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

23年3月期第3四半期 1,383 △6.4 △71 ― 5 ― 1 ―
22年3月期第3四半期 1,478 △43.1 △142 ― △65 ― △96 ―

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3四半期 88.38 ―
22年3月期第3四半期 △5,090.99 ―

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3四半期 712 381 53.6 18,297.86
22年3月期 564 329 58.4 17,426.99

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  381百万円 22年3月期  329百万円

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  
23年３月期については未定です。 

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 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
― ―

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 1,857 △3.1 △78 ― 52 ― 52 ― 2,544.28



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の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 

（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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続き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 
 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績はさまざまな要因により、これらの予想数値と異なる場合
があり得ることをご承知おき願います。業績の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、[添付資料]２ページ「１．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。 

4.  その他 （詳細は、[添付資料]３ページ「その他の情報」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 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 20,874株 22年3月期  18,935株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  7株 22年3月期  7株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 20,387株 22年3月期3Q 18,928株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国及びアジア新興国経済の成長に伴う輸出の増加、政府の

経済政策の効果による企業収益の改善が牽引となり緩やかな回復基調にあるものの、国内における高い失業率やデ

フレ状況は依然として続いており、また円高の継続による輸出競争力の低下などにより、先行きは引き続き不透明

となっております。 

このような状況のなか、当社グループでは、主力事業である技術職知財リース事業において、前連結会計年度よ

り営業力の集約化、営業所の統廃合など固定費削減策の実施および雇用調整助成金の活用等の諸施策を行うことに

より経営資源の効率化を図り、また労働原価および販売管理費の抑制に努め、一層の高付加価値サービス提供がで

きる体制の構築を行ってまいりました。その結果、顧客基盤の拡大、受注量の増加、テクノロジストの稼働率上昇

など、その効果があらわれてきております。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高1,383百万円（前年同期比6.4％減）、営業損失71百

万円（前年同期は142百万円の営業損失）、経常利益５百万円（前年同期は65百万円の経常損失）、四半期純利益

１百万円（前年同期は96百万円の四半期純損失）となりました。 

なお、セグメント別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 

情報処理関連、自動車関連等の顧客企業からの取引が前年同期比減少した結果、技術職知財リース事業の売上高

は1,377百万円（前年同期比1.6％減）となりましたが、労働原価および販売管理費抑制策の効果によりセグメント

利益は105百万円（前年同期比94.7％増）となりました。 

②一般派遣及びエンジニア派遣事業 

子会社の株式会社ジオトレーディングの業績が堅調に推移したことから、売上高は６百万円（前年同期比92.2％

減）、セグメント利益は１百万円（前年同期比48.8％増）となりました。 

（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３四半期連結会計期間末の資産総額は712百万円となり、前連結会計年度末より147百万円の増加となりまし

た。これは主に現金及び預金の増加によるものであります。 

負債総額は330百万円となり、前連結会計年度末より95百万円増加いたしました。これは主に短期借入金の増加

によるものであります。また純資産は381百万円となり、前連結会計年度末より51百万円の増加となりました。 

なお、自己資本比率は53.6％と前連結会計年度末の58.4％に比べ4.8ポイント低下致しました。 

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175百万円増加（前年同期は41百万円の増加）し、322百万円となりました。 

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。 

（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44百万円となりました。これは主に賞与引当金の減少30百万円等による資金

の減少があったものの、税金等調整前四半期純利益５百万円、未収消費税等の減少31百万円、未払費用の増加24

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。 

（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２百万円となりました。これは主に敷金及び保証金の回収による収入２百万

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127百万円となりました。これは主に短期借入金の増加77百万円、株式の発

行による収入49百万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 

通期連結業績予想につきましては、主力事業である技術職知財リース事業については、主要取引先である製造業

全体を取り巻く環境は依然として厳しく業界動向を推測しづらいことから、当初予想通りとしております。 

以上により平成23年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成22年５月７日公表の予想通り売上高1,857

百万円、営業損失78百万円、経常利益52百万円、当期純利益52百万円としております。 

   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（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 

「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３四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。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

  

２．その他の情報
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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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 322,187 147,104

