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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 6,485 △3.0 △133 ― 101 43.4 △16 ―

22年3月期第3四半期 6,688 △31.5 △488 ― 70 △70.0 △31 ―

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 △3.28 ―

22年3月期第3四半期 △6.34 ―

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 5,429 2,125 38.9 422.16
22年3月期 5,303 2,152 40.0 424.73

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  2,110百万円 22年3月期  2,123百万円

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  
 

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） 0.00 0.00

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 9,175 2.3 △55 ― 160 △24.5 60 ― 12.00



(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  有  
（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の対象外であり、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
四半期連結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 
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、〔添付資料〕Ｐ．２ 「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ. 3 「２．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 5,000,000株 22年3月期  5,000,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  133株 22年3月期  103株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 4,999,894株 22年3月期3Q 4,999,937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いて、当社グループの主要顧客である自動車関連を中心とする大手製造業の業

績は、上期においては緩やかな回復が見られましたが、秋以降、輸出の回復の鈍化や円高傾向の継続、エコカー補

助金制度終了の影響など、依然として楽観視できない状況が続いております。 

このような状況下、当社においては、自動車、航空機の設計開発が徐々に活発化したことを背景に積極的な営

業活動を行った結果、12月の稼働率は94.0%まで回復しました。しかし、Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業子会社の行

うソフトウエア開発、実験評価等の需要回復は未だ足取りが重く、ＩＴ事業子会社においても顧客企業のＩＴ投資

抑制傾向が続いております。これらの要因に加えて、平成22年１月の株式売却により連結子会社２社が連結範囲か

ら除外となったことにより、当第３四半期連結累計期間における連結売上高は6,485,655千円（前年同四半期比

3.0％減）となりました。 

利益面においては、稼働率上昇にともなう原価率の改善と、前年から継続している経営合理化の取組みによる

原価、販売費及び一般管理費の圧縮により、利益は大幅に改善したものの、連結子会社の業績低迷により、営業損

失133,844千円（前年同四半期営業損失488,300千円）となりました。 

経常利益は、助成金収入等を営業外収益に計上し、101,386千円（前年同四半期比43.4％増）となりましたが、

連結子会社の固定資産の減損損失等を特別損失として計上した結果、四半期純損失は16,420千円（前年同四半期純

損失31,706千円）となりました。 

  

セグメント別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、ソフトウエア開発や実験評価等の需要回復の足取りは重いものの、

自動車、航空機の設計開発における受注環境が緩やかに回復したことを背景に待機中のエンジニアの配属が進み、

売上高は5,943,958千円となりました。利益面においては、稼働率上昇にともなう原価率の低下、前年より継続し

ている経営合理化の取組みによる原価と販売費及び一般管理費の圧縮および助成金の受給により、経常利益は

129,864千円となりました。 

ＩＴ事業については、顧客企業におけるＩＴ投資抑制傾向が継続したため、売上高は541,696千円、経常損失は

28,478千円となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の財政状態については、前連結会計年度末と比較して、資産は、主に受取手形及び

売掛金の減少があったものの、現金及び預金の増加により 千円増加し 千円となりました。負債

は、賞与引当金の減少があったものの、買掛金および短期借入金、退職給付引当金などの増加により 千円

増加し 千円となりました。純資産は、当第３四半期純損失 千円を計上したほか、少数株主持分が

千円減少したことにより 千円となりました。 

 キャッシュ・フローの状況については、営業活動により獲得した資金は 千円となりました。これは、主

に売上債権の減少 千円のほか、未収消費税等の減少 千円、未払消費税等の増加 千円、法人税

等の還付額 千円によるものであります。投資活動により使用した資金は 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 千円があったものの、有形固定資産の取得による支出 千円、無形固定資

産の取得による支出 千円によるものであります。財務活動により獲得した資金は 千円となりました。

これは主に短期借入金の純増額 千円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 

 通期の業績予測につきましては、現時点において平成22年11月４日に発表いたしました平成23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。 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。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

