
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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上場会社名 株式会社 バックスグループ 上場取引所  JQ 

コード番号 4306 ＵＲＬ  http://www.backs.co.jp/ 

代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）岡田 努 

問合せ先責任者  （役職名） 常務取締役経営管理本部長 （氏名）砂長 淳洋 （ＴＥＬ）  03-5793-7836 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月13日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無：有     

四半期決算説明会開催の有無      ：有（機関投資家向け）     

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  2,859  △5.4  65  △9.1  53  △25.8  15  △56.3

22年３月期第１四半期  3,021  △4.8  72  △19.7  72  △19.1  35  △26.3

  
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 

23年３月期第１四半期  124  12  124  08

22年３月期第１四半期  284  30  284  18

  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 

23年３月期第１四半期  3,108  1,899  57.1  14,077  02

22年３月期  3,060  1,922  59.0  14,322  75

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 1,773百万円 22年３月期 1,804百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －   0 00 － 360 00  360  00

23年３月期  －  

23年３月期（予想）  0 00 － 265 00  265  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  5,970  △0.3  130  △25.0  117  △32.5  50  △47.1  396  91

通期  11,911  0.8  261  △11.4  261  △12.5  132  △17.0  1,047  84



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．６「その他」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：有 

新規       １ 社 （社名）北京百庫思諮詢有限公司 、除外       － 社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：無 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時

点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実

な要因に係る本資料発表日における予想を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異な

る結果となる可能性があります。 

なお、業績予想に関する事項につきましては、５ページ【当四半期の連結業績等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をご覧下さい。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 148,515株 22年３月期 148,515株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 22,541株 22年３月期 22,541株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 125,974株 22年３月期１Ｑ 125,974株
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 （１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、中国やインドなどの好調な新興国需要にけん引され、国内需要

