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1. 平成27年3月期第1四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年6月30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 ％

27年3月期第1四半期 6,513 6.0 45 △41.6 44 △43.5 △119 ―
26年3月期第1四半期 6,145 ― 77 ― 78 ― 42 ―

（注）包括利益 27年3月期第1四半期 △116百万円 （―％） 26年3月期第1四半期 45百万円 （―％）

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

27年3月期第1四半期 △11.11 ―
26年3月期第1四半期 3.92 3.88

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第1四半期 5,925 3,290 55.0
26年3月期 6,108 3,513 57.0
（参考）自己資本 27年3月期第1四半期 3,260百万円 26年3月期 3,484百万円

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

26年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
27年3月期 ―
27年3月期（予想） ― ― 11.00 11.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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  

売上高 営業利益
百万円 ％ 百万円 ％

通期
28,000 

～30,000
7.1 

～14.7
600 

～750
8.8 

～36.0



(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 

(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
づく四半期財務諸表の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 
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。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、添付資料の２ページ「経営成績に関する説明」をご覧ください。 

※ 注記事項

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） 27年3月期1Q 10,956,500 株 26年3月期 10,956,500 株
② 期末自己株式数 27年3月期1Q 187,200 株 26年3月期 187,200 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期1Q 10,769,300 株 26年3月期1Q 10,745,900 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日～平成26年６月30日）におけるわが国の経済状況は、４月に消費税が

５％から８％に増税されたものの、引き続き円安、株高の状況が続いており、企業収益は緩やかながら回復基調で推移

いたしました。 

このような状況下における、当社グループのサービスに関わるマーケットの市況は以下のとおりであります。 

  

① SPOサービス事業領域 

移動体通信業界におきましては、携帯電話大手各社の業績は好調に推移しております。また、新料金プランの導入

等、利用者の獲得競争が激しさを増しており、販売支援に対するニーズは底固く推移しております。 

 家電業界におきましては、消費税増税の駆け込み需要の反動は予想よりも小さかったものの、本格的な回復までには

至っておりません。 

 スーパーマーケット業界におきましては、全国各地で業界内の競争に加えて、業界を超えた競争が年々厳しさが増す

と共に、業界再編に向けた動きが見られます。一方、コンビニエンスストア業界におきましては、PB商品やコーヒー販

売等に牽引され、大手各社の業績は好調に推移しており、人材に対するニーズは増加しております。 

② BYSサービス事業領域 

主要マーケットの一つである流通業向けの棚卸サービス業界におきましては、競争環境が引き続き厳しい状況である

一方、コンビニエンスストア事業者向けサービスについては、コンビニ大手各社の好調な業績に支えられ、需要が拡大

しております。 

 物流業界におきましては、インターネット通販業界の市場は引き続き拡大しており、ネットワーク拠点の拡大及び国

際間輸送サービスの拡充等の動きも見られます。 

 食品製造業界につきましては、各社商品の拡販に力を入れ、売上高は堅調に推移しているものの、円安の状況が続

き、海外調達仕入れコストが高止まっており収益率の改善までには至っておりません。 

③ HRサービス事業領域 

 人材サービス業界におきましては、企業業績が好調であることから昨年11月より有効求人倍率が1.1倍※となり、より

専門性が高い職種や人材に対するニーズが高まっております。 

④ その他サービス事業領域  

その他サービス事業の柱であるWebサービス事業に関わるインターネット業界におきましては、引き続き市場規模は拡

大しているものの、消費税増税後の反動が見られました。 

  

このような状況下で当社グループは、当第１四半期連結累計期間における営業活動として、SPOサービス事業におきま

しては、これまでの販売現場における人的サービスだけにとどまらず、販促物の製作や商業施設の内装施工等のサービ

スを掛け合わせた販売現場を総合的に支援するサービスの展開を行ってまいりました。 

BYSサービス事業におきましては、コンビニエンスストア大手の業績が好調であり、出店増加に伴う棚卸サービスのニ

ーズが高まり、当社クライアントからの受注も順調に増加いたしました。また、全国の食品生産工場に対応するため、

拠点進出を積極的に行い、新規案件の獲得に注力いたしました。 

HRサービス事業におきましては、平成26年６月の有効求人倍率が1.1倍※となり、企業の多様化及び複雑化するニーズ

に対応できるようサービスを実施してまいりました。 

WebSPOサービス事業におきましては、当社のサンプリングサイトである「もにったー」の掲載商品の拡充と会員数の

増加を推進すると共に、もにったーの会員基盤を活かしたマーケティングサービスの展開にも注力いたしました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は6,513,531千円（前年同四半期比6.0％増）、営業利益は45,502千

円（前年同四半期比41.6％減）、経常利益は44,096千円（前年同四半期比43.5％減）となりました。また、平成26年８

月１日に公表いたしましたとおり、連結子会社の一部事業の撤退を決定し、事業整理損として特別損失132,770千円を計

上した結果、税金等調整前四半期純損失は88,674千円（前年同四半期は税金等調整前四半期純利益78,093千円）となり

ました。 
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セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① SPOサービス事業 

