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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年3月期第3四半期 2,421 △40.6 △557 ― △206 ― △152 ―
21年3月期第3四半期 4,076 ― 80 ― 79 ― 37 ―

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

22年3月期第3四半期 △3,830.98 ―
21年3月期第3四半期 945.71 945.26

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

22年3月期第3四半期 2,941 1,161 39.5 29,220.16
21年3月期 3,204 1,409 44.0 35,451.14

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,161百万円 21年3月期  1,409百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― 0.00 ― 2,400.00 2,400.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
600.00 600.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 3,136 ― △883 ― △367 ― △251 ― △6,331.37

1



4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 39,753株 21年3月期  39,753株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 39,753株 21年3月期第3四半期 39,753株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づくため、予想に内在する不確定要因や、今後の事業運営における状況の変化等により、
実際の業績は上記に記載した予想数値と異なる場合がありますことをご了解ください。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、国内外における緊急経済対策の影響により、持ち直しの動きが一

部ではみられましたが、依然として雇用情勢の悪化や個人消費の低調が続くなど厳しい状況で推移いたしました。 

顧客企業においては輸出・生産などに改善の動きが見られるものの、収益確保へ向けた人員及びコストの抑制や

新規プロジェクトの抑制など、未だ積極的な開発投資へ転じているとは言えず厳しい状況が続いております。 

このような状況の中で、技術者へのより実践的な技術教育、首都圏における営業力強化、有力業種への営業展開

の推進を実施いたしました。受注状況は徐々にではありますが回復傾向にあり、輸送用機器関連や電子機器関連、半

導体回路関連での展開が進みました。これにより当第３四半期累計期間における技術者の稼働率は59.4％（稼働率

(％)＝稼働技術者数/技術社員総数＊100であり、期間の月末人数を累計した数値により算出しております。）と概ね

予想通りの結果となりました。また、政府の緊急雇用対策である雇用調整助成金の申請を引き続き行っております。

これらの結果、当第３四半期累計期間の売上高は2,421百万円（前年同期比40.6％減）、売上原価は2,546百万円

（同25.7％減）、販売費及び一般管理費は432百万円（同24.0％減）、営業損失は557百万円（前年同期営業利益80百

万円）、経常損失は206百万円（前年同期経常利益79百万円）、税引前四半期純損失は206百万円（前年同期税引前四

半期純利益65百万円）、四半期純損失は152百万円（前年同期四半期純利益37百万円）となりました。売上原価は、

売上高の減少が大きく起因し、売上に対する構成比率は105.1％（前年同期比21.1ポイント増）となりました。ま

た、販売費及び一般管理費は、人件費の圧縮、採用関連、その他経費を徹底的に圧縮することで前年同期比24.0％減

に抑えたものの、売上に対する構成比率は17.9％（前年同期比3.9ポイント増）となりました。また、雇用調整助成

金につきましては361百万円を営業外収益に計上しております。  

  

 当第３四半期における総資産は2,941百万円となり、前事業年度末に比べ262百万円の減少となりました。これは、

現金及び預金残高の減少及びに売上高の減少に伴う売掛金残高の減少よるものであります。また、純資産は1,161百

万円となり、前事業年度末に比べ247百万円の減少となりました。これは、配当金の支払及び四半期純損失による利

益剰余金の減少によるものであります。なお、自己資本比率は39.5％となりました。  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期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。）の残高は、売上高の減少が影響し

て、前事業年度末に比べ113百万円減少し703百万円となりました。 

 当第３四半期累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は136百万円の支出となりました。税引前

四半期純損失、賞与引当金の減少等がその主な要因であります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は１百万円の支出となりました。これは有形固定資産を取得したことによ

るものです。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は24百万円の収入となりました。借入れによる収入がその要因であります。

  

通期の業績予想に関しましては、第３四半期の業績は概ね計画通りであり、現時点において平成21年10月27日に

発表いたしました業績予想に変更はありません。但し、1月以降の業績につきましては回復傾向にあります。今後、

業績予想に関して修正の必要が生じた場合には速やかに開示する予定であります。 

  

  

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業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。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用する方法によっております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

助成金収入の計上基準の変更 

 当社は、当事業年度の第１四半期会計期間から雇用調整助成金の支給申請を行っており、収入金額の客観性・

確実性確保の観点から、支給決定時を収入の計上基準としておりましたが、第２四半期会計期間より、労働局に

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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対する支給申請受理時を収入計上の基準とすることに変更しております。 

