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（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間（平成25年７月１日～平成25年12月31日）におけるわが国経済は、政府の経済及び

金融政策の効果による企業業績の改善や個人消費の持ち直しなどにより、緩やかな回復基調で推移いたしました。

このような環境下、当社グループは特に業績が好調で人材需要の回復がみられる自動車や自動車部品などの輸

送用機器関連企業を中心として、新規顧客への積極的な営業と既存顧客に対する取引拡大及び単価交渉により、業

容の拡大と利益率の向上に努めました。

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は8,420百万円（前年同期比12.7％増）、営業利益は624百

万円（前年同期比99.3％増）、経常利益は643百万円（前年同期比80.0％増）となりました。四半期純利益は、386

百万円（前年同期比85.0％増）となりました。

セグメント別の業績の概況は、次のとおりです。

（技術者派遣・請負・委託事業：株式会社トラスト・テック、香港虎斯科技有限公司）

当セグメントは、研究開発、設計、生産技術などの技術分野に対する派遣・請負・委託の事業を領域としてお

ります。

当第２四半期連結累計期間においては、輸送用機器関連企業に加え、半導体装置関連企業からの人材需要の回

復も寄与し、平成25年12月末日時点の当セグメントに従事する社員数は、第１四半期連結会計期間末から63名増

加、前期末からは通算で109名増加の1,402名（前年同期末比190名増）となりました。

この結果、売上高は4,526百万円（前年同期比16.0％増）、セグメント利益は487百万円（前年同期比61.6％増）

となりました。

※ 人数:月末技術者数 稼働率:月末日における「就業先がある技術者数」÷「技術者数」
なお、人数には当該セグメント売上計上分に対応したコンサルタント業務委託先の技術者数を含んでおります。

（製造請負・受託・派遣事業：株式会社ＴＴＭ）

当セグメントは、顧客企業の製造工程等における請負・受託・派遣の事業を領域としております。

当第２四半期連結累計期間においては、第１四半期連結累計期間に引続き輸送用機器関連企業や、住宅関連企業

との継続した取引と新規案件の獲得により、平成25年12月末日時点の当セグメントに従事する社員数は、第１四半

期連結会計期間末から115名増加、前期末からは通算で180名増加の2,263名（前年同期末比388名増）となりまし

た。

この結果、売上高は3,863百万円（前年同期比9.1％増）、セグメント利益は145百万円（前年同期比224.7％

増）となりました。

なお、セグメント利益は、前期に発生した顧客企業の減産に伴う一過性経費の影響が解消されたことに加え請

負の業務量の増加に伴う利益率が向上したため、前年同期に比べ大幅な増益となりました。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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※ 人数:月末技能労働者数 当セグメントは有期雇用契約が多数を占めるため稼働率は実質100％です。

（障がい者雇用促進事業：共生産業株式会社）

厚生労働大臣の許可を受けた当社グループの特例子会社である共生産業株式会社は、当社が神奈川県相模原市

に保有する賃貸用不動産内のテナント事務所の清掃や地元企業からの軽作業などの業務を請負っております。

当該子会社は、障がい者と健常者が役割分担をしながら共に協力して働けるよう職場環境を整備して障がい者

の雇用促進に努めております。

当第２四半期連結累計期間における売上高は15百万円（前年同期比0.4％減）、セグメント利益は２百万円（前

年同期比40.3％減）となりました。

（不動産賃貸事業：株式会社トラスト・テック）

神奈川県相模原市に保有する賃貸不動産の入居率は、従前どおり高い水準を維持いたしました。

当第２四半期連結累計期間における売上高は27百万円（前年同期比0.4％増）、セグメント利益は８百万円（前

年同期比10.8％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産・負債・純資産

（資産）

流動資産の残高は、4,418百万円（前連結会計年度末は4,487百万円）となり、69百万円減少いたしました。

主たる変動項目は、現金及び預金（前連結会計年度末比70百万円減）、受取手形及び売掛金（前連結会計年度末

比104百万円増）であり、その他（繰延税金資産や未収消費税等）で102百万円減少しております。

固定資産の残高は、1,036百万円（前連結会計年度末は1,056百万円）となり、20百万円減少いたしました。

主たる変動項目は、無形固定資産（前連結会計年度比22百万円減）です。

この結果、資産合計は5,454百万円（前連結会計年度末は5,544百万円）となり、89百万円減少いたしまし

た。

（負債）

流動負債の残高は、1,833百万円（前連結会計年度末は2,019百万円）となり、186百万円減少いたしました。

主たる変動項目は、未払費用（前連結会計年度末比127百万円減）、未払法人税等（前連結会計年度末比187百万

円減）、未払消費税等（前連結会計年度末比33百万円増）、賞与引当金（前連結会計年度末比29百万円増）であ

り、その他（未払金や預り金等）で65百万円増加しております。

固定負債の残高は、41百万円（前連結会計年度末は44百万円）となり、３百万円減少いたしました。

この結果、負債合計は1,874百万円（前連結会計年度末は2,064百万円）となり、189百万円減少いたしまし

た。

（純資産）

純資産は3,580百万円（前連結会計年度末は3,479百万円）となり、100百万円増加いたしました。

主たる変動項目は利益剰余金であり、これは四半期純利益（386百万円）による増加及び配当金（285百万

円）による減少です。
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②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ70百

万円減少し、2,105百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により獲得した資金は243百万円（前年同四半期は229百万円の獲得）となりました。収入の主な要

因は、税金等調整前四半期純利益641百万円です。支出の主な要因は、未払費用の減少127百万円、売上債権の増

加（キャッシュ・フローの減少）103百万円です。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により使用した資金は、25百万円（前年同四半期は11百万円の使用）となりました。支出の主な要因