受取手形及び売掛金 244,563 225,301

その他 47,260 85,505

貸倒引当金 △148 △141

流動資産合計 613,863 457,770

固定資産   

有形固定資産 7,286 8,131

無形固定資産 7,282 9,100

投資その他の資産   

敷金及び保証金 66,017 71,377

その他 17,783 18,391

投資その他の資産合計 83,801 89,769

固定資産合計 98,369 107,000

資産合計 712,233 564,771

負債の部   

流動負債   

短期借入金 103,334 25,336

未払費用 44,291 20,122

未払法人税等 4,347 6,917

賞与引当金 35,666 66,334

その他 70,073 49,337

流動負債合計 257,711 168,047

固定負債   

退職給付引当金 72,699 66,865

固定負債合計 72,699 66,865

負債合計 330,411 234,913

純資産の部   

株主資本   

資本金 255,357 230,441

資本剰余金 254,755 229,839

利益剰余金 △127,138 △122,255

自己株式 △659 △659

株主資本合計 382,315 337,366

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △493 △375

為替換算調整勘定 － △7,132

評価・換算差額等合計 △493 △7,508

純資産合計 381,821 329,858

負債純資産合計 712,233 564,771
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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21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 1,478,935 1,383,982

売上原価 1,128,674 1,036,898

売上総利益 350,260 347,084

販売費及び一般管理費 492,753 418,592

営業損失（△） △142,493 △71,507

営業外収益   

受取利息 56 4

受取配当金 477 184

助成金収入 73,927 77,714

消費税等調整額 546 －

その他 3,959 939

営業外収益合計 78,967 78,843

営業外費用   

支払利息 2,117 1,200

為替差損 132 －

株式交付費 － 450

その他 1 1

営業外費用合計 2,252 1,652

経常利益又は経常損失（△） △65,777 5,682

特別利益   

投資有価証券売却益 － 91

事業税還付税額 21,900 －

その他 1,059 2

特別利益合計 22,960 93

特別損失   

投資有価証券評価損 － 330

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 25,787 330

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△68,605 5,445

法人税、住民税及び事業税 6,492 3,644

法人税等還付税額 △4,555 －

法人税等調整額 25,820 －

法人税等合計 27,756 3,644

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,801

四半期純利益又は四半期純損失（△） △96,362 1,801
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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21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△68,605 5,445

減価償却費 4,299 2,792

投資有価証券評価損 － 330

受取利息及び受取配当金 △533 △189

支払利息 2,117 1,200

投資有価証券売却損益（△は益） △112 △91

賞与引当金の増減額（△は減少） △47,548 △30,668

株式交付費 － 450

売上債権の増減額（△は増加） 103,515 △19,262

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,954 5,833

未払金の増減額（△は減少） △33,677 △1,329

未払費用の増減額（△は減少） 13,319 24,169

未収消費税等の増減額（△は増加） △17,765 31,536

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,176 14,967

預り金の増減額（△は減少） 13,549 7,804

その他 △21,639 6,894

小計 △57,301 49,885

利息及び配当金の受取額 533 189

利息の支払額 △2,167 △1,236

法人税等の支払額 △4,715 △4,075

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 △32,110 44,763

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 △2,737 △130

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 △1,904 －

投資有価証券の売却による収入 276 248

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 －

子会社の清算による収入 － 666

敷金及び保証金の差入による支出 △11,448 △302

敷金及び保証金の回収による収入 47,798 2,458

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 28,669 2,942

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） 43,520 77,998

株式の発行による収入 － 49,381

配当金の支払額 △37 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 43,482 127,377

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,871 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 41,911 175,083

現金及び現金同等物の期首残高 263,660 147,104

現金及び現金同等物の四半期末残高 305,572 322,187
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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。 

  

［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21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

(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。 

  

［海外売上高］ 

前第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 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 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
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

営業利益又は営業損失（△）  54,143  1,021  5  55,170  △197,664  △142,493

  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

営業損失（△）  △127,680  △14,812  △142,493  －  △142,493

  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% 
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［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、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が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いるものでありま

す。 

当社グループは「機械設計」「電気・電子設計」「ソフトウェア開発」の３分野を中心に、専門技術を顧客企

業に提供、支援する業務である「技術職知財リース事業」及び、主に製造業向けに労働者を派遣する事業である

「一般派遣及びエンジニア派遣事業」の２つを報告セグメントとしております。 

  

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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

 （注）１ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

    ２ 調整額（178,435千円）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。 

  

（追加情報）  

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。  

  

  

当社は、平成22年５月21日開催の取締役会決議に基づき、平成22年６月８日付けで第三者割当増資の払込を受け

ました。この結果、第１四半期連結会計期間において資本金が24,916千円、資本準備金が24,916千円増加し、当第

３四半期連結会計期間末において資本金が255,357千円、資本準備金が254,755千円となっております。  

  

  

報告セグメント 

調整額 

（注）２  

  

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 

  四半期連結損益計

算書計上額 

（注）１ 

計 

  

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

 売上高           

（１）外部顧客への売上高   1,377,897    6,084    1,383,982    －    1,383,982

（２）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
  －   －   －   －   －

計    1,377,897    6,084    1,383,982    －    1,383,982

セグメント利益又は損失（△）    105,408    1,519    106,927   △178,435    △71,507

（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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