126,209 5,429,882

153,873

3,304,815 16,420

14,788 2,125,066

446,699

197,479 50,801 61,002

45,709 470

9,106 4,266

5,611 72,364

105,000



（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 

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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

 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、当第３四半期連結累計期間の営業損失は 千円増加し、経常利益は 千円減少、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投資その他の資産の

「その他（差入保証金）」の変動額は18,531千円であります。 

②連結財務諸表に関する会計基準の適用に伴う表示方法の変更 

「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損失」の科目で表示しております。 

   

  

  

２．その他の情報

3,294 3,294

21,825



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 1,929,285 1,411,402

受取手形及び売掛金 1,080,050 1,278,045

商品 100,979 －

商品及び製品 － 32,678

仕掛品 25,296 9,232

貯蔵品 1,756 3,818

その他 321,742 477,596

貸倒引当金 △1,200 △2,054

流動資産合計 3,457,910 3,210,720

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 615,694 644,695

土地 603,590 603,590

その他（純額） 27,172 58,525

有形固定資産合計 1,246,457 1,306,811

無形固定資産   

のれん 134,049 140,433

その他 22,323 35,895

無形固定資産合計 156,373 176,328

投資その他の資産   

その他 574,851 615,072

貸倒引当金 △5,710 △5,260

投資その他の資産合計 569,140 609,811

固定資産合計 1,971,972 2,092,951

資産合計 5,429,882 5,303,672

負債の部   

流動負債   

買掛金 137,600 71,174

短期借入金 675,000 570,000

1年内返済予定の長期借入金 123,759 107,883

未払金 666,323 567,813

未払法人税等 4,532 12,976

賞与引当金 174,319 440,282

その他 272,716 157,536

流動負債合計 2,054,252 1,927,666

固定負債   

長期借入金 167,022 198,024

退職給付引当金 899,960 815,960

その他 183,581 209,291

固定負債合計 1,250,563 1,223,276

負債合計 3,304,815 3,150,942



（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) 

