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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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 ％

22年3月期第2四半期 9,844 △12.7 247 △45.0 260 △41.4 86 △60.7

21年3月期第2四半期 11,272 ― 449 ― 444 ― 219 ―

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2四半期 1,722.20 ―

21年3月期第2四半期 4,385.27 ―

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2四半期 6,803 2,888 42.5 57,602.61
21年3月期 7,559 2,877 38.1 57,387.16

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,888百万円 21年3月期  2,877百万円

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 ― 700.00 ― 1,500.00 2,200.00
22年3月期 ― 700.00

22年3月期 
（予想）

― 1,500.00 2,200.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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）連結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 21,340 △6.0 748 △29.4 750 △28.2 360 △18.1 7,194.38
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4.  その他 

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結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（四半期連結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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、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。実際の実績等は、業績 
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 50,150株 21年3月期  50,150株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 50,150株 21年3月期第2四半期 50,150株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出や生産などの一部に回復の兆しは見えるもの

の、昨年秋以降の世界的な金融危機による不況の影響により、企業収益の悪化と個人消費の低迷が続いて

おります。当社グループの属する人材ビジネス業界におきましては、有効求人倍率・完全失業率がともに

過去最低を更新するなど、厳しさを増しており、企業の採用抑制等の影響により、経営環境は依然として

先行き不透明な状況が続いております。 

 このような状況のもと、当社グループといたしましては、派遣スタッフに対して、スタッフ自身のキャ

リアプランに応じて働き方を変化させていくことができる「ライフスタイルプラン」の提供、就業中に何

らかの傷病で就労不可能になった場合に復職までの有期期間、所得の一部を補償する「長期所得補償制度

（適応資格条件あり）」の整備、「カウンセリング制度」の導入など、派遣スタッフに対してサポートを

行う仕組み作りを行うとともに、スタッフの能力やスキルを正確に把握し、より選任精度を向上させるた

め、就業前に２日間の研修を行う適性保証研修を開始しております。また、スタッフの就業期間や就業状

況を定期的に評価し、スタッフに対して賞与的な還元を行う「キッテルクラブ」を設置しております。 

 一方、顧客企業に対しては、「就業前だけでなく、就業中のスタッフへも教育をして欲しい」というニ

ーズに応えるため、長期就業者を対象に「振り返り研修」を実施するとともに、就業しているスタッフの

評価を「就業状況報告書」として報告を行っております。また、派遣業界の動向や情報の提供、実際に人

材派遣をご利用いただく際の疑問点の解消等を目的に、コンプライアンスセミナーを開催しております。

 以上のような活動の結果、当第２四半期の売上高は9,844百万円（前年同期比12.7％減）となりまし

た。収益面では、経費削減を行ったものの新卒者の採用による販売費及び一般管理費の増加等があったた

め、営業利益247百万円（前年同期比45.0%減）、経常利益260百万円（前年同期比41.4%減）、四半期純利

益86百万円（前年同期比60.7%減）となりました。  

  

当第２四半期の総資産は、現金及び預金の減少等により6,803百万円となり、前連結会計年度末と比較

して755百万円の減少となりました。負債は、買掛金や短期借入金等の減少により3,914百万円となり、前

連結会計年度末と比較して766百万円の減少となりました。 

 また、純資産は2,888百万円となり、前連結会計年度末と比較して10百万円の増加となりました。 

  

平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年５月12日に発表いたしました業績予想に変更

はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 期中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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結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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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 956,364 1,341,408 

受取手形及び売掛金 2,007,457 2,279,096 

商品及び製品 1,806 1,971 

仕掛品 10,001 14,918 

原材料及び貯蔵品 6,575 4,023 

その他 343,652 336,494 

貸倒引当金 △2,265 △1,892 

流動資産合計 3,323,593 3,976,020 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 983,960 995,692 

土地 1,484,345 1,482,446 

その他（純額） 156,973 162,003 

有形固定資産合計 2,625,279 2,640,142 

無形固定資産   

のれん 183,107 233,652 

その他 22,999 27,955 

無形固定資産合計 206,107 261,607 

投資その他の資産 648,394 681,209 

固定資産合計 3,479,781 3,582,960 

繰延資産 110 220 

資産合計 6,803,484 7,559,201 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,016,236 1,226,106 

