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(百万円未満切捨て)
1. 平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年４月１日 ～ 平成20年６月30日）

　(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 ％

21年３月期第１四半期 5,569 － 163 － 158 － 77 －

20年３月期第１四半期 5,072 23.5 118 6.6 105 1.7 46 5.5

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

21年３月期第１四半期 1,550 47 － －

20年３月期第１四半期 963 86 － －

　(2) 連結財政状態

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

21年３月期第１四半期 6,327 2,555 40.4 50,963 89

20年３月期 6,442 2,537 39.4 50,607 92

(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 2,555百万円 20年３月期 2,537百万円

2. 配当の状況

(基準日)
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 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年３月期 － － 500 00 － － 1,200 00 1,700 00

21年３月期 － － － －

21年３月期(予想) 700 00 － － 1,500 00 2,200 00

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

3. 平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

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 ％
１株当たり
当期純利益

銭

第２四半期連結累計期間 11,367 － 480 － 453 － 235 － 4,690 13

通期 24,803 14.3 1,432 12.6 1,315 7.9 699 22.8 13,944 16

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無
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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）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 無

　  (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。

(4) 発行済株式数（普通株式）
　① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

21年３月期第１四半期 50,150株 20年３月期 50,150株

　② 期末自己株式数

21年３月期第１四半期 －株 20年３月期 －株

　③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）

21年３月期第１四半期 50,150株 20年３月期第１四半期 48,150株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務
諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　・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。
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【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
当第１四半期におけるわが国経済は、原油価格並びに原材料価格の高騰による生活必需品及び食料品価格

の上昇、米国のサブプライムローン問題に起因した世界的な金融不安により、景気の先行きに不透明感が強
まっております。
　このような状況のもと、当社グループは顧客企業の研究部門や公的研究機関などの人材ニーズに対応する
べく、神戸基盤研究所（神戸市中央区）、北海道バイオ研究所（札幌市）、中央研究所（千葉県松戸市）、食品
研究所（川崎市川崎区）の４箇所の研究所において、医薬、化学、食品業界で重要なウエイトを占める分析
機器の操作及び解析技術の習得や有機合成等の研修カリキュラムを実施し、派遣スタッフのスキルアップに
努めてまいりました。また、研究職派遣スタッフの職業人生をフルサポートする会社として、スタッフの就
業期間や就業状況を定期的に評価し、それをスタッフにボーナスとして支給する「キッテルクラブ」の設置
や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、長期所得補償制度とカウンセリング制度の導入など、研究職派遣スタッフをサポートする仕組み作りを
行ってまいりました。
　一方、拠点の開設につきましては、平成20年４月に徳山支店・町田支店、平成20年５月に富山支店・福井
支店・大分支店、平成20年６月に加古川支店・日立支店・八王子支店を開設し、より一層地域に密着した営
業活動を提供できる体制を整えました。
　以上のような活動の結果、当第１四半期の売上高は5,569百万円（前年同期比9.8%増）となりました。収益
面では、売上原価の増加、新卒者の採用と営業拠点の拡大による販売費及び一般管理費の増加があったもの
の、営業利益は163百万円（前年同期比38.3%増）、経常利益は158百万円（前年同期比50.3%増）、四半期純利
益は77百万円（前年同期比67.5%増）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期の総資産は、現金及び預金の減少等により6,327百万円となり、前連結会計年度末と比較して

114百万円の減少となりました。負債は、未払法人税等の減少等により3,771百万円となり、前連結会計年度
末と比較して132百万円の減少となりました。
　また、純資産は2,555百万円となり、前連結会計年度末と比較して17百万円の増加となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
平成21年３月期の連結業績予測（第２四半期連結累計期間及び通期）につきましては、平成20年５月９日

に発表いたしました業績予測に変更はありません。

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(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
該当事項はありません。

(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
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財
務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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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１四半期連結会計期間末

(平成20年６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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 753,374 934,253

