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  （百万円未満切捨て）

（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12月期第３四半期  12,695  2.1  824  30.0  873  19.1  420  △41.4

23年12月期第３四半期  12,434  3.9  633  684.1  733  △4.0  716  103.8

（注）包括利益 24年12月期第３四半期 459百万円 （ ％）△31.8   23年12月期第３四半期 674百万円 （－％） 

  
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12月期第３四半期  38.42  －

23年12月期第３四半期  64.50  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

24年12月期第３四半期  12,177  8,380  68.7

23年12月期  11,220  8,388  74.7

（参考）自己資本 24年12月期第３四半期 8,370百万円   23年12月期 8,379百万円 

  
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12月期  － 0.00 － 31.00  31.00

24年12月期  － 0.00  －    

24年12月期（予想）      24.00  24.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成24年12月期の連結業績予想（平成24年１月１日～平成24年12月31日）

  （％表示は、対前期増減率）

  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  17,400  2.9  1,000  30.1  1,000  12.2  510  △26.3  46.60

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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

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12月期３Ｑ 11,248,489株 23年12月期 11,248,489株

②  期末自己株式数 24年12月期３Ｑ 337,889株 23年12月期 137,889株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期３Ｑ 10,933,228株 23年12月期３Ｑ 11,110,663株

 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連結財務諸表のレビュー手続き中であり

ます。

 業績予想の前提となる条件等については、[添付書類]２頁「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。業

績予想の数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により予想と異なる場合があります。



 （参考）個別業績予想 

 平成24年12月期の個別業績予想（平成24年１月１日～平成24年12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：無 

  

  

  売上高 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 ％ 円 銭 

通期  15,400  3.5  1,100  27.5  550  △12.8  50.25
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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（平成24年１月１日～平成24年９月30日）におけるわが国経済は、長引く欧州債務

問題や新興国経済の成長率の鈍化によって世界経済が減速し、景気の先行きは不透明な状況で推移いたしまし

た。 

当社グループの主要顧客である大手製造業各社において、スマートフォン等の好調分野では、引き続き生産の

増加基調を維持しているものの、円高の長期化に伴い輸出が弱含みとなっており、従来好調であった自動車並び

に自動車関連部品に関しても、生産量の低下が懸念されております。 

このような環境の下、当社グループでは、稼働率の向上並びに契約単価の改善を柱とした営業施策を実施する

とともに、高度技術領域に対応した教育訓練を実施してまいりました。また、採用部門を強化することで、優秀

な技術者の確保に注力いたしました。  

その結果、売上高は126億95百万円（前年同期比2.1%増）となりました。また、営業利益につきましては、稼

働工数及び契約単価の上昇に伴い、前年同期に比して増益となり、8億24百万円（同30.0%増）となりました。経

常利益は8億73百万円（同19.1%増）となり、四半期純利益は法人税等の増加により、4億20百万円（同41.4%減）

となりました。 

         なお、平成24年８月に、当社グループの強化を図るため、技術者に特化した職業紹介事業を行う子会社を新規

        設立いたしました。また、子会社である㈱アルプスの杜においては、さらなる経営の効率化並びに安定化を図る

    べく、介護事業会社の事業を会社分割により承継することを決定しております。 

  

セグメント別の業績は、次のとおりであります。   

  

① アウトソーシングサービス事業 

アウトソーシングサービス事業の中核であります常用雇用型技術者派遣におきましては、契約単価の改善を柱

とした営業施策に注力した結果、期中平均の契約単価は前年同期比で6.5%増となりました。また、稼働率は引き

続き高水準で推移いたしました。 

以上により、当第３四半期連結累計期間における売上高は 億 百万円（同 %増）、営業利益は 億 百万

円（同33.8%増）となりました。 

   

② 介護事業 

     介護事業におきましては、入居者並びにご家族の方々に選ばれる付加価値の高いサービスの提供及び営業 

    強化に努めましたが、新規入居者の増加は限定的な範囲にとどまりました。 

          以上により、当第３四半期連結累計期間における売上高は 億 百万円（同 %減）、営業利益は3百万円（同 

        60.0%減）となりました。 

  

