前の発行済株式総数に対する割合8.49％)

 (4)消却後の発行済株式総数

5,387,125株

 (5)消却日

平成21年４月17日

 (6)消却後の保有自己株式の数

120,920株

 ───────

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,589,312 2,989,921

売掛金 1,917,426 1,816,590

有価証券 19,688 29,809

貯蔵品 1,871 －

前渡金 9,977 9,082

前払費用 227,197 239,973

繰延税金資産 398,669 249,639

未収入金 － 361,489

未収還付法人税等 － 212,637

立替金 109,055 98,498

その他 15,936 3,279

貸倒引当金 △5,707 △2,688

流動資産合計 5,283,426 6,008,233

固定資産

有形固定資産

建物 573,841 581,899

減価償却累計額 △307,456 △338,270

建物（純額） 266,384 243,628

工具、器具及び備品 613,097 617,634

減価償却累計額 △464,743 △512,196

工具、器具及び備品（純額） 148,353 105,437

建設仮勘定 762 762

有形固定資産合計 415,500 349,829

無形固定資産

ソフトウエア 231,196 489,973

ソフトウエア仮勘定 471,392 120,064

その他 3,719 3,719

無形固定資産合計 706,308 613,758

投資その他の資産

投資有価証券 240,722 92,616

関係会社株式 211,000 231,000

長期前払費用 70,768 50,015

繰延税金資産 224,983 233,449

長期預金 300,000 300,000

差入保証金 295,236 300,360

その他 19,502 19,502

投資その他の資産合計 1,362,212 1,226,942

固定資産合計 2,484,021 2,190,530

資産合計 7,767,448 8,198,764

㈱ＶＳＮ（2135） 平成22年３月期 決算短信

－27－



(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

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 1,218,702 1,144,914

未払費用 920,985 614,199

未払法人税等 134,543 －

前受金 4,098 －

預り金 51,937 49,547

流動負債合計 2,330,266 2,247,325

固定負債

長期借入金 － 532,338

退職給付引当金 481,650 564,056

固定負債合計 481,650 1,096,394

負債合計 2,811,917 3,343,720

純資産の部

株主資本

資本金 1,063,772 1,063,772

資本剰余金

資本準備金 963,347 963,347

資本剰余金合計 963,347 963,347

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 3,651,224 3,019,904

利益剰余金合計 3,651,224 3,019,904

自己株式 △718,766 △191,345

自己株式申込証拠金 270 －

株主資本合計 4,959,848 4,855,677

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,316 △634

評価・換算差額等合計 △4,316 △634

純資産合計 4,955,531 4,855,043

負債純資産合計 7,767,448 8,198,764
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(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 17,566,475 13,226,480

売上原価 12,332,615 10,783,956

売上総利益 5,233,860 2,442,523

販売費及び一般管理費 3,770,632 3,122,384

営業利益又は営業損失（△） 1,463,227 △679,860

営業外収益

受取利息 7,765 1,372

有価証券利息 13,383 1,974

保険配当金 5,798 6,141

受取手数料 2,569 2,644

助成金収入 － 1,174,332

その他 1,671 5,874

営業外収益合計 31,188 1,192,340

営業外費用

支払利息 － 18,945

社債利息 394 －

コミットメントフィー 8,009 10,213

投資有価証券評価損 47,000 －

投資有価証券売却損 － 29,500

その他 5,495 3,321

営業外費用合計 60,900 61,980

経常利益 1,433,516 450,498

特別利益

固定資産売却益 913 －

受取和解金 － 7,031

特別利益合計 913 7,031

特別損失

固定資産除却損 4,298 789

関係会社株式評価損 219,000 －

原状回復費 － 1,432

投資有価証券償還損 － 1,473

特別損失合計 223,298 3,696

税引前当期純利益 1,211,130 453,833

法人税、住民税及び事業税 597,229 60,364

法人税等調整額 20,484 138,038

法人税等合計 617,713 198,403

当期純利益 593,417 255,430
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【売上原価明細書】

前事業年度
（自 平成20年４月１日   
  至 平成21年３月31日）

当事業年度 
（自 平成21年４月１日   
  至 平成22年３月31日）

区分
注記 
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ 労務費 11,333,576 91.9 9,793,311 90.8

Ⅱ 経費 ※１ 999,038 8.1 990,645 9.2

  売上原価 12,332,615 100.0 10,783,956 100.0

前事業年度 
（自 平成20年４月１日   
  至 平成21年３月31日）

当事業年度 
（自 平成21年４月１日   
  至 平成22年３月31日）

※１ 経費のうち主な内訳は次のとおりであります。

地代家賃 115,920千円

社宅寮費 536,310千円

外注費 71,568千円

※１ 経費のうち主な内訳は次のとおりであります。

地代家賃 119,794千円

社宅寮費 538,180千円

外注費 41,797千円
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,063,772 1,063,772