受取手形及び売掛金 2,459,773 2,387,256

その他 289,004 328,199

貸倒引当金 △1,233 △823

流動資産合計 3,500,919 3,648,885

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 928,053 925,197

土地 933,224 933,224

その他（純額） 139,028 117,184

有形固定資産合計 2,000,307 1,975,607

無形固定資産

のれん 112,165 128,189

その他 32,567 32,917

無形固定資産合計 144,732 161,106

投資その他の資産 681,016 655,964

固定資産合計 2,826,056 2,792,678

繰延資産 385 440

資産合計 6,327,360 6,442,003

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,341,570 1,249,294

短期借入金 1,220,148 815,780

1年内償還予定の社債 45,000 45,000

未払法人税等 9,286 435,138

賞与引当金 139,304 201,336

その他 702,770 842,375

流動負債合計 3,458,080 3,588,925

固定負債

社債 112,500 112,500

長期借入金 － 16,678

退職給付引当金 11,831 2,288

役員退職慰労引当金 189,109 183,623

固定負債合計 313,440 315,090

負債合計 3,771,521 3,904,016

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 1,697,116 1,679,540

株主資本合計 2,549,642 2,532,065

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 6,197 5,920

評価・換算差額等合計 6,197 5,920

純資産合計 2,555,839 2,537,986

負債純資産合計 6,327,360 6,442,003
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(2)  四半期連結損益計算書

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

  至 平成20年６月30日)

売上高 5,569,046

売上原価 4,338,348

売上総利益 1,230,697

販売費及び一般管理費 1,067,180

営業利益 163,517

営業外収益

受取利息 59

受取配当金 342

雑収入 1,849

営業外収益合計 2,251

営業外費用

支払利息 5,550

雑損失 1,905

営業外費用合計 7,456

経常利益 158,313

特別損失

固定資産除却損 2,732

特別損失合計 2,732

税金等調整前四半期純利益 155,580

法人税、住民税及び事業税 4,822

法人税等調整額 73,001

法人税等合計 77,824

四半期純利益 77,756
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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）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

  至 平成20年６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 155,580

減価償却費 28,360

のれん償却額 16,023

長期前払費用償却額 5

繰延資産償却額 55

貸倒引当金の増減額（△は減少） 410

賞与引当金の増減額（△は減少） △62,031

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,485

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,542

受取利息及び受取配当金 △401

支払利息 5,550

有形固定資産除却損 2,732

売上債権の増減額（△は増加） △72,517

その他の流動資産の増減額（△は増加） △38,312

仕入債務の増減額（△は減少） 92,275

未払金の増減額（△は減少） △120,092

その他の流動負債の増減額（△は減少） △48,929

その他 82

小計 △26,180

利息及び配当金の受取額 401

利息の支払額 △5,343

法人税等の支払額 △426,256

営業活動によるキャッシュ・フロー △457,379

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 △40,919

無形固定資産の取得による支出 △2,018

敷金の差入による支出 △17,937

敷金の回収による収入 1,341

その他 △3,466

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,001

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） 458,000

長期借入金の返済による支出 △70,310

配当金の支払額 △48,234

財務活動によるキャッシュ・フロー 339,455

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △180,925

現金及び現金同等物の期首残高 813,261

現金及び現金同等物の四半期末残高 632,335
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

　該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】
当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)において、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。

【所在地別セグメント情報】
当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６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】
当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６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。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

  該当事項はありません。
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「参考」

(要約)前四半期連結損益計算書

（単位：千円）

区 分

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日)

金 額

 Ⅰ 売上高 5,072,388

 Ⅱ 売上原価 4,048,209

　  売上総利益 1,024,179

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 905,939

　  営業利益 118,239

 Ⅳ 営業外収益 778

 Ⅴ 営業外費用 13,716

　  経常利益 105,302

 Ⅵ 特別損失 959

　  税金等調整前四半期純利益 104,342

　  税金費用 57,932

　  四半期純利益 46,410
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