は、有形固定資産の取得による支出14百万円です。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により使用した資金は、289百万円（前年同四半期は270百万円の使用）となりました。主な支出

は、配当金の支払額284百万円です。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

本日発表の「第２四半期連結累計期間の業績予想値と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正並びに剰余金

の配当（中間配当）及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」のとおり、平成26年６月期の連結業績予想につきま

しては、売上高17,800百万円（前年同期比19.3％増）、営業利益1,280百万円（前年同期比78.3％増）、経常利益

1,300百万円（前年同期比61.7％増）、当期純利益780百万円（前年同期比69.6％増）に修正いたしました。

また、期末配当予想につきましても東京証券取引所市場第一部銘柄指定の記念配当を実施することとし、１株当た

り30円00銭（普通配当20円00銭 記念配当10円00銭）に修正しております。

（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

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。

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６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,175,813 2,105,238

受取手形及び売掛金 1,931,306 2,035,660

その他 380,268 277,331

流動資産合計 4,487,387 4,418,231

固定資産

有形固定資産 192,051 192,605

無形固定資産

その他 130,760 108,478

無形固定資産合計 130,760 108,478

投資その他の資産

投資不動産（純額） 590,960 587,611

その他 143,014 147,807

投資その他の資産合計 733,974 735,419

固定資産合計 1,056,786 1,036,503

資産合計 5,544,174 5,454,735

負債の部

流動負債

未払費用 1,327,719 1,200,436

未払法人税等 315,035 127,186

未払消費税等 119,450 153,060

賞与引当金 115,207 144,749

その他 142,201 207,581

流動負債合計 2,019,614 1,833,012

固定負債

退職給付引当金 5,469 5,659

その他 39,299 35,790

固定負債合計 44,768 41,450

負債合計 2,064,383 1,874,463

純資産の部

株主資本

資本金 1,476,890 1,476,890

資本剰余金 634,375 634,375

利益剰余金 1,373,176 1,474,650

自己株式 － △32

株主資本合計 3,484,442 3,585,883

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △4,651 △5,611

その他の包括利益累計額合計 △4,651 △5,611

純資産合計 3,479,790 3,580,271

負債純資産合計 5,544,174 5,454,735
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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２四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年７月１日
至 平成24年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年７月１日
至 平成25年12月31日)

売上高 7,472,437 8,420,065

売上原価 5,831,217 6,356,606

売上総利益 1,641,219 2,063,459

販売費及び一般管理費 1,327,882 1,438,987

営業利益 313,337 624,471

営業外収益

受取利息 135 180

助成金収入 40,369 14,702

その他 3,730 4,039

営業外収益合計 44,235 18,922

営業外費用

支払利息 184 155

その他 10 87

営業外費用合計 194 243

経常利益 357,377 643,150

特別損失

固定資産売却損 120 －

固定資産除却損 58 2,068

特別損失合計 179 2,068

税金等調整前四半期純利益 357,198 641,081

法人税、住民税及び事業税 127,972 174,807

法人税等調整額 20,072 79,320

法人税等合計 148,044 254,127

少数株主損益調整前四半期純利益 209,153 386,954

四半期純利益 209,153 386,954
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（四半期連結包括利益計算書）
（第２四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年７月１日
至 平成24年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年７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 209,153 386,954

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △2,304 △960

その他の包括利益合計 △2,304 △960

四半期包括利益 206,849 385,993

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 206,849 385,993
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年７月１日
至 平成24年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年７月１日
至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 357,198 641,081

減価償却費 25,895 32,087

のれん償却額 14,011 13,411

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,121 29,510

受取利息及び受取配当金 △135 △180

支払利息 184 155

売上債権の増減額（△は増加） 232,465 △103,420

未払費用の増減額（△は減少） △332,297 △127,283

その他 △13,996 120,335

小計 304,448 605,698

利息及び配当金の受取額 135 180

利息の支払額 △184 △155

法人税等の支払額 △74,964 △362,525

営業活動によるキャッシュ・フロー 229,435 243,196

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 △15,168 △14,803

無形固定資産の取得による支出 △135 △4,835

敷金及び保証金の増減額(△は増加) 3,717 △6,788

その他 561 1,180

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,025 △25,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △5,265 △4,549

配当金の支払額 △265,420 △284,601

その他 － △32

財務活動によるキャッシュ・フロー △270,685 △289,184

現金及び現金同等物に係る換算差額 369 659

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △51,906 △70,575

現金及び現金同等物の期首残高 1,747,898 2,175,813

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,695,991 2,105,238
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年７月１日 至 平成24年12月31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

（注）１ 売上高の調整額は、セグメント間取引であります。

２ セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年７月１日 至 平成25年12月31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

（注）１ 売上高の調整額は、セグメント間取引であります。

２ セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（４）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）

（セグメント情報等）

（単位：千円）

報告セグメント

調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

技術者派
遣・請負・
委託事業

製造請負・
受託・派遣
事業

障がい者雇
用促進事業

不動産賃貸
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 3,900,543 3,541,148 4,425 26,319 7,472,437 － 7,472,437

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － 10,876 970 11,846 △11,846 －

計 3,900,543 3,541,148 15,301 27,289 7,484,283 △11,846 7,472,437

セグメント利益 301,821 44,665 3,541 7,349 357,377 － 357,377

（単位：千円）

報告セグメント

調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

技術者派
遣・請負・
委託事業

製造請負・
受託・派遣
事業

障がい者雇
用促進事業

不動産賃貸
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 4,526,043 3,863,111 4,440 26,470 8,420,065 － 8,420,065

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － 10,807 924 11,731 △11,731 －

計 4,526,043 3,863,111 15,247 27,394 8,431,797 △11,731 8,420,065

セグメント利益 487,862 145,027 2,115 8,145 643,150 － 643,150
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