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,063,772 1,063,772

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 963,347 963,347

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 963,347 963,347

資本剰余金合計

前期末残高 963,347 963,347

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 963,347 963,347

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 3,341,624 3,651,224

当期変動額

剰余金の配当 △270,825 △310,706

当期純利益 593,417 255,430

自己株式の消却 － △575,429

新株予約権の行使 △12,991 △615

当期変動額合計 309,599 △631,320

当期末残高 3,651,224 3,019,904

利益剰余金合計

前期末残高 3,341,624 3,651,224

当期変動額

剰余金の配当 △270,825 △310,706

当期純利益 593,417 255,430

自己株式の消却 － △575,429

新株予約権の行使 △12,991 △615

当期変動額合計 309,599 △631,320

当期末残高 3,651,224 3,019,904

自己株式

前期末残高 △302,796 △718,766

当期変動額

自己株式の取得 △442,941 △49,524

自己株式の消却 － 575,429

新株予約権の行使 26,971 1,515

当期変動額合計 △415,969 527,420

当期末残高 △718,766 △191,345
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

自己株式申込証拠金

前期末残高 1,980 270

当期変動額

自己株式申込証拠金の入金 12,270 630

新株予約権の行使 △13,980 △900

当期変動額合計 △1,710 △270

当期末残高 270 －

株主資本合計

前期末残高 5,067,927 4,959,848

当期変動額

剰余金の配当 △270,825 △310,706

当期純利益 593,417 255,430

自己株式の取得 △442,941 △49,524

自己株式申込証拠金の入金 12,270 630

自己株式の消却 － －

新株予約権の行使 － －

当期変動額合計 △108,079 △104,170

当期末残高 4,959,848 4,855,677

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △34 △4,316

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△4,282 3,682

当期変動額合計 △4,282 3,682

当期末残高 △4,316 △634

評価・換算差額等合計

前期末残高 △34 △4,316

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△4,282 3,682

当期変動額合計 △4,282 3,682

当期末残高 △4,316 △634

純資産合計

前期末残高 5,067,893 4,955,531

当期変動額

剰余金の配当 △270,825 △310,706

当期純利益 593,417 255,430

自己株式の取得 △442,941 △49,524

自己株式申込証拠金の入金 12,270 630

自己株式の消却 － －

新株予約権の行使 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,282 3,682

当期変動額合計 △112,362 △100,487

当期末残高 4,955,531 4,855,043
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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)【重要な会計方針の変更】

 前事業年度
（自 平成20年４月１日
  至 平成21年３月31日）

当事業年度
（自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日）

（リース取引に関する会計基準）

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっておりましたが、当事業年度より、「リー

ス取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平

成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19

年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成

６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常の売

買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のもの

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

 これによる損益に与える影響はありません。

───────

【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（貸借対照表） （貸借対照表）

    前事業年度まで区分掲記しておりました「流動資

産」の「未収入金」は、総資産の総額の1/100以下と

なったため、当事業年度より「流動資産」の「その

他」に含めて表示することといたしました。 

  なお、当事業年度の「未収入金」の金額は13,296千

円であります。

   前事業年度まで「流動資産」の「その他」に含めて

表示しておりました「未収入金」は、重要性が増した

ため、当事業年度より区分掲記しております。 

  なお、前事業年度の「未収入金」の金額は13,296千

円であります。

（損益計算書）

  前事業年度において、「営業外収益」の「その他」

に含めて表示しておりました「保険配当金」は、重要

性が増したため、当事業年度より区分掲記しておりま

す。 

 なお、前事業年度の「保険配当金」は414千円であ

ります。

 ───────
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前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増減数の内訳は、次のとおりであります。 

 市場買付けによる増加        519,100株 

 単元未満株式の買取りのよる増加     245株 

 新株予約権の行使による減少           23,300株 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増減数の内訳は、次のとおりであります。 

 市場買付けによる増加         69,900株 

 単元未満株式の買取りによる増加     100株 

 自己株式の消却による減少      500,000株 

 新株予約権の行使による減少            1,500株 

  

(6) 【個別財務諸表に関する注記事項】

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 124,875 519,345 23,300 620,920

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 620,920 70,000 501,500 189,420
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(重要な後発事象)

前事業年度
（自 平成20年４月１日
  至 平成21年３月31日）

当事業年度
（自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日）

 （自己株式の消却)

 当社は、平成21年３月26日開催の取締役会におい

て、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却す

ることを決議し、自己株式の消却を以下のとおり実施

いたしました。

 (1)消却の理由

資本効率の向上及び株主価値の増大を図るためで

あります。

 (2)消却した株式の種類

当社普通株式

 (3)消却した株式の数

500,000株

(消却前の発行済株式総数に対する割合8.49％)

 (4)消却後の発行済株式総数

5,387,125株

 (5)消却日

平成21年４月17日

 (6)消却後の保有自己株式の数

120,920株

 ───────
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①代表者の異動 

代表者の異動につきましては「代表者である代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ」にて平

成22年３月25日に開示済みであります。 

  

②その他の役員の異動 

その他の役員の異動につきましては「代表者である代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ」

にて平成22年３月25日に開示済みであります。 

  

該当事項はありません。 

  

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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