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 705,872 722,293

自己株式 △75 △63

株主資本合計 2,099,239 2,115,671

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,749 1,857

為替換算調整勘定 16,264 6,099

評価・換算差額等合計 11,515 7,957

少数株主持分 14,312 29,101

純資産合計 2,125,066 2,152,729

負債純資産合計 5,429,882 5,303,672



（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 6,688,804 6,485,655

売上原価 5,973,400 5,642,290

売上総利益 715,403 843,364

販売費及び一般管理費 1,203,704 977,209

営業損失（△） △488,300 △133,844

営業外収益   

受取利息及び配当金 3,347 3,039

保険配当金 4,650 1

受取地代家賃 17,267 18,166

助成金収入 544,004 225,434

その他 8,318 10,696

営業外収益合計 577,589 257,338

営業外費用   

支払利息 17,589 9,195

為替差損 － 10,731

その他 1,010 2,181

営業外費用合計 18,600 22,108

経常利益 70,688 101,386

特別利益   

前期損益修正益 41,395 －

貸倒引当金戻入額 4,675 853

投資有価証券売却益 16 12

特別利益合計 46,086 866

特別損失   

前期損益修正損 3,688 9,718

固定資産売却損 33 －

固定資産除却損 1,430 51

減損損失 15,739 35,698

特別退職金 70,078 －

退職給付費用 － 7,853

投資有価証券評価損 19,983 654

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18,531

特別損失合計 110,954 72,507

税金等調整前四半期純利益 5,819 29,745

法人税、住民税及び事業税 10,608 5,086

法人税等調整額 30,555 55,867

法人税等合計 41,164 60,954

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △31,209

少数株主損失（△） △3,637 △14,788

四半期純損失（△） △31,706 △16,420



（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 5,819 29,745

減価償却費 82,577 50,199

差入保証金償却額 － 3,294

減損損失 － 35,698

のれん償却額 12,089 6,383

特別退職金 70,078 －

助成金収入 △544,004 △225,434

賞与引当金の増減額（△は減少） △361,259 △265,962

退職給付引当金の増減額（△は減少） 54,106 83,999

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,122 △403

受取利息及び受取配当金 △3,347 △3,039

支払利息 17,589 9,195

為替差損益（△は益） △6,700 10,874

固定資産売却損益（△は益） 33 －

固定資産除却損 1,430 51

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18,531

売上債権の増減額（△は増加） 330,813 197,479

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,241 △82,322

未収消費税等の増減額（△は増加） － 50,801

その他の流動資産の増減額（△は増加） 15,043 △9,730

仕入債務の増減額（△は減少） △84,907 66,795

未払金の増減額（△は減少） － 87,892

未払消費税等の増減額（△は減少） △150,209 61,002

その他の流動負債の増減額（△は減少） △29,371 42,597

その他 41,021 4,272

小計 △547,077 171,921

利息及び配当金の受取額 3,365 3,035

利息の支払額 △15,102 △8,895

特別退職金の支払額 △106,143 －

助成金の受取額 446,215 234,928

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △166,969 45,709

営業活動によるキャッシュ・フロー △385,711 446,699



（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) 

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 △13,759 △16,009

定期預金の払戻による収入 8,400 16,000

有形固定資産の取得による支出 △11,076 △4,266

有形固定資産の売却による収入 176 －

無形固定資産の取得による支出 △6,662 △5,611

貸付けによる支出 △11,390 △1,186

貸付金の回収による収入 5,236 5,288

差入保証金の差入による支出 △11,023 △4,701

差入保証金の回収による収入 46,687 9,106

子会社株式の取得による支出 △47,500 －

その他 △446 910

投資活動によるキャッシュ・フロー △41,359 △470

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） － 105,000

長期借入れによる収入 27,000 80,000

長期借入金の返済による支出 △85,264 △95,126

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △15,020 △17,099

自己株式の取得による支出 △22 △12

配当金の支払額 △50,143 △397

財務活動によるキャッシュ・フロー △123,451 72,364

現金及び現金同等物に係る換算差額 530 △720

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △549,991 517,873

現金及び現金同等物の期首残高 2,406,887 1,336,902

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,856,895 1,854,776



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 

 前第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。  

（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） 

 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。 

（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） 

 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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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） 

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、ソフトウエ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・保守までの総合サービスを提供する事業。 



（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およ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。 

 当社グループは、「Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業」を中心に、事業部別および子会社別により事業活動を展開

しております。また、一部子会社で「ＩＴ事業」を行っております。 

 したがって、当社グループは、事業部および子会社を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成され

ており、「Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業」および「ＩＴ事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業」については、機械設計開発、電気・電子設計開発、ソフトウエア開発等の専

門的技術サービスを、技術者派遣または請負の形態により顧客企業の研究開発分野に対して提供しております。

「ＩＴ事業」については、ＯＡ機器販売を主とした情報システムの立案から導入・保守までの総合サービスの提

供を行っております。 

   

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）  

（単位：千円）

(注)１．セグメント間取引消去によるものであります。 

  ２．報告セグメントの利益又は損失（△）の合計金額は、四半期連結損益計算書の経常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）  

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 「ＩＴ事業」において、経営環境の悪化により収益性が低下したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、減少額を減損損失として計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間

においては、 千円であります。  

  

（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）および「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。  

  

該当事項はありません。  

  

  

  
Ｒ＆Ｄアウトソー

シング事業 
ＩＴ事業 合計 

調整額 

（注）１  

四半期連結損益

計算書計上額 

（注）２  

売上高           

外部顧客への売上高  5,943,958  541,696 6,485,655  －  6,485,655

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 29,969  2,296 32,266  △32,266  －

計  5,973,928  543,993 6,517,921  △32,266  6,485,655

セグメント利益又は損失（△）  129,864  △28,478 101,386  －  101,386

33,834

（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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