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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

（注）当社は平成23年４月１日をもって普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。なお、平成23年３月期第１四半期の１株当たり四半期純利益は
当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算定しております。 

(2) 連結財政状態 

（注）当社は平成23年４月１日をもって普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。なお、平成23年３月期の１株当たり純資産は当該株式分割が前
連結会計年度の期首に行われたと仮定して算定しております。  

(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 ％

24年3月期第1四半期 520 18.9 △8 ― △0 ― △3 ―
23年3月期第1四半期 437 △24.7 △67 ― △38 ― △40 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △2百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △33百万円 （―％）

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3月期第1四半期 △91.69 ―
23年3月期第1四半期 △1,045.74 ―

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3月期第1四半期 823 411 49.9 9,848.92
23年3月期 738 415 56.3 9,960.60
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  411百万円 23年3月期  415百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
当社は平成23年４月１日をもって普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。なお、平成24年３月期（予想）の期末配当額は、当該株式分割の影
響を勘案すれば平成23年３月期の期末配当額と同水準となります。 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 100.00 100.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 50.00 50.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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) 1,033 16.1 △23 ― △12 ― △15 ― △359.42
通期 2,163 14.4 32 ― 47 55.2 43 20.3 1,030.33



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）当社は平成23年４月１日をもって普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。なお、前連結会計年度末及び前年同四半期に係る株式数
の算定については当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算定しております。 

※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、四半期連結財務諸表に
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 
１．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．当四半期決算に関
する定性的情報（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．平成23年４月１日をもって普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 41,748 株 23年3月期 41,748 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 14 株 23年3月期 14 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 41,734 株 23年3月期1Q 38,836 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震とその後

の福島第一原子力発電所事故により、国内外の製造業が操業の中断に追い込まれる等、企業活動に大きな影響を受

けただけでなく、個人消費につきましても自粛ムードが広がりをみせる等深刻な状況となりました。生産拠点や供

給網の復旧による生産活動の回復や更には復興需要等により、景気は回復傾向にあるものの、電力不足や原油高、

円高等の問題もあり、先行きは極めて不透明な状況となっております。 

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、社内教育の強化と

OJT及び社外サービスを活用することにより、顧客ニーズにあったスキルをもつテクノロジストの育成を行い、新

卒者のテクノロジストを中心に新規顧客の獲得と既存顧客のニーズを的確に捉えた営業展開を実施いたしました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高520百万円（前年同期比18.9％増）、営業損失８百

万円（前年同期は67百万円の営業損失）、経常損失0.5百万円（前年同期は38百万円の経常損失）、四半期純損失

３百万円（前年同期は40百万円の四半期純損失）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 

産業用機器関連、精密機器関連等の顧客企業からの取引が前年同期比増加した結果、技術職知財リース事業の売

上高は514百万円（前年同期比18.0％増）、セグメント利益は56百万円（前年同期比1,678.5％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により、売上高は６百万円（前年同期比

231.5％増）、セグメント利益は１百万円（前年同期比197.4％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１四半期連結会計期間末の資産総額は823百万円となり、前連結会計年度末より84百万円の増加となりまし

た。これは主に現金及び預金の増加、売掛金の増加によるものであります。 

負債総額は412百万円となり、前連結会計年度末より89百万円増加いたしました。これは主に未払費用の増加に

よるものであります。また純資産は411百万円となり、前連結会計年度末より４百万円の減少となりました。 

なお、自己資本比率は49.9％と前連結会計年度末の56.3％に比べ6.4ポイント低下いたしました。 

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62百万円増加（前年同期は156百万円の増加）し、411百万円となりました。 

当第１四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49百万円となりました。これは主に賞与引当金の減少31百万円、売上債権の

増加12百万円、法人税等の支払額３百万円による資金の減少があったものの、未払費用の増加89百万円、未払金

の増加８百万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３百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出0.9百万

円等による資金の減少があったものの、投資有価証券の売却による収入４百万円等により資金が増加したことよ

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９百万円となりました。これは主に配当金の支払額１百万円等による資金の

減少があったものの、短期借入金の増加11百万円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 

第２四半期及び通期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おいて、主要取引先の製

造業全体の取り巻く環境が依然として厳しいことから業界動向を推測しづらいこともあり、当初予想通りとしてお

ります。 

以上により、平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月９日公表の予想通り売上高2,163百

万円、営業利益32百万円、経常利益47百万円、当期純利益43百万円としております。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号  平成22年

６月30日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号  平成22年６

月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号  平成22年６月30日）を適

用しております。この適用により、当第１四半期連結会計期間に行った株式分割は、前連結会計年度の期首に行わ

れたと仮定して１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を算定しております。 

これらの会計基準等を適用しなかった場合の、前第１四半期連結累計期間の１株当たり四半期純損失及び潜在株

式調整後１株当たり四半期純利益は、以下のとおりであります。 

１株当たり四半期純損失金額  2,091円48銭 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 348,375 411,334