も一部持ち直しの兆しが見受けられるようになりました。しかしながら米国やユーロ圏では景気の回復傾向に減速の

兆しが現れ始めておりデフレの継続や原材料高、円高の影響もあり国内景気は依然として先行き不透明な状況にあり

ます。  

当社グループの主要マーケットである移動体通信業界においては、当第１四半期における国内出荷台数はプラス成

長を記録し、スマートフォンを始めとする多機能な携帯電話端末への買い替え需要があったことや各キャリアの新製

品の投入があったことにより、顧客獲得競争がより一層激しさを増しております。  

デジタル家電業界における平成21年12月末のブロードバンド契約者数は、インターネット接続サービスの契約数

3,417万人*1と伸び率が鈍化する中、光ファイバー通信サービスで大幅に増加し、デジタル加入者線サービスで減少

する傾向が続いております。  

クレジットカード業界においては、平成21年３月末のクレジットカードの総発行枚数は前年比3.0％増の3億1,783

万枚となっており、会社系列別で見ると、銀行系が1億2,718万枚、流通系が9,166万枚、信販系が6,059万枚、メーカ

ー系が1,207万枚と伸び率が鈍化しております*2。日常決済や医療分野等への利用拡大により、市場規模は拡大を続

けているものの、改正貸金業法の本格施行による規制強化の影響で、カード加入促進活動を縮小する傾向が一部で続

いております。  

当社が属する人材派遣業界においては、これまでの規制緩和による新規参入事業者数の増加や景気低迷による企業

の人材需要の低下による競争激化の中、労働者派遣法改正による規制強化も控えており、引続き厳しい状況が続くこ

とが予想されます。 

こうした状況のもと、当社グループでは、当第１四半期連結会計期間において法改正をはじめとする環境の変化に

対して柔軟に対応できる体制を以下のとおり整備してまいりました。 

労働者派遣法改正を見据えた取組の一環として、人材サービスの提供のみならず、セールスプロモーションの企画

から運営実施・成果の検証までを全国で一括して提供できる組織体制を構築してまいりました。 

また、取引先に対して専門性と質の高いサービスを提供するため、担当営業及び登録スタッフに対してモバイル検

定試験の習得やスマートフォン等モバイル製品及び複雑化するデジタル家電商品の製品情報の知識習得のための教育

研修に注力してまいりました。 

  中長期的な収益基盤強化に向けた新サービスへの取組みとして、平成21年12月29日に取得し連結子会社となった小

売・メーカー向け顧客属性付ＰＯＳデータ分析サービス（ＡＳＰサービス）の提供及び情報活用コンサルティングサ

ービスを展開するジェイビートゥビー株式会社に続き、平成22年４月９日に株式会社アイ・シー・アールの株式の

20％を取得して持分法適用関連会社としました。同社は、カード会社向けの現地調査業務や社会保険庁の厚生年金適

用促進事業における電話業務や訪問業務等、金融機関や官公庁向けの訪問営業支援事業を行っており、同社の持つノ

ウハウを活用することにより、提供するサービスの領域を店頭以外へ拡大し多様化する顧客ニーズに対応できる体制

の整備を進めてまいりました。また、中国市場においてＢｔｏＣビジネスを行う企業に対して当社の強みとする販売

員の教育研修や販売促進のノウハウを提供することを目的として、北京百庫思諮詢有限公司を平成22年６月13日に当

社グループ初となる海外連結子会社として設立しました。  

売上面においては、業務提携先である株式会社リクエストとの協業による新規案件受託や前年度より子会社となっ

た株式会社ジェイビートゥビーが寄与したことや、金融分野において新規の案件獲得があったことにより、カード加

入促進業務が一部伸張しましたが、流通チャネル及びロープライスの衣料品専門店等における新規出店数が減少に転

じたことで人材派遣の需要が低迷したこと等により、当第１四半期連結会計期間における売上高は、前年同期を下回

る結果となりました。 

利益面においては、ワールドカップ等スポーツイベント実施の影響によりデジタル家電分野が比較的好調であった

ものの、モバイル系の人材派遣分野において支払い時給が上昇し利益率が下落した結果、売上総利益率は、前年同期

比で0.9ポイント減少いたしました。一方、選択と集中による事業所の統廃合を前事業年度より実施したこと及び全

社的な業務の効率化を推進した結果、当第１四半期連結会計期間における販売費及び一般管理費率は、前年同期比で

0.8ポイント減少しました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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また営業外費用として中国北京での新会社設立に伴う関連費用として12百万円、特別利益として貸倒引当金戻入額

１百万円及び賞与引当金戻入額0.9百万円、特別損失として資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額20百万円をそ

れぞれ計上いたしました。 

これらの結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は2,859百万円（前年同期比5.4％減）、営業利益は65百

