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

24年3月期第3四半期 49,026 8.5 4,253 184.8 4,304 30.9 1,973 △20.5
23年3月期第3四半期 45,198 15.5 1,493 ― 3,289 ― 2,482 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 1,938百万円 （△21.9％） 23年3月期第3四半期 2,482百万円 （―％）

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3四半期 59.57 ―
23年3月期第3四半期 74.90 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 53,909 37,021 68.5
23年3月期 55,714 37,094 66.2
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  36,936百万円 23年3月期  36,857百万円

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  
 

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 ― 27.50 27.50
24年3月期 ― 29.00 ―
24年3月期（予想） 29.00 58.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 66,000 6.8 5,000 90.8 5,000 9.0 2,400 △35.0 72.45



(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  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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 
本資料に掲載されている業績の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
績等は様々な要因等により、大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想にあたっての注意事項等については、添付資料6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。 

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   ：  無
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3Q 35,100,000 株 23年3月期 35,100,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 1,975,623 株 23年3月期 1,975,243 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 33,124,588 株 23年3月期3Q 33,150,189 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
〔表1〕連結経営成績の概要

〔表2〕事業セグメント別経営成績の概要

〔表3〕グループ各社別経営成績の概要

（百万円未満切捨て）

前年同期比増減額 前年同期比増減率

売上高 45,198 49,026 ＋3,828 ＋8.5%

売上原価 36,139 36,372 ＋233 ＋0.6%

販売管理費 7,565 8,400 ＋834 ＋11.0%

営業利益 1,493 4,253 ＋2,759 ＋184.8%

営業外損益 1,795 51 △1,744 △97.1%

うち助成金収入 1,756 17 △1,739 △99.0%

経常利益 3,289 4,304 ＋1,015 ＋30.9%

税金等調整前純利益 3,564 4,301 ＋736 ＋20.7%

四半期純利益 2,482 1,973 △509 △20.5%

前四半期
連結累計期間

当四半期
連結累計期間

（百万円未満切捨て）

前年同期比
増減額

前年同期比
増減額

前年同期比
増減額

前年同期比
増減額

メイテック 38,904 ＋3,742 3,625 ＋2,809 3,951 ＋1,461 1,874 ＋434

メイテックフィルダーズ 6,305 ＋233 444 ＋20 447 △141 256 △308

メイテックキャスト 1,763 △70 49 ＋0 50 ＋0 29 ＋0

メイテックCAE 823 △31 102 △18 102 △21 60 △14

アポロ技研グループ 1,323 ＋12 △33 △77 △14 △83 △24 △59

メイテック上海 0 △20 △5 △4 △6 ＋4 △6 ＋4

メイテック西安 4 △2 △12 △2 △12 △2 △12 △2

メイテック成都 0 △4 △13 ＋5 △13 ＋5 △13 ＋5

メイテック上海人才 14 △15 △16 △11 △16 △11 △16 △11

メイテックネクスト 412 ＋90 103 ＋18 104 ＋17 103 ＋18

all engineer.jp 6 △0 1 ＋2 1 ＋2 1 ＋2

派遣事業

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
ｿﾘｭｰｼｮﾝ
事業

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
事業

紹介事業

四半期純利益売上高 営業利益 経常利益

（百万円未満切捨て） グループ
連結

派遣事業
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業

グローバル
事業

紹介事業 連結消去

売上高 49,026 46,802 2,146 19 416 △359

構成比 100.0% 95.5% 4.4% 0.0% 0.9% △0.7%

前年同期比増減額 ＋3,828 ＋3,863 △98 △48 ＋89 ＋22

前年同期比増減率 ＋8.5% ＋9.0% △4.4% △71.2% ＋27.5% ―

営業利益 4,253 4,124 69 △49 104 4

構成比 100.0% 97.0% 1.6% △1.2% 2.5% 0.1%

前年同期比増減額 ＋2,759 ＋2,821 △78 △4 ＋22 0

前年同期比増減率 ＋184.8% ＋216.4% △53.1% ― ＋26.6% 0.0%
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〔表4〕メイテックグループの技術者派遣事業の概要