 この変更は、第２四半期会計期間において支給実績と申請金額とに乖離がなく、申請した金額が助成金として

支給されることに不確実性がないと合理的に判断できるようになったこと、労働者への賃金負担額の一部を助成

するという制度趣旨に鑑みて、賃金計上時期と収入計上時期の相違を短縮し、より適切な期間損益計算を行うた

めに実施するものであります。 

 この変更により、当第３四半期累計期間における経常損失及び税引前四半期純損失は、それぞれ52百万円減少

しております。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 703,325 817,219

受取手形及び売掛金 386,980 593,488

仕掛品 10,517 5,536

貯蔵品 67 230

前払費用 27,356 28,816

繰延税金資産 36,754 104,811

未収還付法人税等 － 75,532

その他 114,078 10,385

流動資産合計 1,279,080 1,636,020

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 422,943 438,337

構築物（純額） 3,511 4,065

車両運搬具（純額） 1,994 2,901

工具、器具及び備品（純額） 4,486 6,869

土地 968,009 968,009

有形固定資産合計 1,400,945 1,420,183

無形固定資産   

ソフトウエア 4,589 5,982

施設利用権 1,897 1,923

無形固定資産合計 6,486 7,905

投資その他の資産   

投資有価証券 7,000 7,000

長期前払費用 1,962 2,848

繰延税金資産 202,802 80,797

会員権 2,130 2,130

差入保証金 42,833 49,106

貸倒引当金 △1,800 △1,800

投資その他の資産合計 254,928 140,082

固定資産合計 1,662,360 1,568,172

資産合計 2,941,440 3,204,193
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 98 242

短期借入金 340,000 214,000

1年内返済予定の長期借入金 275,040 275,040

未払金 60,885 13,639

未払費用 292,474 322,143

未払消費税等 － 25,210

預り金 35,741 23,227

賞与引当金 81,076 240,166

その他 1,673 1,888

流動負債合計 1,086,988 1,115,558

固定負債   

長期借入金 470,680 476,960

退職給付引当金 151,159 138,398

役員退職慰労引当金 71,023 63,986

固定負債合計 692,863 679,345

負債合計 1,779,851 1,794,904

純資産の部   

株主資本   

資本金 377,525 377,525

資本剰余金 337,525 337,525

利益剰余金 446,538 694,239

株主資本合計 1,161,588 1,409,289

純資産合計 1,161,588 1,409,289

負債純資産合計 2,941,440 3,204,193
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 4,076,087 2,421,781

売上原価 3,425,808 2,546,344

売上総利益又は売上総損失（△） 650,278 △124,562

販売費及び一般管理費   

役員報酬 64,249 52,747

給料及び賞与 207,825 193,380

賞与引当金繰入額 29,833 18,954

退職給付引当金繰入額 1,224 1,096

役員退職慰労引当金繰入額 8,658 7,036

法定福利費 37,212 33,808

採用費 27,132 2,112

旅費及び交通費 15,366 11,011

支払手数料 40,015 32,951

地代家賃 54,360 32,282

減価償却費 6,203 5,569

その他 77,250 41,595

販売費及び一般管理費合計 569,331 432,545

営業利益又は営業損失（△） 80,947 △557,108

営業外収益   

受取利息 1,068 163

受取配当金 100 100

受取手数料 1,101 1,066

助成金収入 － 361,094

その他 347 2,450

営業外収益合計 2,618 364,874

営業外費用   

支払利息 4,497 9,476

支払手数料 － 5,000

その他 0 0

営業外費用合計 4,497 14,476

経常利益又は経常損失（△） 79,068 △206,710

特別損失   

事務所移転損失 14,063 －

特別損失合計 14,063 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 65,004 △206,710

法人税等 27,410 △54,417

四半期純利益又は四半期純損失（△） 37,594 △152,293
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

65,004 △206,710

減価償却費 21,294 20,977

長期前払費用償却額 2,454 1,911

賞与引当金の増減額（△は減少） △158,012 △159,090

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,015 12,760

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,658 7,036

受取利息及び受取配当金 △1,168 △263

支払利息 4,497 9,476

支払手数料 － 5,000

売上債権の増減額（△は増加） 38,288 206,507

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,895 △4,817

前払費用の増減額（△は増加） △9,896 1,568

差入保証金の増減額（△は増加） 8,327 9,302

その他の資産の増減額（△は増加） △12,737 △69,326

仕入債務の増減額（△は減少） △106 △143

未払費用の増減額（△は減少） 21,498 △29,685

預り金の増減額（△は減少） 37,245 12,513

その他の負債の増減額（△は減少） 37,356 △146

小計 75,824 △183,129

利息及び配当金の受取額 724 220

利息の支払額 △5,109 △9,568

支払手数料の支払額 － △5,000

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △235,198 60,760

営業活動によるキャッシュ・フロー △163,759 △136,716

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 △629,077 △1,275

無形固定資産の取得による支出 △360 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △629,437 △1,275

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） 237,280 126,000

長期借入れによる収入 324,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △45,000 △206,280

配当金の支払額 △87,571 △95,622

財務活動によるキャッシュ・フロー 428,708 24,097

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △364,487 △113,894

現金及び現金同等物の期首残高 766,626 817,219

現金及び現金同等物の四半期末残高 402,138 703,325
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 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）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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