万円（前年同期比9.1％減）、経常利益は53百万円（前年同期比25.8％減）、四半期純利益は15百万円（前年同期比

56.3％減）となりました。   

（注）   

*1出典：総務省「ブロードバンドサービス等の契約者数（平成21年12月末）」（平成22年３月18日付 新データ）をもとに算出  

*2出典：社団法人日本クレジット産業協会「系列別クレジットカード発行枚数（実数）」をもとに算出  

＜主なセグメント別の業績＞  

(1) セグメント別  

(a) アウトソーシング事業  

 アウトソーシング事業では、当期より受託の広域一括受託型案件の業務開始及び既存顧客の新店オープンと新規販

路拡大に伴って受注量が増加しました。また、一部成果連動型案件において成果目標を達成することで売上増加に貢

献いたしました。しかし、既存の広域一括受託型案件の一部受託エリアの契約終了等販促費の絞込みが行われた事に

より、当第１四半期連結会計期間における売上高は1,079百万円（前年同期比2.6％増）、営業利益は43百万円（前年

同期比9.3％減）となりました。  

(b) 人材派遣事業  

人材派遣事業では、新しく発売されたスマートフォンをはじめとするモバイル端末の販売支援やデジタル回線サー

ビスの提供エリア拡大等によって需要は高まりました。しかし、流通チャネル及びロープライスの衣料品専門店等に

おける新規出店数が減少に転じたことで人材派遣の需要が減少したこと等により、当第１四半期連結会計期間におけ

る売上高は1,780百万円（前年同期比9.6％減）、営業利益は21百万円（前年同期比8.6％減）となりました。 

（注）当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

成20年３月21日）を適用し、併せてセグメントの測定方法の見直しをおこなっております。前年同期比について

は、前第１四半期連結会計期間の情報を新基準にて再計算した数値での比較を行っております。 

(2) 地域別  

(a) 関東圏*1  

関東圏では、一部において百貨店の新規出店及び既存顧客からのキャンペーン受注の増加があったものの、広域一

括受託型案件のエリア縮小等販売促進費の絞込みが行われた影響により、売上高が伸び悩みました。これらの結果、

当第１四半期連結会計期間における売上高は1,718百万円（前年同期比9.0％減）となりました。 

(b) 全国*2  

全国では、当期から開始した広域一括受託型案件が売上高に大きく貢献しました。また、モバイル分野で学生向け

の割引キャンペーン等が活発に実施されたことや、トイレタリー等日雑品のサンプリング案件が増加したこと等によ

り、当第１四半期連結会計期間における売上高は1,141百万円（前年同期比0.6％増）となりました。 

(3) 顧客業界別  

(a) モバイル*3  

モバイル分野では、販売実績及び販売効率の向上を目的とした販路の縮小見直しが行われたこと等の影響により、

売上高は減少となりました。一方で、スマートフォンを中心とした新製品発売に伴って人材派遣需要が復調してきた

ことや、人材派遣会社の絞込みが行われた事により、受注量は一部回復してきております。これらの結果、当第１四

半期連結会計期間における売上高は1,556百万円（前年同期比3.8％減）となりました。 

(b) デジタル*4 

デジタル分野では、エコポイント制度の延長により薄型テレビや冷蔵庫・エアコン等の家電製品が順調に販売台数

を伸ばしている中で、付帯サービスとして有料放送チャンネルへの加入サービスが好調に推移したことや、成果連動

型案件での目標販売実績達成によるインセンティブ報酬の獲得もありましたが、広域一括受託型案件でエリアの縮小

が行われたこと等の影響により売上高は減少となり、当第１四半期連結会計期間における売上高は789百万円（前年

同期比5.5％減）となりました。  
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(c) 金融*5 

金融分野では、景況感の悪化や改正貸金業法の施行等の影響によりクレジットカード各社がカード加入促進活動を

抑制したことに伴い売上高が減少を続けてきましたが、ショッピングモール等の提携カードキャンペーンの新規受注

を行ったこと等により、当第１四半期連結会計期間における売上高は113百万円（前年同期比16.0％増）となりまし

た。 

(d) その他商材*6 

その他商材分野では、流通チャネル及びロープライスの衣料品専門店等において、既存店及び新店オープンに伴う

販促需要が減少したことや、景況の悪化の煽りを受けて音楽業界向け人材派遣が伸び悩んだ結果、当第１四半期連結

会計期間における売上高は400百万円（前年同期比15.1％減）となりました。 

（注）  

*1: 東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、新潟及び山梨を指します  

*2: 上記*1以外の地域すべてを指します  

*3: 移動体通信顧客群（キャリア、代理店など）を示します  

*4: ＰＣ、デジタル家電メーカー（プリンター、デジタルカメラ、セキュリティソフトなど）及び回線（ブロードバンド、光通信）プロバイダーを示します  

*5: 銀行・クレジットカード会社などの金融業界を示します  

*6: 上記*3、*4、*5以外の一般消費財メーカー、小売、流通、エンタテインメント等を示します。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ47百万円増加し3,108百万円となりまし

た。これは主に、受取手形及び売掛金151百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴い、敷金及び保証金24百万円が

それぞれ減少しましたが、現金及び預金177百万円、投資有価証券29百万円、流動資産に含まれる繰延税金資産8百万

円、固定資産に含まれる繰延税金資産5百万円がそれぞれ増加したことによるものです。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ71百万円増加し1,208百万円となりました。これは主に、未払消費税等63百

万円、未払費用35百万円、未払法人税等28百万円がそれぞれ増加しましたが、未払金が43百万円減少したことによる

ものであります。 

 また、純資産につきましては、1,899百万円となり、前連結会計年度末に比べ23百万円減少しました。 

 なお、自己資本比率は、57.1%となり前連結会計年度末より1.9ポイント下落しております。  

②キャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、前

連結会計年度末に比べて177百万円増加したことにより、1,201百万円（前連結会計年度末比17.4％増）となりまし

た。 

 当第１四半期連結会計期間末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） 

 営業活動の結果得られた資金は、242百万円（前年同期比118.0％増）となりました。これは主に、売上債権の減少

額151百万円、未払消費税等の増加額63百万円、未払費用の増加額35百万円となったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果支出した資金は、28百万円（前年同期比111.8％増）となりました。これは主に、敷金及び保証金

