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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 11,895 10.0 1,029 42.5 1,039 44.4 491 34.6
24年3月期第2四半期 10,815 5.5 722 25.1 720 25.1 364 32.2

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 487百万円 （33.6％） 24年3月期第2四半期 364百万円 （32.4％）

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

25年3月期第2四半期 9,954.58 ―
24年3月期第2四半期 7,342.11 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 9,403 4,737 50.4
24年3月期 10,005 4,440 44.4
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  4,737百万円 24年3月期  4,440百万円

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  
 

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

24年3月期 ― 1,000.00 ― 2,800.00 3,800.00
25年3月期 ― 1,000.00
25年3月期（予想） ― 2,000.00 3,000.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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   

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 24,280 8.1 1,830 9.8 1,810 8.8 995 8.2 20,198.53



(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） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づき四半期レビューの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半
期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※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P3「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

※  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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 50,150 株 24年3月期 50,150 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 960 株 24年3月期 460 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 49,332 株 24年3月期2Q 49,690 株
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、欧州における信用不安、長引く円高等による輸出

産業の低迷により、先行きに不安を残す状況が続いております。 

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24年９月の有効求人倍率(季節調整値)は

0.81倍と緩やかな改善となっておりますが、総務省が発表した平成24年９月の完全失業率(季節調整値)

は4.2％となっており、依然として厳しい状況が続いております。  

このような状況のもと、ＷＤＢ株式会社では、人材サービス事業におきまして、平成24年５月に那覇

支店を開設し、全国51拠点を展開させ顧客のニーズに幅広くお応えする体制を整えております。 

 また、研究職人材を真に産業界で貢献できる人材とする為のキャリア形成支援を行いますＷＤＢユニ

バーシティ株式会社を平成24年４月に設立し、同年５月に東京校、神戸校を開校いたしました。 

以上の様な活動の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、中核である理学系研究職の売上高の

増加により11,895百万円と前年同四半期と比べ1,080百万円(前年同期比10.0％増)の増収となりまし

た。事業別の構成比は、人材サービス事業が97.8％、その他事業が2.2％であります。営業利益は、

1,029百万円と前年同四半期と比べ307百万円(前年同期比42.5％増)の増益、経常利益は、1,039百万円

と前年同四半期と比べ319百万円(前年同期比44.4％増)の増益、四半期純利益は491百万円と前年同四半

期と比べ126百万円(前年同期比34.6％増)の増益となりました。 

  

なお、セグメントの業績は、次のとおりであります。  

   ①人材サービス事業                                    

研究職人材サービスの売上高が前年同四半期に比べ増加した結果、売上高は、11,633百万円と前年

同四半期と比べ978百万円（前年同期比9.2％増）の増収、セグメント利益（営業利益）は、1,147百

万円と前年同四半期と比べ400百万円（前年同期比53.6％増）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であります。 

  

      ②その他 

当セグメントの売上高は、有機化学薬品の製造事業が好調に推移したことから、262百万円と前年

同四半期と比べ101百万円（前年同期比63.7％増）の増収、セグメント損失（営業損失）は、９百万

円（前年同四半期は28百万円の損失）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であります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、主に現金及び預金の減少、未収消費税等の減少及び未

収入金の減少等により、総資産9,403百万円となり、前連結会計年度末と比較して601百万円の減少と

なりました。負債は、主に借入金の減少等により4,665百万円となり、前連結会計年度末と比較して

898百万円の減少となりました。また、純資産は4,737百万円となり、前連結会計年度末と比較して

297百万円の増加となりました。 

  

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及び現金同等物は、前第２四半期連結会計期間末と比較

して842百万円増加し、2,013百万円となりました。また、当第２四半期連結累計期間における各キャ

ッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下の通りであります。  

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー)  

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,006百万円を計上しました

が、法人税等の支払額が521百万円となったことなどにより、653百万円の収入(前年同期は376百万

円の収入)となりました。  

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー)  

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出44百万円のほか、敷金の

差入による支出47百万円等により、107百万円の支出(前年同期は771百万円の支出)となりました。

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー)  

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済561百万円、配当金支払による支出138百万

円により、771百万円の支出(前年同期は382百万円の収入)となりました。      

  

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年11月５日付「業績予想の修正に関するお知

らせ」において発表いたしました連結業績予想に変更はありません。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（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
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１

日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しておりま

す。 

   なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,353,029 2,125,634

受取手形及び売掛金 2,747,439 2,689,731

有価証券 14,183 12,956

商品及び製品 3,949 3,928

仕掛品 16,759 13,606

原材料及び貯蔵品 16,739 9,683

その他 716,851 493,411

貸倒引当金 △4,683 △6,878

流動資産合計 5,864,267 5,342,074

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,889,636 1,808,377

土地 1,454,335 1,437,468

その他（純額） 159,091 160,822

有形固定資産合計 3,503,064 3,406,667

無形固定資産

のれん 93,915 71,518

その他 6,136 6,680

無形固定資産合計 100,052 78,198

投資その他の資産 537,738 576,373

固定資産合計 4,140,855 4,061,240

資産合計 10,005,123 9,403,314

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,293,892 1,209,228

短期借入金 595,668 215,000

1年内返済予定の長期借入金 362,208 362,208

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払法人税等 492,174 447,615

賞与引当金 275,273 302,120

資産除去債務 － 2,124

その他 1,310,354 1,079,126

流動負債合計 4,349,570 3,637,422

固定負債

社債 20,000 10,000

長期借入金 800,576 619,472

退職給付引当金 32,470 35,225

役員退職慰労引当金 261,636 270,304

資産除去債務 63,871 62,796

その他 36,488 30,549

固定負債合計 1,215,042 1,028,348

負債合計 5,564,613 4,665,771
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 800,000 800,000

