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1.  平成24年1月期第1四半期の業績（平成23年2月1日～平成23年4月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

24年1月期第1四半期 923 9.0 82 ― 88 ― 87 ―
23年1月期第1四半期 847 △19.9 △59 ― △43 ― △43 ―

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

24年1月期第1四半期 33.21 33.18
23年1月期第1四半期 △49.89 ―

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

24年1月期第1四半期 1,344 649 48.3 245.67
23年1月期 1,252 562 44.9 637.36

（参考） 自己資本   24年1月期第1四半期  649百万円 23年1月期  562百万円

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

23年1月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年1月期 ―
24年1月期 

（予想）
10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成24年1月期の業績予想（平成23年2月1日～平成24年1月31日） 
（％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）

（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

第2四半期 
(累計)

1,898 10.6 91 ― 88 ― 71 ― 27.20

通期 3,753 9.2 206 99.3 200 58.9 178 48.2 67.61



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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。）

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） 24年1月期1Q 2,646,000株 23年1月期  882,000株
② 期末自己株式数 24年1月期1Q  363株 23年1月期  100株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年1月期1Q 2,645,698株 23年1月期1Q 881,900株

※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、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きは終了していません。 

※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及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。 
２．平成23年２月１日付をもって、普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。「１．平成24年１月期第１四半期の業績」の23年１月期第１
四半期の１株当たり四半期純利益、23年１月期の１株当たり純資産については、株式分割前の株式数により算出しております。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、新興国を中心とした海外経済の回復などを背景に持ち直しの動き

が見られましたが、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響により、下押し圧力が強まりました。先行き

については、サプライチェーン回復の遅れ、電力供給の制約等により、下振れするリスクが存在しており、注視し

ていく必要があります。 

  このような状況の中、当社の技術者派遣事業においては、東日本大震災の影響による顧客企業の一時休業や出勤

調整等により、労働工数は減少したものの、顧客企業の継続的な設計需要を背景に稼働率は好調を維持し、技術者

単価は回復基調で推移いたしました。 

  請負事業においては、顧客拡大に努め、顧客企業のニーズに積極的に対応した結果、受注高及び売上高が増加い

たしました。 

  利益面においては、売上高が増加したことに加え、業務効率化による経費抑制の効果もあり、前年同期に比べ大

幅に改善いたしました。 

  これらの結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高923,656千円（前年同期比9.0％増）、営業利益82,570千

円（前年同期営業損失59,983千円）、経常利益88,725千円（前年同期経常損失43,077千円）、四半期純利益87,865

千円（前年同期四半期純損失43,996千円）となりました。 

  

（２）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１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ91,906千円増加し、1,344,614千円となりまし

た。これは主に、未収入金の減少43,952千円があったものの、売上債権の増加87,276千円、現金及び預金の増加

55,164千円があったことによるものであります。 

  負債につきましては、前事業年度末に比べ4,034千円増加し、694,651千円となりました。これは主に、長期借入

金の減少37,473千円があったものの、未払金の増加50,539千円があったことによるものであります。 

  純資産につきましては、前事業年度末に比べ87,872千円増加し、649,962千円となりました。これは主に、四半

期純利益87,865千円の計上により利益剰余金が増加したことによるものであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

  当第１四半期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、前事業年度末に比べ55,164

千円増加し、629,484千円となりました。 

  当第１四半期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、94,436千円（前年同四半期は60,243千円の使用）となりました。これは主に、

売上債権の増加額87,276千円があったものの、税引前四半期純利益88,725千円、未払金の増加額50,539千円、未収

入金の減少額41,140千円があっ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） 

  投資活動の結果使用した資金は、1,779千円（前年同四半期比8,127千円減）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3,574千円があったものの、敷金及び保証金の差入による支出4,454千円があったことに

よるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果使用した資金は、37,493千円（前年同四半期は112,518千円の獲得）となりました。これは主に

長期借入金の返済による支出37,473千円があったことによるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

  平成23年３月15日に公表いたしました第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、現在のところ変