の回収による収入が３百万円ありましたが、投資有価証券の取得による支出31百万円となったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果支出した資金は、36百万円（前年同期比25.7％増）となりました。これは主に、配当金の支払額35

百万円によるものであります。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年７月29日付で公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載いたしましたとおり、第２四

半期連結累計期間の連結売上高につきましては、大型イベント運営案件の受託に伴い売上高は、229百万円増加し

5,970百万円となる見込みであります。 

利益面については、前述の大型イベント運営案件の受託による売上高増加に伴う売上総利益の増加、新規採用の抑

制により、営業利益は89百万円増加し130百万円、経常利益は、76百万円増加し117百万円、四半期純利益は、41百万

円増加し50百万円となる見込みであります。 

 なお、平成23年３月期の通期の業績予想につきましては、景気の先行き不透明による企業の販促費投入動向や労働

者派遣法改正の見通しが明らかにされないことや、海外子会社として設立した北京百庫思諮詢有限公司の先行き見通

しについて不確定要素が多いこともあり、平成22年５月10日に公表しました業績予想を据え置くことといたします。

今後の業績推移に応じて、修正の必要が生じた場合には速やかに公表いたします。 

  

 ※業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、潜在的なリスクや不確定要素

を含んでおります。そのため、実際の業績等は、今後の様々な要因の変化等により予想値と異なる可能性があり

ます。  
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（１）重要な子会社の異動の概要 

・連結の範囲に関する事項の変更  

平成22年６月13日付で北京百庫思諮詢有限公司を新たに設立したことに伴い、当第１四半期連結会計期間より

同社を連結の範囲に含めております。 

・持分法の適用に関する事項の変更 

平成22年４月９日付で株式会社アイ・シー・アールの株式を20％取得したことに伴い、当第１四半期連結会計

期間より同社を持分法適用の範囲に含めております。  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更  

(1)資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

これにより、営業利益及び経常利益は、それぞれ 千円減少しており、税金等調整前四半期純利益は

千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による敷金及び保証金の変動額は 千円でありま

す。  

（４）表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、

当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）  

 前第１四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フロー「その他」に含めて表示しておりました

「のれん償却額」については、当第１四半期連結累計期間において重要性が増したため、当第１四半期連結累計期間

より区分掲記することといたしました。なお、前第１四半期連結累計期間の「のれん償却額」は576千円でありま

す。 

２．その他の情報

1,020 21,185

21,185

㈱バックスグループ（4306）　平成23年3月期　第1四半期決算短信

-6-



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,201,263 1,023,386

受取手形及び売掛金 1,282,942 1,434,892

未収還付法人税等 15,219 11,934

繰延税金資産 80,961 72,197

その他 60,956 50,495

貸倒引当金 △3,209 △4,646

流動資産合計 2,638,133 2,588,260

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  27,378 28,644

工具、器具及び備品（純額） ※1  20,883 22,532

リース資産（純額） ※1  6,284 6,755

有形固定資産合計 54,545 57,932

無形固定資産   

のれん 100,944 106,680

ソフトウエア 22,126 25,842

その他 1,721 1,745

無形固定資産合計 124,792 134,267

投資その他の資産   

投資有価証券 67,864 38,452

敷金及び保証金 162,522 186,835

繰延税金資産 55,242 49,931

その他 11,043 10,998

貸倒引当金 △6,048 △5,965

投資その他の資産合計 290,624 280,251

固定資産合計 469,962 472,451

資産合計 3,108,096 3,060,712

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 55,908 77,262

未払金 109,251 152,675

未払法人税等 34,767 5,965

未払消費税等 114,550 51,324

未払費用 702,795 667,064

賞与引当金 38,373 66,068

その他 148,890 112,667

流動負債合計 1,204,536 1,133,030

固定負債   

リース債務 4,398 4,870

固定負債合計 4,398 4,870

負債合計 1,208,935 1,137,900
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 406,970 406,970