③ 職業紹介事業 

職業紹介事業におきましては、８月に技術者に特化した職業紹介事業を行う子会社を新規設立し、職業紹介事

業に係る許可を申請しております。事業開始時期は、平成24年12月を予定しております。 

従いまして、当第３四半期連結累計期間における売上高はなく、営業損失は 百万円となりました。 

     

④ グローバル事業 

グローバル事業におきましては、工程事業で培ったノウハウを生かし、環境エネルギー分野やメンテナンス事

業の拡大に注力しましたが、中国経済の減速等により、中小型案件を中心とした受注にとどまりました。 

以上により、当第３四半期連結累計期間における売上高は 億 百万円（同 %減）、営業損失は 百万円と

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における総資産は 億 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 億 百万円増

加いたしました。これは、主に現金及び預金の増加によるものであります。負債合計は 億 百万円となり前連

結会計年度末に比べ 億 百万円増加いたしました。これは、主に賞与引当金及び未払法人税等の増加によるも

のであります。この結果、純資産の部は 億 百万円となり前連結会計年度末に比べ 百万円減少いたしまし

た。 

これらの結果、自己資本比率は ％となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年８月６日公表の連結・個別業績予想に変更はございません。 

なお、期末配当金につきましては、１株当たり24円と予想しております。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

121 58 2.8 8 36
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２．四半期連結財務諸表
（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12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,916,533 4,972,038

受取手形及び売掛金 2,406,303 2,349,734

仕掛品 235,333 274,501

原材料及び貯蔵品 1,594 1,594

繰延税金資産 215,471 441,597

その他 456,678 272,840

貸倒引当金 △63,184 △101,493

流動資産合計 7,168,731 8,210,813

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,277,960 2,269,769

減価償却累計額 △1,102,100 △1,148,304

建物及び構築物（純額） 1,175,859 1,121,465

土地 1,518,321 1,507,711

その他 412,184 413,987

減価償却累計額 △337,691 △358,477

その他（純額） 74,493 55,510

有形固定資産合計 2,768,674 2,684,687

無形固定資産 100,266 90,710

投資その他の資産   

投資有価証券 327,793 344,418

繰延税金資産 172,429 169,375

その他 893,326 914,667

減価償却累計額 △210,074 △220,243

その他（純額） 683,251 694,423

貸倒引当金 △200 △17,000

投資その他の資産合計 1,183,274 1,191,217

固定資産合計 4,052,215 3,966,615

資産合計 11,220,947 12,177,428
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 59,969 38,286

短期借入金 650,000 650,000

未払法人税等 － 614,127

未払金 579,775 467,493

賞与引当金 409,349 816,349

役員賞与引当金 2,262 11,250

その他 770,551 847,356

流動負債合計 2,471,909 3,444,863

固定負債   

退職給付引当金 304,099 293,085

役員退職慰労引当金 4,878 4,786

その他 51,991 54,455

固定負債合計 360,969 352,327

負債合計 2,832,878 3,797,191

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,347,163 2,347,163

資本剰余金 2,785,329 2,785,329

利益剰余金 3,377,524 3,453,178

自己株式 △67,295 △190,495

株主資本合計 8,442,721 8,395,175

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,464 35,470

為替換算調整勘定 △64,990 △59,892

その他の包括利益累計額合計 △63,526 △24,422

少数株主持分 8,872 9,484

純資産合計 8,388,068 8,380,237

負債純資産合計 11,220,947 12,177,428
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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23年１月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年９月30日) 