資本剰余金 52,525 52,525

利益剰余金 3,610,588 3,962,536

自己株式 △24,564 △75,814

株主資本合計 4,438,549 4,739,247

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △521 △3,433

為替換算調整勘定 2,481 1,729

その他の包括利益累計額合計 1,960 △1,703

純資産合計 4,440,510 4,737,543

負債純資産合計 10,005,123 9,403,314
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 10,815,093 11,895,520

売上原価 8,281,877 9,024,880

売上総利益 2,533,216 2,870,639

販売費及び一般管理費 1,810,414 1,840,749

営業利益 722,801 1,029,890

営業外収益

受取利息 115 162

受取配当金 5,527 1,605

還付加算金 42 4,951

受取保険金 2,447 7,287

雑収入 4,198 6,175

営業外収益合計 12,331 20,182

営業外費用

支払利息 3,399 4,731

為替差損 2,477 2,085

解約違約金 4,826 －

雑損失 4,340 3,407

営業外費用合計 15,044 10,224

経常利益 720,089 1,039,848

特別利益

固定資産売却益 3 －

受取設備負担金 － 5,686

特別利益合計 3 5,686

特別損失

固定資産除却損 3,091 5,746

減損損失 － 32,867

その他 144 －

特別損失合計 3,236 38,613

税金等調整前四半期純利益 716,857 1,006,921

法人税、住民税及び事業税 339,247 496,828

法人税等調整額 12,780 19,012

法人税等合計 352,027 515,841

少数株主損益調整前四半期純利益 364,829 491,080

少数株主利益 － －

四半期純利益 364,829 491,080
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 364,829 491,080

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 230 △2,912

為替換算調整勘定 △322 △751

その他の包括利益合計 △91 △3,664

四半期包括利益 364,737 487,415

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 364,737 487,415

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24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 716,857 1,006,921

減価償却費 58,519 93,146

のれん償却額 22,396 22,396

減損損失 － 32,867

貸倒引当金の増減額（△は減少） 255 2,194

賞与引当金の増減額（△は減少） 30,844 26,846

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17,447 8,668

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,167 2,755

受取利息及び受取配当金 △5,643 △1,767

支払利息 3,399 4,731

有形固定資産売却損益（△は益） △3 －

有形固定資産除却損 3,091 5,746

売上債権の増減額（△は増加） 47,014 63,393

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,656 10,229

その他の流動資産の増減額（△は増加） 8,848 201,111

仕入債務の増減額（△は減少） △82,118 △84,664

未払金の増減額（△は減少） △39,066 8,170

その他の流動負債の増減額（△は減少） 7,766 △222,887

受取保険金 △2,447 △7,287

受取設備負担金 － △5,686

その他 3,522 3,525

小計 761,614 1,170,413

利息及び配当金の受取額 5,643 1,767

利息の支払額 △3,606 △4,333

保険金の受取額 2,447 7,287

法人税等の支払額 △389,795 △521,717

営業活動によるキャッシュ・フロー 376,303 653,416

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 △732,523 △44,518

有形固定資産の売却による収入 108 －

無形固定資産の取得による支出 － △1,941

敷金の差入による支出 △6,053 △47,199

敷金の回収による収入 6,277 662

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

△28,045 －

その他 △11,682 △14,771

投資活動によるキャッシュ・フロー △771,919 △107,768
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

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） 441,200 △380,668

長期借入れによる収入 160,000 －

長期借入金の返済による支出 △108,669 △181,104

リース債務の返済による支出 △7,987 △9,550

社債の償還による支出 △27,500 △10,000

配当金の支払額 △74,336 △138,760

自己株式の取得による支出 － △51,250

財務活動によるキャッシュ・フロー 382,707 △771,333

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,599 △2,837

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15,507 △228,522

現金及び現金同等物の期首残高 1,186,303 2,241,571

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,170,795 2,013,049
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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23年４月１日  至  平成23年９月30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) 「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) 

 
  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30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) 「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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

(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 10,654,970 10,654,970 160,123 10,815,093

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

10,137 10,137 ― 10,137

計 10,665,108 10,665,108 160,123 10,825,231

セグメント利益又は損失（△） 747,253 747,253 △28,562 718,690

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 747,253

「その他」の区分の損失（△） △28,562

セグメント間取引消去 4,111

四半期連結損益計算書の営業利益 722,801

(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 11,633,422 11,633,422 262,097 11,895,520

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

35,539 35,539 ― 35,539

計 11,668,962 11,668,962 262,097 11,931,060

セグメント利益又は損失（△） 1,147,569 1,147,569 △9,275 1,138,293
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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) 

 
(注) 全社費用は、平成23年11月１日の新設分割により純粋持株会社となった当社において発生する管理

費用であります。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,147,569

「その他」の区分の損失(△) △9,275

セグメント間取引消去 5,588

全社費用(注) △113,991

四半期連結損益計算書の営業利益 1,029,890

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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