SPOサービス事業は、通信系クライアントの販促費が前年より減少いたしましたが、既存の事業だけに捉われず、積極

的に新規分野での売上拡大に注力をいたしました結果、売上高は3,178,721千円（前年同四半期比0.2％増）となりまし

た。 

② BYSサービス事業 

BYSサービス事業は、コンビニエンスストアの新規出店増加に伴う棚卸サービスの需要増加や通販市場の拡大に伴う物

流拠点での軽作業が増加したことに加え、昨年６月から連結子会社化した株式会社ジャパンプロスタッフが通期で稼働

した結果、売上高は2,262,366千円（前年同四半期比29.5％増）となりました。 

③ HRサービス事業 

HRサービス事業は、企業の多様化及び複雑化するニーズに対応できるようサービスを実施してまいりましたが、売上

高は1,061,331千円（前年同四半期比12.5％減）となりました。 

④ その他サービス事業 

その他サービス事業は、Webサンプリングサイト「もにったー」の商品拡充と会員数の増加、会員基盤を活かしたマー

ケティングサービスを展開いたしましたが、売上高は11,112千円（前年同四半期比11.2％減）となりました。 

  

注）※出典：厚生労働省「一般職業紹介状況(平成26年６月分)について」より 

  

（２）財政状態に関する説明 

(資産) 

当第１四半期連結会計期間の総資産は、5,925,502千円となり、前連結会計年度と比べ183,052千円減少いたし

ました。これは主に、現金及び預金が343,969千円増加し、受取手形及び売掛金が485,754千円減少したこと等に

よるものであります。 

(負債) 

当第１四半期連結会計期間の負債は、2,635,487千円となり、前連結会計年度と比べ40,520千円増加いたしまし

た。これは主に、未払金が120,333千円、未払消費税が148,650千円、事業整理損失引当金が108,659千円増加し、

買掛金が231,484千円減少したこと等によるものであります。 

(純資産) 

当第１四半期連結会計期間の純資産は、3,290,014千円となり、前連結会計年度と比べ223,573千円減少いたし

ました。これは主に、利益剰余金が227,324千円減少したこと等によるものであります。 
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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26年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成26年６月30日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 1,904,550 2,248,520 

    受取手形及び売掛金 2,968,201 2,482,446 

    商品 35,751 26,527 

    仕掛品 17,326 8,032 

    繰延税金資産 52,938 43,094 

    前払費用 92,735 82,229 

    その他 28,763 35,725 

    貸倒引当金 △3,273 △2,905 

    流動資産合計 5,096,995 4,923,671 

  固定資産     

    有形固定資産 173,154 174,770 

    無形固定資産     

      のれん 37,370 26,832 

      その他 73,705 69,413 

      無形固定資産合計 111,076 96,245 

    投資その他の資産     

      投資その他の資産 734,635 738,534 

      貸倒引当金 △20,798 △20,248 

      投資その他の資産合計 713,837 718,286 

    固定資産合計 998,067 989,302 

  繰延資産 13,491 12,528 

  資産合計 6,108,555 5,925,502 

負債の部     

  流動負債     

    買掛金 1,550,865 1,319,380 

    未払金 259,707 380,040 

    未払費用 117,875 126,451 

    未払法人税等 82,096 21,980 

    未払消費税等 207,067 355,718 

    預り金 92,390 80,149 

    賞与引当金 38,301 2,758 

    事業整理損失引当金 － 108,659 

    その他 23,876 15,076 

    流動負債合計 2,372,182 2,410,214 

  固定負債     

    長期未払金 9,058 9,058 

    役員退職慰労引当金 211,737 211,737 

    退職給付に係る負債 4 － 

    その他 1,983 4,477 

    固定負債合計 222,784 225,273 

  負債合計 2,594,967 2,635,487 
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                      (単位：千円) 

                    
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成26年６月30日) 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 1,385,227 1,385,227 

    資本剰余金 553,758 553,758 

    利益剰余金 1,599,008 1,371,683 

    自己株式 △58,427 △58,427 

    株主資本合計 3,479,566 3,252,242 

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 5,084 8,313 

    その他の包括利益累計額合計 5,084 8,313 

  新株予約権 8,739 9,242 

  少数株主持分 20,197 20,216 

  純資産合計 3,513,587 3,290,014 

負債純資産合計 6,108,555 5,925,502 
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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25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年６月30日) 

売上高 6,145,985 6,513,531 

売上原価 5,153,586 5,510,747 

売上総利益 992,398 1,002,784 

販売費及び一般管理費 914,450 957,282 

営業利益 77,948 45,502 

営業外収益     

  受取利息及び配当金 1,390 1,180 

  その他 780 289 

  営業外収益合計 2,171 1,469 

営業外費用     

  支払利息 1,311 1,334 

  創立費償却 714 714 

  固定資産売却損 － 812 

  その他 － 13 

  営業外費用合計 2,026 2,875 

経常利益 78,093 44,096 

特別損失     

  事業整理損 － 132,770 

  特別損失合計 － 132,770 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△） 

78,093 △88,674 

法人税、住民税及び事業税 48,172 18,989 

法人税等調整額 △12,791 11,948 

法人税等合計 35,380 30,937 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主
損益調整前四半期純損失（△） 

42,712 △119,612 

少数株主利益 584 19 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 42,127 △119,631 
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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25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主
損益調整前四半期純損失（△） 

42,712 △119,612 

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 3,272 3,229 

  その他の包括利益合計 3,272 3,229 

四半期包括利益 45,984 △116,383 

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 45,399 △116,402 

  少数株主に係る四半期包括利益 584 19 
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（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） 

該当事項はありません。 

  

  

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

当第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日) 

該当事項はありません。 
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