資本剰余金 432,958 432,958

利益剰余金 1,314,076 1,343,792

自己株式 △382,410 △382,410

株主資本合計 1,771,594 1,801,310

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,743 2,983

評価・換算差額等合計 1,743 2,983

新株予約権 32,825 28,228

少数株主持分 92,997 90,290

純資産合計 1,899,160 1,922,812

負債純資産合計 3,108,096 3,060,712
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 3,021,734 2,859,247

売上原価 2,327,722 2,227,745

売上総利益 694,012 631,501

販売費及び一般管理費 621,627 ※1  565,699

営業利益 72,385 65,802

営業外収益   

受取利息 68 133

受取手数料 46 43

持分法による投資利益 － 67

受取補償金 39 47

その他 2 50

営業外収益合計 157 342

営業外費用   

コミットメントフィー 299 299

海外子会社設立費用 － 12,226

その他 － 11

営業外費用合計 299 12,536

経常利益 72,244 53,608

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 1,353

賞与引当金戻入額 1,138 997

特別利益合計 1,138 2,350

特別損失   

固定資産除却損 7 －

減損損失 1,610 －

原状回復費用 2,442 －

事業所退去時違約金 2,115 －

解約違約金 4,337 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 20,164

特別損失合計 10,513 20,164

税金等調整前四半期純利益 62,868 35,794

法人税、住民税及び事業税 23,435 31,088

法人税等調整額 3,618 △13,636

法人税等合計 27,054 17,451

少数株主損益調整前四半期純利益 － 18,342

少数株主利益 － 2,707

四半期純利益 35,814 15,635
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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 62,868 35,794

減価償却費 10,744 7,612

減損損失 1,610 －

のれん償却額 － 5,736

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 20,164

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18 △1,353

賞与引当金の増減額（△は減少） △32,146 △27,695

受取利息及び受取配当金 △68 △133

固定資産除却損 7 －

持分法による投資損益（△は益） － △67

売上債権の増減額（△は増加） 217,439 151,950

仕入債務の増減額（△は減少） △6,381 △21,354

未払消費税等の増減額（△は減少） △26,739 63,225

未払費用の増減額（△は減少） 7,712 35,730

未払金の増減額（△は減少） △2,450 △43,424

その他 △4,279 19,333

小計 228,333 245,519

利息及び配当金の受取額 0 1

法人税等の支払額 △117,164 △3,116

営業活動によるキャッシュ・フロー 111,169 242,403

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 △2,026 △448

無形固定資産の取得による支出 △2,221 －

投資有価証券の取得による支出 △9,794 △31,025

敷金及び保証金の差入による支出 △81 －

敷金及び保証金の回収による収入 681 3,002

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,440 △28,471

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △471 △471

配当金の支払額 △28,210 △35,583

財務活動によるキャッシュ・フロー △28,681 △36,055

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 69,047 177,876

現金及び現金同等物の期首残高 973,512 1,023,386

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,042,559 ※1  1,201,263
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該当事項はありません。 

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）  

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。  

〔海外売上高〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）  

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会にお

いて経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっております。 

また、当社グループは、主にデジタル情報家電メーカー、携帯電話、生活消費財や、金融を含むＢｔｏＣ企業を

対象とした営業支援及び販売促進業務のアウトソーシング事業、人材派遣事業を営んでおります。したがって、当

社グループは、事業形態を基礎とし、「アウトソーシング事業」及び「人材派遣事業」を報告セグメントとしてお

ります。 

「アウトソーシング事業」は、デジタル家電業界を中心とした消費財メーカーの流通チャネルにおける営業支援

業務となります。また、営業支援業務の一環として、多機能で複雑であるために販売時点で消費者に対して詳細な

商品説明が必要な商品を消費者に効果的にアピールするための販売支援業務や流通チャンネルにおけるマーケット

リサーチ、小売・メーカー向け顧客属性付ＰＯＳデータの分析サービスの提供及び情報活用コンサルティングサー

ビス等が含まれております。 

「人材派遣事業」は、デジタル情報家電業界を中心とした消費財メーカー顧客やアパレル系顧客などに特定の技

能を必要とする職種に絞って人材を派遣するサービスとなります。また、このような専門性を持った派遣スタッフ

の社員化へのニーズに応えるため紹介予定派遣を主体とした人材紹介サービスが含まれております。 

なお、マネジメント・アプローチの適用を機に、全社共通費及び営業費用の各報告セグメントへの配賦方法につ

いても一部見直しを行っております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  
アウトソーシ
ング事業 
（千円） 