〔表5〕メイテック単体の契約実績推移

期末技術者数 ※1 6,977人 6,703人

期末技術者数 ※1 6,891人 6,620人

稼働率(全体) 84.6% 92.7%

稼働率(新入社員等※2、3を除く) 86.4% 93.2%

 MT*1 期末技術者数 ※1 5,680人 5,444人

期末社内派遣従事者数（外数）※1 119人 55人

稼働率(全体) 83.2% 92.2%

稼働率(新入社員等※2を除く) 83.8% 92.6%

稼働時間 8.86h/day 8.81h/day

 MF*2 期末技術者数 1,211人 1,176人

稼働率(全体) 90.8% 95.1%

稼働率(新入社員等※2、3を除く) 99.2% 96.2%

稼働時間 8.90h/day 8.81h/day

 CAE*3 期末技術者数 86人 83人

 MT*1＋MF*2＋CAE*3

 MT*1＋MF*2

前四半期累計期間
/会計期間末

当四半期累計期間
/会計期間末

0

100

200

300

400

500

H21/
4月 7月 10月

H22/
1月 4月 7月 10月

H23/
1月 4月 7月 10月 12月

契約開始 契約終了
（件） 　　1,042件

〔表4〕の注記
　※1:メイテックの技術者数は、未稼働技術者への社内研修講師等の社内技術業務に従事している社内派遣
　　　従事者を、間接人員として控除しています
　※2:入社後未配属の技術者を控除しています
　※3:入社後未配属の技術者と一時帰休者（平成22年4月～平成22年12月）を控除しています

　ご参考：月次の稼働率実績等は、次のURLからご覧頂けます
　　　　　(当社HP) http://www.meitec.co.jp/ir/financial/index.htm

 *1：メイテック、*2：メイテックフィルダーズ、*3：メイテックCAE

メイテック単体の四半期稼働率(全体)推移

H22年3月期

1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ

MT*1 71.6% 68.7% 70.4% 76.9% 78.1% 83.4% 88.3% 90.8% 90.0% 91.9% 94.6%

H24年3月期H23年3月期
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① 連結の経営成績 

当四半期連結累計期間（9ヶ月間：平成23年4月1日～平成23年12月31日）においては、震災の影響による

電力不足やサプライチェーンの混乱等によって、主要顧客である大手製造業においては国内生産活動に一定

の影響を受けざるをえなかったものの、リーマンショック後に再開した技術開発投資を継続する企業が多い

と認識しています。但し、円高等によって、コストを抑制する動向が強くなっています。 

掛かる状況下、当社グループの中核事業である技術者派遣事業における稼働率の改善を主因に、当四半期

連結累計期間の連結売上高は、前年同期比38億28百万円増収の490億26百万円となりました。連結売上原価

は、労務費の増加等を主因に前年同期比2億33百万円増加の363億72百万円、連結販管費は戦略投資の増加等

により前年同期比8億34百万円増加の84億円となりました。この結果、連結営業利益は、前年同期比27億59

百万円増益の42億53百万円となりました。 

連結経常利益は、派遣事業での雇用調整助成金の受給がなくなったことに伴い助成金収入が減少した為、

営業外損益が17億44百万円減少し、前年同期比10億15百万円増益の43億4百万円となりました。 

連結四半期純利益は、特別利益の減少及び法人税率引下げに関連する法律の公布に伴う繰延税金資産の取

り崩しを含む税金費用の増加により、前年同期比5億9百万円減益の19億73百万円となりました。尚、繰延税

金資産の取り崩しの影響は4億81百万円となりました。 

  

② 事業セグメント別の経営成績 

（ア）派遣事業 

連結売上高の9割超を占める派遣事業、特に中核事業の技術者派遣事業においては、顧客企業の多くが技

術開発投資を継続され、前期に引き続き堅調に成約を進めることができた為、当社単体の稼働率(全体)は前

年同期の83.2％から92.2％へ大幅に改善しました。これを主因に、派遣事業における当四半期連結累計期間

の売上高は、前年同期比38億63百万円増収の468億2百万円となりました。 

また、売上高の増加に伴い、営業利益は前年同期比28億21百万円増益の41億24百万円となりました。 

  

（イ）エンジニアリングソリューション事業 

エンジニアリングソリューション事業は、解析関連技術、試作・金型製作・成型関連の技術サービス及び

プリント基板事業等の技術支援事業を行っています。 

エンジニアリングソリューション事業における当四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比98百万円減

収の21億46百万円となり、営業利益は78百万円減益の69百万円となりました。 

株式会社メイテックCAEは、震災の影響による受注減もあり減収となりましたが黒字を維持しました。ア

ポロ技研グループは受注減や貸倒費用計上により、営業損失となりました。 

  

（ウ）グローバル事業 

グローバル事業は、中国で教育事業及び人材紹介事業を行っています。 

教育事業を規模に適した人材育成体制へ移行する等の取り組みにより、グローバル事業における当四半期

連結累計期間の売上高は前年同期比48百万円減収の19百万円となり、営業損失は前年同期比4百万円減益の

49百万円となりました。  

  