売掛金 252,328 264,802

繰延税金資産 10,236 15,551

その他 30,149 34,506

貸倒引当金 △155 △168

流動資産合計 640,934 726,026

固定資産   

有形固定資産 6,907 10,821

無形固定資産 6,676 6,072

投資その他の資産   

敷金及び保証金 66,009 66,011

その他 18,413 14,643

投資その他の資産合計 84,423 80,655

固定資産合計 98,007 97,548

資産合計 738,941 823,575

負債の部   

流動負債   

短期借入金 83,336 95,000

未払費用 22,275 112,186

未払法人税等 6,192 7,576

賞与引当金 71,952 40,408

その他 65,432 78,014

流動負債合計 249,188 333,184

固定負債   

退職給付引当金 73,978 75,850

その他 78 3,504

固定負債合計 74,056 79,355

負債合計 323,245 412,540

純資産の部   

株主資本   

資本金 255,357 255,357

資本剰余金 254,755 252,668

利益剰余金 △93,872 △97,699

自己株式 △659 △659

株主資本合計 415,580 409,667

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 114 1,367

その他の包括利益累計額合計 114 1,367

純資産合計 415,695 411,034

負債純資産合計 738,941 823,575
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 437,581 520,299

売上原価 346,237 384,553

売上総利益 91,343 135,746

販売費及び一般管理費 158,744 144,545

営業損失（△） △67,400 △8,798

営業外収益   

受取配当金 32 39

助成金収入 28,849 8,830

その他 544 268

営業外収益合計 29,426 9,138

営業外費用   

支払利息 431 422

株式交付費 450 450

その他 0 －

営業外費用合計 882 872

経常損失（△） △38,856 △532

特別損失   

投資有価証券評価損 244 13

投資有価証券売却損 － 1,362

特別退職金 － 1,200

特別損失合計 244 2,576

税金等調整前四半期純損失（△） △39,100 △3,108

法人税、住民税及び事業税 1,511 6,032

法人税等調整額 － △5,315

法人税等合計 1,511 717

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △40,612 △3,826

四半期純損失（△） △40,612 △3,826
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △40,612 △3,826

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △139 1,252

為替換算調整勘定 7,132 －

その他の包括利益合計 6,993 1,252

四半期包括利益 △33,619 △2,574

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △33,619 △2,574

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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損失（△） △39,100 △3,108

減価償却費 921 1,030

投資有価証券評価損 244 13

受取利息及び受取配当金 △32 △39

支払利息 431 422

賞与引当金の増減額（△は減少） △26,822 △31,544

株式交付費 450 450

売上債権の増減額（△は増加） △1,577 △12,474

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,736 1,872

未払金の増減額（△は減少） 705 8,847

未払費用の増減額（△は減少） 68,670 89,911

未収消費税等の増減額（△は増加） 31,536 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 17,606 2,708

預り金の増減額（△は減少） △2,172 △436

その他 △10,408 △4,336

小計 42,188 53,317

利息及び配当金の受取額 32 39

利息の支払額 △553 △426

法人税等の支払額 △5,342 △3,290

営業活動によるキャッシュ・フロー 36,326 49,639

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 － △988

投資有価証券の売却による収入 － 4,502

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 △66 △143

敷金及び保証金の回収による収入 658 141

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,258 3,512

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） 69,664 11,664

配当金の支払額 △1 △1,295

株式の発行による収入 49,381 －

リース債務の返済による支出 － △111

その他 － △450

財務活動によるキャッシュ・フロー 119,044 9,806

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 156,629 62,958

現金及び現金同等物の期首残高 147,104 348,375

現金及び現金同等物の四半期末残高 303,734 411,334
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該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】  

Ⅰ 前第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．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 

（単位：千円）

 （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（71,040千円）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。 

  

２．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 

   該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

 １．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 

（単位：千円）

 （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（66,665千円）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。 

  

２．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 

   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）セグメント情報等

  

報告セグメント 

調整額 

（注）２ 

四半期連結損益計算

書計上額 

（注）１ 

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 

  

計 

  

 売上高           

 （１）外部顧客への売上高   435,708   1,872   437,581   －   437,581

 （２）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
  －   －   －   －   －

計   435,708   1,872   437,581   －   437,581

 セグメント利益又は損失（△）   3,176   463   3,639   △71,040   △67,400

  

報告セグメント 

調整額 

（注）２ 

四半期連結損益計算

書計上額 

（注）１ 

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 

  

計 

  

 売上高           

 （１）外部顧客への売上高   514,090   6,209   520,299   －   520,299

 （２）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
  －   －   －   －   －

計   514,090   6,209   520,299   －   520,299

 セグメント利益又は損失（△）   56,489   1,378   57,867   △66,665   △8,798

（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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