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1. 平成27年3月期第3四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年12月31日）

(注)当社は、平成27年1月1日付で、普通株式1株につき、2株の割合をもって分割をしております。従いまして、平成26年3月期第3四半期並びに、平成27年3月期

第3四半期における1株当たり四半期純利益は、当該株式分割後の数値となっております。

(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 ％

27年3月期第3四半期 20,429 7.6 1,826 24.5 1,834 24.6 1,075 31.7

26年3月期第3四半期 18,988 4.1 1,467 △11.0 1,472 △12.4 817 △17.3

（注）包括利益 27年3月期第3四半期 1,087百万円 （31.9％） 26年3月期第3四半期 824百万円 （△16.6％）

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3四半期 53.63 ―

26年3月期第3四半期 41.47 ―

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年3月期第3四半期 12,031 7,591 63.1

26年3月期 10,506 6,725 64.0

（参考）自己資本 27年3月期第3四半期 7,591百万円 26年3月期 6,725百万円

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

(注)当社は、平成27年1月1日付で、普通株式1株につき2株の割合をもって分割をしております。従いまして、平成27年3月期期末配当につきましては、当該株式

分割後の数値となっております。

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

26年3月期 ― 5.00 ― 17.00 22.00

27年3月期 ― 5.00 ―

27年3月期（予想） 6.50 ―

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

(注)当社は、平成27年1月1日付で、普通株式1株につき2株の割合をもって分割をしております。従いまして、平成27年3月期1株当たり当期純利益につきまして

は、当該株式分割後の数値となっております。

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 27,740 8.9 2,210 9.4 2,210 7.0 1,215 5.6 61.00



(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）

(注)平成27年1月1日付で、普通株式1株につき2株の割合をもって分割をしております。従いまして、平成27年3月期第3四半期における、期末発行済株式

数(自己株式を含む)、期末自己株式数、期中平均株式数(四半期累計)につきましては、当該株式分割後の数値を記載しております。

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続き

は終了しております。

※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2ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。

(その他特記事項)

・当社は、平成27年1月1日付をもって普通株式1株につき2株の割合をもって分割をしております。

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

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3Q 20,060,000 株 26年3月期 10,030,000 株

② 期末自己株式数 27年3月期3Q 2,190 株 26年3月期 1,000 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期3Q 20,057,824 株 26年3月期3Q 9,851,891 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3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税率引き上げによる個人消費の低迷は続いていますが、平成26

年10月の日銀による追加金融緩和により円安傾向が持続し、企業業績にはプラスに作用していることから、全体として

景気は緩やかな回復傾向にあります。

　国内の雇用情勢につきましては、厚生労働省が発表した平成26年12月の有効求人倍率(季節調整値)は、前月比0.03ポ

イント上昇し、1.15倍となっております。また総務省が発表した同月の完全失業率(季節調整値)につきましても3.4％と

なっており、全体として雇用環境は改善の傾向にあります。

　当社グループは、中核である、「人材サービス事業」に加えて、「CRO事業」、「研究開発・製造事業」の3つの事業領域

を構成しており、子会社15社からなる企業グループを形成しておりますが、そのうち11社について機動的な経営及び意

思決定の迅速化を図る為、平成26年11月1日付で、現場経験豊富な人材を代表取締役へ登用し今後の経営環境の変化に対

応し得る経営体制と致しました。また、中核である「人材サービス事業」については、化学・バイオ分野を取り扱う理

学系研究職人材サービス事業に加え、エンジニアリング分野を取り扱う工学系技術職分野への進出も継続して行ってお

ります。

　このような状況下、当第3四半期連結累計期間の売上高は、20,429百万円(前年同期比7.6％増)となりました。事業別

の構成比は、人材サービス事業が97.2％、その他事業が2.8％であります。

　営業利益におきましては、1,826百万円と前年同期比359百万円(前年同期比24.5％増)の増益、経常利益は1,834百万円

と前年同期比362百万円(前年同期比24.6％増)の増益、四半期純利益は1,075百万円と前年同期比258百万円の増益(前年

同期比31.7％の増)となりました。

　セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

① 人材サービス事業

　化学・バイオ分野を取り扱う理学系研究職人材サービス事業が堅調に推移しました結果。売上高は19,865百万円と前

年同期と比べ1,213百万円(前年同期比6.5％)の増収、セグメント利益は、1,980百万円と前年同期と比べ288百万円(前年

同期比17.1％)の増益となりました。

　(注)セグメント利益は、セグメント間取引消去前の金額となります。

② その他事業

　当セグメントの売上高は、海洋生物の生態影響試験事業、有機化学品の製造事業が引き続き堅調に推移したことに加

え、平成26年4月に連結子会社に加えた株式会社カケンジェネックスも寄与している為、564百万円と前年同期と比べ228

百万円(前年同期比68.1％増)の増収、セグメント利益は32百万円(前年同期は19百万円の損失)の増益となりました。

　(注)セグメント利益は、セグメント間取引消去前の金額となります。

　

（２）財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末の財政状態は、現金及び預金、受取手形及び売掛金が増加したことにより総資産は12,031

百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,525百万円の増加となりました。負債につきましては、未払消費税等の増

加により4,439百万円となり、前連結会計年度末と比較して658百万円の増加となりました。また、純資産は7,591百万円

となり、前連結会計年度末と比較して866百万円の増加となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年3月期の連結業績予想につきましては、平成26年5月9日に発表致しました業績予想に変更はありません。
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２．サマリー情報(注記事項)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