（エ）紹介事業 

紹介事業は、エンジニアに特化した職業紹介事業及び情報ポータルサイト事業を行っています。 

紹介事業における当四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比89百万円増収の4億16百万円、営業利益

は前年同期比22百万円増益の1億4百万円となりました。 

株式会社メイテックネクストは、取扱求人案件数増加により、増収増益となりました。 
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

〔表６〕連結財政状態の概要 

  

① 資産の状況 

 当四半期連結会計期間末（平成23年12月31日）の資産合計は、前連結会計年度末（平成23年3月31日）比で18

億4百万円減少し、539億9百万円となりました。これは、前連結会計年度末比で雇用調整助成金の未収入金の減

少及び繰延税金資産の取り崩し等による流動資産の減少6億31百万円と減価償却及び繰延税金資産の取り崩し等

による固定資産の減少11億73百万円が要因です。 

  

② 負債の状況 

 当四半期連結会計期間末（平成23年12月31日）の負債合計は、前連結会計年度末比で17億31百万円減少し、

168億88百万円となりました。これは、流動負債が前連結会計年度末比で21億51百万円減少した事が主因です。 

 なお、流動負債の減少は、賞与支給による賞与引当金の減少及び納税による未払法人税や未払消費税の減少

等が主因です。 

  

③ 純資産の状況 

 当四半期連結会計期間末（平成23年12月31日）の純資産合計は、前連結会計年度末比で72百万円減少し、370 

億21百万円となりました。これは、当四半期連結累計期間の経営成績の結果に伴う増加の影響が、前連結会計

年度の期末配当金の支払及び当連結会計年度の中間配当金の支払による減少の影響で相殺されたことが主因で

す。 

  

（百万円未満切捨て） 
前連結 

会計年度末 
当四半期 

連結会計期間末 

    

増減額 増減率 

  流動資産合計  37,661  37,029  △631 %△1.7

  固定資産合計  18,053  16,880  △1,173 %△6.5

資産合計  55,714  53,909  △1,804 △3.2%

  流動負債合計  10,016  7,864  △2,151 △21.5%

  固定負債合計  8,603  9,023 ＋  419 ＋4.9%

 負債合計  18,619  16,888  △1,731 △9.3%

  株主資本合計  37,745  37,863 ＋  117 ＋0.3%

  その他の包括利益累計額  △888  △927  △38 -

  少数株主持分  237  85  △151 △63.9%

 純資産合計  37,094  37,021  △72 △0.2%

負債純資産合計  55,714  53,909  △1,804 △3.2%
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

① 業績予想 

中核事業の技術者派遣事業における稼働時間が前年同期に近い水準に戻ったことを勘案し、平成23年11月8

日に公表した平成24年3月期の通期業績予想を下記の通り修正いたします。 

下記の業績予想には、法人税率引き下げに関連する法律の公布に伴う繰延税金資産の取り崩し約5億円を含

む税金費用の増加を織り込んでいます。 

〔表７〕平成24年３月期の通期連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

〔表８〕平成24年３月期の通期個別業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

〔表９〕通期業績予想の前提条件 

 ※ 平成23年４月１日付の新卒入社技術社員数 

  

② 配当予想 

上記の通り、連結当期純利益の予想値に変更がない事から、配当予想の見直しは行なっておりません。 

なお、利益配分に関する基本方針につきましては、平成23年5月12日公表の平成23年3月期決算短信並びに弊

社ホームページに掲載しているIR説明会資料等をご参照下さい。 

〔表10〕年間配当金の実績並びに予想 

  

 ③ 自己株式の取得 

本日公表の「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」をご覧下さい。 

  

（単位：百万円） 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ）  64,000  4,200  4,200  2,400

今回発表予想（Ｂ）  66,000  5,000  5,000 2,400

 増減額（Ｂ－Ａ） ＋2,000 ＋  800 ＋  800 －

 増減率（％） ＋3.1% ＋19.0% ＋19.0% －

（単位：百万円） 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ）  50,500  3,500  3,800  2,300

今回発表予想（Ｂ）  52,400  4,300  4,600 2,200

 増減額（Ｂ－Ａ） ＋1,900 ＋  800 ＋  800 △100

 増減率（％） ＋3.8% ＋22.9% ＋21.1% △4.3%

  
㈱メイテック ㈱メイテックフィルダーズ 

今回発表 前回発表 今回発表 前回発表 

稼働率（全体） 92.9% 91.9% 95.1% 94.4% 

 上半期 90.9% 90.9% 94.4% 94.4% 

 下半期 94.9% 92.9% 95.8% 94.4% 

稼働時間 8.78h/day 8.69h/day 8.77h/day 8.71h/day 

新卒採用※ 人 28 人 28 人 0 人 0

中途採用 人 100 人 100 人 100 人 100

退職率 6.4% 7.1% 10.1% 11.7% 

  年間配当金 

（基準日） 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

平成23年3月期 ― 0円00銭 ― 27円50銭 27円50銭

平成24年3月期 ― 29円00銭 ― 予想 29円00銭 予想 58円00銭 

ご注意  本資料に記載した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。 

実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因には、既に公表している有価証券報告書等で記載した「事業等のリスク」に

