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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31日） 

平成25年７月１日を効力発生として普通株式１株につき200株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株
当たり四半期純利益金額を算定しております。 

(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 ％

26年3月期第3四半期 22,665 6.8 1,129 35.8 1,068 40.9 485 7.1
25年3月期第3四半期 21,213 18.7 831 △18.8 758 △21.5 453 2.1

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 503百万円 （11.2％） 25年3月期第3四半期 452百万円 （1.7％）

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

26年3月期第3四半期 12.44 ―
25年3月期第3四半期 10.96 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 11,476 2,699 23.1
25年3月期 9,505 2,710 28.5
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 2,651百万円 25年3月期 2,710百万円

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 
平成25年７月１日を効力発生として普通株式１株につき200株の株式分割を行っております。平成26年３月期（予想）の期末配当金については当該株式分割の
影響を考慮して記載しております。なお、平成25年３月期の配当金については、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。 

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

25年3月期 0.00 0.00 0.00 2,600.00 2,600.00
26年3月期 0.00 0.00 0.00
26年3月期（予想） 13.50 13.50

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 ： 無 
平成25年７月１日を効力発生として普通株式１株につき200株の株式分割を行っております。１株当たり当期純利益については、当該株式分割の影響を考慮し
て記載しております。 

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 31,000 11.3 2,000 35.8 1,852 33.4 1,160 25.8 29.74



(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） ： 有 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（注意事項）に関する事項（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

平成25年７月１日を効力発生として普通株式１株につき200株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し
て発行済株式総数（普通株式）を算定しております。 

※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
四半期連結財務諸表に対する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 
（将来に関する記述等についての注意） 
 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、 
その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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条件及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．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績
予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。 

※ 注記事項

新規 4社 （社名）
UTコンストラクション・ネットワーク株式
会社 UTキャリア株式会社 UTリヴァ
イブ株式会社 UTパベック株式会社

、 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
②①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） 26年3月期3Q 39,004,000 株 25年3月期 39,004,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 100 株 25年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 39,003,946 株 25年3月期3Q 41,358,224 株
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（１）経営成績に関する説明 

  当第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年12月31日）における我が国経済は経済政策の効果により

円安・株高が進行し、企業収益環境の改善や個人消費の持ち直しが徐々にみられる等緩やかな回復基調となりまし

た。 

  このような状況の下、当社グループは労働者派遣法の規制緩和の流れなどのニーズの増加に対応し、既存顧客のシ

ェア拡大、正社員派遣事業の領域拡大に取り組んでまいりました。また、収益性の低い事業所の統廃合を実施する一

方で収益性の高い事業所の新たな獲得を実施するなど、収益率の改善に取り組んでまいりました。 

  以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高22,665百万円（前年同期21,213百万円、6.8％増収）、営業利益

1,129百万円（前年同期831百万円、35.8％増益）、経常利益1,068百万円（前年同期758百万円、40.9％増益）、四半

期純利益485百万円（前年同期453百万円、7.1％増益）となりました。 

   

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産は8,453百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,099百万円増加

いたしました。これは主に現金及び預金が1,672百万円、受取手形及び売掛金が513百万円増加したことによるもの

であります。固定資産は2,999百万円となり、前連結会計年度末に比べ136百万円減少いたしました。これは主に有

形固定資産が41百万円、無形固定資産が74百万円増加したものの、投資その他の資産が252百万円減少したことに

よるものであります。 

 この結果、総資産は、11,476百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,971百万円増加いたしました。  

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債は5,764百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,196百万円増加

いたしました。これは主に短期借入金（一年内返済予定の長期借入金含む）が601百万円増加したことによるもの

であります。固定負債は3,012百万円となり、前連結会計年度末に比べ785百万円増加いたしました。これは主に長

期借入金が532百万円、社債が240百万円増加したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は、8,777百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,982百万円増加いたしました。  

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、2,699百万円となり、前連結会計年度末に比べ11百万円減