更はありません。なお、平成23年３月11日に発生した東日本大震災による影響等につきましては、今後、業績への

重大な影響が見込まれる場合には、速やかに開示いたします。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  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、事業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。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  当第１四半期会計期間より、「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。 

  これによる損益に与える影響はありません。 

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成23年４月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 629,484 574,320

受取手形及び売掛金 461,508 374,231

仕掛品 3,781 3,085

原材料及び貯蔵品 2,542 2,844

その他 44,112 92,791

貸倒引当金 △2,800 △2,600

流動資産合計 1,138,630 1,044,673

固定資産   

有形固定資産 105,487 107,368

無形固定資産 10,495 11,579

投資その他の資産   

敷金及び保証金 86,803 85,923

その他 3,629 3,594

貸倒引当金 △432 △432

投資その他の資産合計 90,001 89,085

固定資産合計 205,983 208,033

資産合計 1,344,614 1,252,707

負債の部   

流動負債   

1年内返済予定の長期借入金 149,892 149,892

未払法人税等 2,466 6,640

賞与引当金 4,866 －

その他 170,775 126,848

流動負債合計 328,000 283,381

固定負債   

長期借入金 324,506 361,979

退職給付引当金 39,012 42,143

その他 3,132 3,113

固定負債合計 366,650 407,236

負債合計 694,651 690,617

純資産の部   

株主資本   

資本金 237,087 237,087

資本剰余金 167,137 167,137

利益剰余金 245,768 157,902

自己株式 △220 △200

株主資本合計 649,773 561,927

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 189 162

評価・換算差額等合計 189 162

純資産合計 649,962 562,090

負債純資産合計 1,344,614 1,252,707
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年４月30日) 

売上高 847,032 923,656

売上原価 606,972 610,853

売上総利益 240,059 312,803

販売費及び一般管理費 300,043 230,233

営業利益又は営業損失（△） △59,983 82,570

営業外収益   

受取利息 11 5

受取配当金 2 2

受取手数料 － 3,993

助成金収入 15,303 3,122

その他 6,160 1,607

営業外収益合計 21,477 8,730

営業外費用   

支払利息 2,655 1,869

コミットメントフィー 1,200 －

その他 716 706

営業外費用合計 4,571 2,575

経常利益又は経常損失（△） △43,077 88,725

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △43,077 88,725

法人税、住民税及び事業税 918 859

法人税等合計 918 859

四半期純利益又は四半期純損失（△） △43,996 87,865
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△43,077 88,725

減価償却費 4,436 3,857

長期前払費用償却額 45 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 600 200

賞与引当金の増減額（△は減少） － 4,866

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） △25,356 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,925 △3,131

受取利息及び受取配当金 △13 △7

保険返戻金 △3,178 －

支払利息 2,655 1,869

助成金収入 △15,303 △3,122

未収入金の増減額（△は増加） － 41,140

売上債権の増減額（△は増加） △76,708 △87,276

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,803 △393

未収消費税等の増減額（△は増加） 62,600 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 33,401 2,941

未払金の増減額（△は減少） △37,900 50,539

その他 12,048 △5,884

小計 △95,482 94,324

利息及び配当金の受取額 13 7

利息の支払額 △2,695 △1,867

助成金の受取額 40,154 6,062

法人税等の支払額 △2,233 △4,091

営業活動によるキャッシュ・フロー △60,243 94,436

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 △18,334 －

無形固定資産の取得による支出 △240 △892

保険積立金の積立による支出 △9 －

保険積立金の解約による収入 8,482 －

敷金及び保証金の差入による支出 △22,615 △4,454

敷金及び保証金の回収による収入 22,811 3,574

その他 － △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,906 △1,779

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 150,000 －

長期借入金の返済による支出 △37,473 △37,473

自己株式の取得による支出 － △20

配当金の支払額 △8 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 112,518 △37,493

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 42,369 55,164

現金及び現金同等物の期首残高 513,187 574,320

現金及び現金同等物の四半期末残高 555,557 629,484
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  該当事項はありません。 

  

  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）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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