短期借入金 958,000 1,202,678 

1年内償還予定の社債 65,000 65,000 

未払法人税等 177,220 200,572 

賞与引当金 250,505 258,001 

その他 502,719 653,609 

流動負債合計 2,969,683 3,605,967 

固定負債   

社債 115,000 147,500 

長期借入金 585,000 675,000 

退職給付引当金 13,200 11,108 

役員退職慰労引当金 209,729 227,949 

その他 22,099 13,708 

固定負債合計 945,030 1,075,267 

負債合計 3,914,713 4,681,235 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 479,807 479,807 

資本剰余金 372,718 372,718 

利益剰余金 2,036,153 2,025,009 

株主資本合計 2,888,678 2,877,535 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 92 430 

評価・換算差額等合計 92 430 

純資産合計 2,888,771 2,877,966 

負債純資産合計 6,803,484 7,559,201 
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(2)【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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 11,272,391 9,844,390 

売上原価 8,764,152 7,682,986 

売上総利益 2,508,239 2,161,403 

販売費及び一般管理費 2,058,800 1,914,223 

営業利益 449,439 247,179 

営業外収益   

受取利息 875 368 

受取配当金 425 356 

事業所税還付金 6,372 － 

保険解約返戻金 － 14,556 

助成金収入 － 8,828 

雑収入 2,511 5,568 

営業外収益合計 10,185 29,677 

営業外費用   

支払利息 11,786 11,649 

雑損失 3,435 4,573 

営業外費用合計 15,221 16,223 

経常利益 444,402 260,633 

特別利益   

賞与引当金戻入額 － 27,265 

固定資産売却益 － 66 

特別利益合計 － 27,331 

特別損失   

固定資産除却損 3,094 17,396 

固定資産売却損 － 45 

特別損失合計 3,094 17,442 

税金等調整前四半期純利益 441,307 270,522 

法人税、住民税及び事業税 208,607 170,676 

法人税等調整額 12,779 13,477 

法人税等合計 221,386 184,153 

四半期純利益 219,921 86,368 
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30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 441,307 270,522 

減価償却費 59,242 66,887 

のれん償却額 32,047 50,544 

長期前払費用償却額 9 － 

繰延資産償却額 110 110 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,374 372 

賞与引当金の増減額（△は減少） 70,548 △7,496 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,055 △18,219 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,260 2,091 

受取利息及び受取配当金 △1,301 △724 

支払利息 11,786 11,649 

有形固定資産売却損益（△は益） － △20 

有形固定資産除却損 3,094 17,396 

売上債権の増減額（△は増加） 8,962 271,639 

たな卸資産の増減額（△は増加） － 2,530 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △53,328 △19,077 

仕入債務の増減額（△は減少） 148 △209,869 

未払金の増減額（△は減少） △163,650 △55,571 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △131,151 △106,321 

その他 182 1,178 

小計 299,698 277,623 

利息及び配当金の受取額 1,301 724 

利息の支払額 △12,014 △11,356 

法人税等の支払額 △426,156 △176,940 

営業活動によるキャッシュ・フロー △137,171 90,050 

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 △62,040 △37,909 

有形固定資産の売却による収入 － 427 

有形固定資産の除却による支出 － △10,764 

無形固定資産の取得による支出 △4,718 △173 

敷金の差入による支出 △20,885 △3,044 

敷金の回収による収入 3,034 19,793 

その他 △5,019 2,785 

投資活動によるキャッシュ・フロー △89,630 △28,886 

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） 309,000 △228,000 

長期借入金の返済による支出 △122,200 △106,678 

リース債務の返済による支出 － △4,032 

社債の償還による支出 △22,500 △32,500 

配当金の支払額 △59,850 △75,166 

財務活動によるキャッシュ・フロー 104,449 △446,377 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △122,351 △385,213 

現金及び現金同等物の期首残高 813,261 1,220,114 

現金及び現金同等物の四半期末残高 690,909 834,901 
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 該当事項はありません。 

  

 【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 当連結グループは人材サービス関連事業を営んでおり、当該事業以外に事業の種類がないため、該

当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める人材サービス関連事業の割合がいずれも

90％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

 【所在地別セグメント情報】 

 前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結

累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日）において、本邦以外の国又は地域に所在す

る連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

 【海外売上高】 

 前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結

累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日）において、海外売上高がないため該当事項

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) セグメント情報

(6) 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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