少いたしました。これは主に四半期純利益485百万円及び剰余金の配当507百万円によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は23.1％（前連結会計年度末は28.5％）となりました。 

   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  通期の連結業績予想に関しましては、平成25年５月15日の「平成26年３月期決算短信」で公表しました業績予想に

変更ありません。 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 第１四半期連結会計期間より、ＵＴコンストラクション・ネットワーク株式会社、ＵＴキャリア株式会社、ＵＴ

リヴァイブ株式会社は重要性が増したため、連結の範囲に含めております。  

 また、平成25年７月１日にパナソニック バッテリーエンジニアリング株式会社の発行済株式の81％を取得し子

会社化しました。なお、同社の社名を同日付けで「ＵＴパベック株式会社」に変更しました。 

   

   

（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 

  該当事項はありません。    

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,490,682 4,163,282

受取手形及び売掛金 2,940,858 3,454,604

仕掛品 － 3,265

原材料及び貯蔵品 1,952 837

繰延税金資産 445,436 551,083

その他 478,232 288,799

貸倒引当金 △2,626 △8,110

流動資産合計 6,354,535 8,453,763

固定資産   

有形固定資産 28,141 69,648

無形固定資産   

ソフトウエア 106,793 117,171

のれん － 45,351

その他 35,930 54,913

無形固定資産合計 142,724 217,436

投資その他の資産   

投資有価証券 333,200 176,752

長期前払費用 1,456,013 1,449,985

繰延税金資産 1,038,704 922,074

その他 137,605 163,740

投資その他の資産合計 2,965,523 2,712,551

固定資産合計 3,136,388 2,999,636

繰延資産 14,296 22,876

資産合計 9,505,220 11,476,276
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 672,876 1,029,797

1年内返済予定の長期借入金 616,032 860,516

未払費用 1,702,483 1,971,714

未払法人税等 92,526 55,479

未払消費税等 405,054 243,386

賞与引当金 161,407 265,698

その他 917,155 1,337,547

流動負債合計 4,567,534 5,764,139

固定負債   

社債 800,000 1,040,000

長期借入金 1,390,808 1,923,499

引当金 11,848 12,816

その他 24,528 36,650

固定負債合計 2,227,184 3,012,965

負債合計 6,794,719 8,777,105

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 49,324 49,324

利益剰余金 2,162,240 2,103,120

自己株式 － △39

株主資本合計 2,711,565 2,652,406

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,064 △896

その他の包括利益累計額合計 △1,064 △896

少数株主持分 － 47,661

純資産合計 2,710,501 2,699,171

負債純資産合計 9,505,220 11,476,276
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 21,213,794 22,665,212

売上原価 17,821,591 18,777,651

売上総利益 3,392,203 3,887,560

販売費及び一般管理費 2,560,385 2,757,602

営業利益 831,818 1,129,958

営業外収益   

受取利息 330 2,669

受取配当金 4 4

雇用調整助成金 6,785 450

保険配当金 2,581 4,748

その他 5,377 5,349

営業外収益合計 15,079 13,222

営業外費用   

支払利息 34,941 34,575

支払手数料 33,099 28,317

為替差損 503 105

その他 20,288 11,951

営業外費用合計 88,833 74,950

経常利益 758,064 1,068,230

特別利益   

固定資産売却益 － 136

特別利益合計 － 136

特別損失   

固定資産除却損 － 455

特別退職金等 71,623 56,635

訴訟関連損失 17,291 53,083

子会社清算損 － 191,328

特別損失合計 88,915 301,502

税金等調整前四半期純利益 669,148 766,864

法人税、住民税及び事業税 76,837 108,623

法人税等調整額 139,158 155,378

法人税等合計 215,996 264,001

少数株主損益調整前四半期純利益 453,152 502,862

少数株主利益 － 17,560

四半期純利益 453,152 485,302
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 453,152 502,862

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △585 167

その他の包括利益合計 △585 167

四半期包括利益 452,566 503,029

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 452,566 485,469

少数株主に係る四半期包括利益 － 17,560
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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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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