売上高 12,434,893 12,695,656

売上原価 9,346,775 9,313,349

売上総利益 3,088,118 3,382,307

販売費及び一般管理費 2,454,294 2,558,257

営業利益 633,823 824,049

営業外収益   

受取利息 2,325 1,710

受取配当金 3,829 4,408

助成金収入 69,449 21,555

受取賃貸料 28,952 36,529

その他 58,759 28,832

営業外収益合計 163,317 93,036

営業外費用   

支払利息 2,942 2,876

支払手数料 30,303 －

貸倒引当金繰入額 － 17,000

為替差損 119 1,550

その他 30,472 22,082

営業外費用合計 63,837 43,508

経常利益 733,302 873,576

特別利益   

固定資産売却益 252 463

寄付金収入 1,000 2,000

貸倒引当金戻入額 56 －

保険解約返戻金 517 －

退職給付引当金戻入額 11,315 －

特別利益合計 13,142 2,463

特別損失   

固定資産売却損 36 －

固定資産除却損 8,889 871

減損損失 4,102 9,873

投資有価証券売却損 55 －

投資有価証券評価損 735 23,732

関係会社株式売却損 13,858 －

会員権評価損 － 1,899

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 590 －

特別損失合計 28,268 36,375

税金等調整前四半期純利益 718,177 839,664

法人税、住民税及び事業税 106,734 648,491

法人税等調整額 △106,162 △229,261

法人税等合計 571 419,230

少数株主損益調整前四半期純利益 717,605 420,434

少数株主利益 974 352

四半期純利益 716,630 420,081
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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23年１月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 717,605 420,434

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △23,803 34,005

為替換算調整勘定 △19,650 5,358

その他の包括利益合計 △43,454 39,363

四半期包括利益 674,150 459,797

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 674,037 459,185

少数株主に係る四半期包括利益 113 612

㈱アルプス技研(4641)平成24年12月期第３四半期決算短信

－6－



 該当事項はありません。  

   

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年９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 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）  

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年９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 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項） 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：千円）

  
アウトソーシング

サービス事業 
介護事業 

グローバル 
事業 

合計 

売上高         

外部顧客への売上高  11,824,399  262,065  348,429  12,434,893

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 656  2,058 －  2,714

計  11,825,055  264,123  348,429  12,437,607

セグメント利益  625,234  8,065  △1,138    632,161

    （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計  632,161

セグメント間取引消去  1,661

四半期連結損益計算書の営業利益  633,823

  （単位：千円）

  
アウトソーシン
グサービス事業

介護事業 職業紹介事業
グローバル 

事業 
合計 

売上高         

外部顧客への売上高  12,158,582  255,807  －  281,266  12,695,656

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 612  268  －  5,268  6,149

計  12,159,194  256,075  －  286,535  12,701,805

セグメント利益  836,847  3,228  △5,093  △12,529    822,452

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計  822,452

セグメント間取引消去  1,597

四半期連結損益計算書の営業利益  824,049
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３．報告セグメントの変更等に関する事項 

（報告セグメントの追加）  

 当第３四半期連結会計期間より、技術者に特化した職業紹介事業を行う㈱アルプスキャリアデザイニン

グを設立したことに伴い、「職業紹介事業」を報告セグメントに追加しております。  

  

 該当事項はありません。   

   

(注) １．四半期損益計算書は、法定開示におけるレビュー対象とはなりません。  

２．四半期損益計算書は、「四半期財務諸表等規則」に従い作成し、要約した上で記載しております。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

３．（参考）

（１）平成24年12月期第３四半期の（要約）個別四半期損益計算書

科 目 

前第３四半期累計期間 

（自 平成23年１月１日 
  至 平成23年９月30日） 

当第３四半期累計期間 

（自 平成24年１月１日 
  至 平成24年９月30日） 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 売上高  10,909,518             11,427,656

Ⅱ 売上原価  8,043,595              8,247,995

 売上総利益  2,865,922                3,179,660

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,232,856          2,347,324

 営業利益  633,066              832,336

Ⅳ 営業外収益  142,596              96,107

Ⅴ 営業外費用  62,660          40,845

 経常利益  713,002              887,598

Ⅵ 特別利益  1,526           2,247

Ⅶ 特別損失  50,982                32,616

税引前四半期純利益  663,546               857,228

 法人税、住民税及び事業税  95,343    643,666

 法人税等調整額  △97,140    △231,373

 四半期純利益  665,343            444,936

㈱アルプス技研(4641)平成24年12月期第３四半期決算短信

－8－