　 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

(会計方針の変更)

（退職給付に関する会計基準等の概要）

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退

職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定め

について第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額

の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債権の

期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込

期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

　当該変更による四半期連結財務諸表への影響はありません。
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３．継続企業の前提に関する重要事象等

　 該当事項はありません。
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４．四半期連結財務諸表

（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３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,820,719 4,070,230

受取手形及び売掛金 2,875,209 3,190,023

商品及び製品 10,099 10,105

仕掛品 18,837 26,831

原材料及び貯蔵品 12,636 71,213

その他 562,564 498,858

貸倒引当金 △2,693 △2,227

流動資産合計 6,297,372 7,865,036

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,802,972 1,714,404

土地 1,437,468 1,454,703

その他（純額） 141,489 142,724

有形固定資産合計 3,381,930 3,311,832

無形固定資産

のれん 105,919 82,492

その他 5,204 5,078

無形固定資産合計 111,124 87,570

投資その他の資産

投資その他の資産 731,010 788,556

貸倒引当金 △14,712 △21,263

投資その他の資産合計 716,298 767,293

固定資産合計 4,209,354 4,166,695

資産合計 10,506,726 12,031,731

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,353,983 1,413,698

短期借入金 15,000 15,000

1年内返済予定の長期借入金 162,204 94,364

未払法人税等 481,923 186,493

賞与引当金 338,984 213,742

その他 870,187 2,023,601

流動負債合計 3,222,282 3,946,900

固定負債

長期借入金 87,173 -

役員退職慰労引当金 302,366 316,646

退職給付に係る負債 67,461 65,559

資産除去債務 69,942 73,943

その他 32,426 36,928

固定負債合計 559,368 493,078

負債合計 3,781,651 4,439,979
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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３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 218,024 218,024

利益剰余金 5,504,039 6,359,154

自己株式 △481 △509

株主資本合計 6,721,582 7,576,669

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 8,315 12,953

為替換算調整勘定 7,861 12,338

退職給付に係る調整累計額 △12,683 △10,209

その他の包括利益累計額合計 3,492 15,082

純資産合計 6,725,075 7,591,752

負債純資産合計 10,506,726 12,031,731
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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25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 18,988,196 20,429,815

売上原価 14,469,370 15,449,547

売上総利益 4,518,826 4,980,268

販売費及び一般管理費 3,051,511 3,153,660

営業利益 1,467,315 1,826,607

営業外収益

受取利息 166 232

受取配当金 1,856 1,931

還付加算金 10,890 1,007

受取保険金 - 2,624

共済契約解約手当収入 - 4,760

為替差益 5,015 -

雑収入 6,141 4,891

営業外収益合計 24,069 15,447

営業外費用

支払利息 2,406 691

上場関連費用 12,553 -

雑損失 4,421 6,607

営業外費用合計 19,381 7,298

経常利益 1,472,003 1,834,757

特別利益

投資有価証券売却益 - 1,484

負ののれん発生益 - 14,770

特別利益合計 - 16,255

特別損失

固定資産売却損 - 5,236

減損損失 - 17,894

特別損失合計 - 23,131

税金等調整前四半期純利益 1,472,003 1,827,881

法人税、住民税及び事業税 591,113 667,409

法人税等調整額 63,795 84,720

法人税等合計 654,908 752,130

少数株主損益調整前四半期純利益 817,094 1,075,750

少数株主利益 - -

四半期純利益 817,094 1,075,750
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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25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 817,094 1,075,750

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3,772 4,638

為替換算調整勘定 3,787 4,477

退職給付に係る調整額 - 2,474

その他の包括利益合計 7,559 11,589

四半期包括利益 824,654 1,087,340

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 824,654 1,087,340

少数株主に係る四半期包括利益 - -
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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）

　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第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)

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

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)

合計
人材サービス事業 計

売上高

外部顧客への売上高 18,652,568 18,652,568 335,627 18,988,196

セグメント間の内部売上高
又は振替高

36,664 36,664 ― 36,664

計 18,689,233 18,689,233 335,627 19,024,861

セグメント利益又は損失（△） 1,691,903 1,691,903 △19,905 1,671,998

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、有機化学薬品製造事業及び魚介類の養

殖販売事業を含んでおります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,691,903

「その他」の区分の損失(△) △19,905

セグメント間取引消去 6,966

全社費用(注) △211,650

四半期連結損益計算書の営業利益 1,467,315

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社に係る費用であります。

３．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。

決算短信 （宝印刷）  2015年02月04日 19時53分 11ページ （Tess 1.40 20131220_01）



ＷＤＢホールディングス株式会社(2475) 平成27年３月期 第３四半期決算短信

－ 10 －

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26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

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)

合計
人材サービス事業 計

売上高

外部顧客への売上高 19,865,734 19,865,734 564,080 20,429,815

セグメント間の内部売上高
又は振替高

53,776 53,776 ― 53,776

計 19,919,511 19,919,511 564,080 20,483,591

セグメント利益又は損失（△） 1,980,652 1,980,652 32,423 2,013,076

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、有機化学薬品製造事業、魚介類の養殖

販売事業及び射出成形装置の製造開発事業を含んでおります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,980,652

「その他」の区分の利益 32,423

セグメント間取引消去 10,717

全社費用(注) △197,187

四半期連結損益計算書の営業利益 1,826,607

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社に係る費用であります。

３．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

（固定資産に係る重要な減損損失）

報告セグメントに含まれない全社資産において、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失と

して特別損失に計上しました。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては17百万円で

あります。
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