係る事項があります。なお、業績に影響を与える要因はこれらに限定されるものではありません。 
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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 

税金費用の計算 

 税金費用については、当四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しており

ます。 

  

賞与引当金 

社員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 

当社は従来、未払費用で計上しておりました賞与支給額について、人事制度の一部改定に伴い、賞与支給

額の算定方法が変更となり、賞与支給額に未確定のものが含まれることとなったため、賞与引当金として

計上しております。 

   

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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 23,999,127 24,051,594

受取手形及び売掛金 10,245,458 9,650,814

仕掛品 197,221 603,386

その他 3,239,075 2,740,022

貸倒引当金 △19,760 △15,926

流動資産合計 37,661,122 37,029,891

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,653,630 7,392,018

その他（純額） 4,035,116 3,965,883

有形固定資産合計 11,688,746 11,357,902

無形固定資産   

その他 2,001,048 1,568,453

無形固定資産合計 2,001,048 1,568,453

投資その他の資産   

その他 4,489,459 4,059,622

貸倒引当金 △125,911 △105,881

投資その他の資産合計 4,363,548 3,953,741

固定資産合計 18,053,342 16,880,097

資産合計 55,714,465 53,909,988

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 168,172 126,319

未払費用 5,957,551 2,625,012

未払法人税等 1,731,516 941,789

役員賞与引当金 － 40,000

賞与引当金 － 1,991,333

その他 2,158,831 2,140,237

流動負債合計 10,016,072 7,864,692

固定負債   

退職給付引当金 8,452,309 8,904,781

その他 151,523 118,621

固定負債合計 8,603,833 9,023,402

負債合計 18,619,905 16,888,095
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 16,825,881 16,825,881

資本剰余金 14,451,367 14,451,367

利益剰余金 12,405,944 12,524,346

自己株式 △5,937,434 △5,938,017

株主資本合計 37,745,759 37,863,578

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 6,191 △17,293

土地再評価差額金 △883,049 △878,313

為替換算調整勘定 △11,454 △31,630

その他の包括利益累計額合計 △888,312 △927,237

少数株主持分 237,113 85,552

純資産合計 37,094,559 37,021,893

負債純資産合計 55,714,465 53,909,988
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

売上高 45,198,230 49,026,251

売上原価 36,139,556 36,372,917

売上総利益 9,058,674 12,653,333

販売費及び一般管理費 7,565,154 8,400,102

営業利益 1,493,519 4,253,231

営業外収益   

受取利息 6,071 4,200

受取配当金 5,041 4,828

助成金収入 1,756,754 17,465

貸倒引当金戻入額 － 20,270

その他 80,970 28,882

営業外収益合計 1,848,837 75,647

営業外費用   

コミットメントフィー 13,203 4,436

投資事業組合運用損 5,993 10,335

為替差損 21,067 3,913

貸倒引当金繰入額 10,989 －

その他 1,670 5,745

営業外費用合計 52,924 24,430

経常利益 3,289,432 4,304,448

特別利益   

投資有価証券売却益 158,121 －

貸倒引当金戻入額 217,005 －

その他 1,176 －

特別利益合計 376,304 －

特別損失   

固定資産売却損 － 6

固定資産除却損 8,555 1,171

減損損失 6,684 291

賃貸借契約解約損 － 1,875

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 76,751 －

その他 9,326 －

特別損失合計 101,317 3,344

税金等調整前四半期純利益 3,564,418 4,301,104

法人税等合計 1,055,730 2,338,995

少数株主損益調整前四半期純利益 2,508,688 1,962,109

少数株主利益又は少数株主損失（△） 25,757 △11,254

四半期純利益 2,482,931 1,973,363
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,508,688 1,962,109

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △16,127 △25,931

土地再評価差額金 － 4,736

為替換算調整勘定 △9,979 △2,527

その他の包括利益合計 △26,106 △23,723

四半期包括利益 2,482,582 1,938,385

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,459,505 1,949,611

少数株主に係る四半期包括利益 23,076 △11,225
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該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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