人材派遣事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

 売上高           

(1)外部顧客への売上高  1,051,065  1,970,669  3,021,734  －  3,021,734

(2)セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
 913  －  913  (913)  －

計  1,051,978  1,970,669  3,022,648  (913)  3,021,734

営業利益  49,488  90,091  139,580  (67,194)  72,385
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２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）  

 （注）１ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

重要な変動はありません。  

 （追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月

21日）を適用しております。 

著しい変動がないため、該当事項はありません。 

（四半期連結貸借対照表関係） 

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 千円であります。 

 ２ 貸出コミットメントライン契約 

 当社は、資金調達の機動性及び安定性の確保を目的として取引銀行１行と貸出コミットメントライン契約

を締結しております。 

 当第１四半期連結会計期間末における貸出コミットメントラインに係る借入未実行残高等は次のとおりで

あります。 

（四半期連結損益計算書関係） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

  
アウトソーシ
ング事業 
（千円） 

人材派遣事業 
（千円） 

計 
（千円） 

調整額 
（千円） 

四半期連結財
務諸表計上額

(注１) 
（千円） 

 売上高           

外部顧客への売上高  1,079,067  1,780,180  2,859,247  －  2,859,247

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 217  －  217  (217)  －

計  1,079,284  1,780,180  2,859,464  (217)  2,859,247

セグメント利益  43,919  21,882  65,802  －  65,802

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）その他注記事項

154,385

貸出コミットメントラインの総額    千円400,000

借入実行残高  －

    差引額  400,000

従業員給与 千円198,926

賞与引当金繰入額  38,189
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の四半期残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（１）経営管理上重要な指標の推移 

 （注）１ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

現金及び預金勘定 千円1,201,263

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金等 
 ―

現金及び現金同等物  1,201,263

４．補足情報

回次 
第21期 

第１四半期連結 
累計(会計)期間 

第22期 
第１四半期連結 
累計(会計)期間 

第21期 

会計期間 
自平成21年４月１日 
至平成21年６月30日 

自平成22年４月１日 
至平成22年６月30日 

自平成21年４月１日 
至平成22年３月31日 

売上高（千円）  3,021,734  2,859,247  11,811,575

経常利益（千円）  72,244  53,608  298,242

四半期（当期）純利益（千円）  35,814  15,635  159,014

純資産額（千円）  1,694,186  1,899,160  1,922,812

総資産額（千円）  2,869,379  3,108,096  3,060,712

１株当たり純資産額（円）  13,331.58  14,077.02  14,322.75

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 284.30  124.12  1,262.28

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 284.18  124.08  1,261.77

自己資本比率（％）  58.5  57.1  59.0

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 111,169  242,403  129,816

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △13,440  △28,471  △34,061

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △28,681  △36,055  △45,880

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
 1,042,559  1,201,263  1,023,386

従業員数（人）  235  222  218
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（２）生産、受注及び販売の状況 

①生産実績  

 当社グループが行うアウトソーシング事業及び人材派遣事業は、提供するサービスの性格上、生産実績の記載に

馴染まないため、当該記載を省略しております。 

②受注実績 

 当社グループが行うアウトソーシング事業及び人材派遣事業は、長期継続受注のものと短期単発受注のものが混

在していることから、受注状況を正確に把握することが困難であるため、当該記載を省略しております。 

③販売実績  

 前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと次のとおりであ

ります。 

（単位：千円、％）

（注）金額には、消費税は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 

前第１四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

   至 平成21年６月30日）  

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年６月30日）  

 金額  構成比  金額  構成比 

 アウトソーシング事業 1,051,065 34.8  1,079,067 37.7

 人材派遣事業 1,970,669 65.2  1,780,180 62.3

 合計 3,021,734 100.0  2,859,247 100.0
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