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  （百万円未満切捨て）

（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12月期第３四半期  13,068  2.9  638  △22.5  641  △26.5  359  △14.5

24年12月期第３四半期  12,695  2.1  824  30.0  873  19.1  420  △41.4

（注）包括利益 25年12月期第３四半期 446百万円（ ％） △3.0   24年12月期第３四半期 459百万円 （ ％） △31.8

  
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12月期第３四半期  33.21  －

24年12月期第３四半期  38.42  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年12月期第３四半期  11,903  8,139  68.3

24年12月期  12,146  8,613  70.8

（参考）自己資本 25年12月期第３四半期 8,126百万円   24年12月期 8,602百万円 

  
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12月期  － 0.00 － 28.00  28.00

25年12月期  － 25.00 －    

25年12月期（予想）      20.00  45.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

平成25年12月期第２四半期の配当の内訳 普通配当10円00銭 創業45周年記念配当15円00銭

３．平成25年12月期の連結業績予想（平成25年１月１日～平成25年12月31日）

  （％表示は、対前期増減率）

  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 ％ 円 銭 

通期  18,500  6.0  1,190  2.3  1,260  3.0  630  4.3  57.74

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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

（注）詳細は、添付資料３頁「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）会計方針の変更・会計上の見積

りの変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年12月期３Ｑ 11,248,489株 24年12月期 11,248,489株

②  期末自己株式数 25年12月期３Ｑ 679,632株 24年12月期 337,983株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期３Ｑ 10,816,524株 24年12月期３Ｑ 10,933,228株

 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連結財務諸表のレビュー手続き中であり

ます。

 業績予想の前提となる条件等については、添付資料２頁「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。業

績予想の数値につきましては、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。実際の業績等は、業況の変化等により前記と異なる場合があります。



(参考）個別業績予想 

 平成25年12月期の個別業績予想（平成25年１月１日～平成25年12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 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 ％ 円 銭 

通期  15,800  2.8  1,270  0.7  650  0.9  59.58
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間（平成25年１月１日～平成25年９月30日）におけるわが国経済は、政府によるデフ

レ脱却に向けた積極的な経済金融政策への期待感から、株価の上昇や円安が進み、持ち直しの動きが見られまし

た。しかしながら、海外景気の下振れリスクの影響もあり、先行き不透明な状況が継続しております。 

当社グループの主要顧客である大手製造業各社においては、電機、半導体等、弱含みで推移した分野もありま

したが、自動車関連分野は円安が追い風となり、海外市場向けの自動車生産が堅調に推移いたしました。 

このような環境の下、当社グループの中核である常用雇用型技術者派遣事業では、稼働率の向上並びに契約単

価の改善を柱とした営業施策を推進いたしました。また、採用部門の増強に加え、技術者のキャリアアップをサ

ポートする仕組みを定着させ、優秀な技術者の確保に注力し、技術者数が増加いたしました。その結果、当第３

四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比 %増）となりました。また、新規事業等の子会社

事業拡大による投資負担もあり、営業利益は前年同期に比して減益の 百万円（同 %減）、経常利益は

百万円（同 %減）、四半期純利益は 百万円（同 %減）となりました。 

   

セグメント別の業績は、次のとおりであります。  

  

① アウトソーシングサービス事業 

当社の主要事業であるアウトソーシングサービス事業におきましては、優秀な人材の確保、契約単価の改善

を柱とした営業施策に注力しました。足元では稼働率が上昇したものの、電機、半導体分野における稼働工数

は伸びず、当第３四半期連結累計期間における売上高は 億 百万円（同 %増）となりました。また、営

業利益は 億 百万円（同 %減）となりました。 

    

② 介護事業 

介護事業におきましては、入居者ならびにご家族の方々に選ばれる付加価値の高いサービスの提供及び営業

強化に努めました。前期に実施した相模原市内の介護事業会社の事業承継により、当第３四半期連結累計期間

における売上高は前年同期比で 億 百万円増加し、 億 百万円（同 %増）となりましたが、入居率が低

水準に留まったことに加え、８月に新規施設をオープンしたため、営業損失は 百万円となりました。 

  

③ 職業紹介事業 

職業紹介事業におきましては、技術者に特化した職業紹介事業を行う子会社を前期に設立いたしました。求

人数は着実に増加しておりますが、実質事業開始初年度のため、当第３四半期連結累計期間における売上高は

百万円、営業損失は 百万円となりました。 

   

④ グローバル事業 

グローバル事業におきましては、工程事業で培ったノウハウを生かし、環境エネルギー分野やメンテナンス

事業の拡大に注力しましたが、一部案件の検収時期のずれ込みにより、当第３四半期連結累計期間における売

上高は 億 百万円（同 %増）、営業利益は 百万円となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 億 百万円

減少いたしました。これは主に法人税等及び配当金の支払いならびに自己株式の取得に伴う現金及び預金の減

少によるものであります。負債合計は 百万円となり前連結会計年度末に比べ 億 百万円増加いたしま

した。これは主に介護事業における新規施設オープンに伴い計上したリース債務の増加によるものでありま

す。この結果、純資産の部は 百万円となり前連結会計年度末に比べ 億 百万円減少いたしました。 

これらの結果、自己資本比率は ％となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年12月期の業績予想につきましては、平成25年２月12日に公表いたしました連結・個別業績予想に変

更はございません。 

なお、配当予想についても、変更はございません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

130億68 2.9

6億38 22.5

6億41 26.5 3億59 14.5

121 73 0.1

7 68 8.2

1 75 4 31 68.5

83

28 49

4 35 54.9 0

119億3 2 42

37億64 2 31

81億39 4 74

68.3
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（１）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 

 （減価償却方法の変更） 

  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25年１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。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響

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
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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12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,503,002 3,329,752

受取手形及び売掛金 2,408,902 2,353,210

仕掛品 138,766 269,905

原材料及び貯蔵品 1,541 1,541

繰延税金資産 269,130 396,537

その他 241,418 242,817

貸倒引当金 △5,350 △1,231

流動資産合計 7,557,412 6,592,534

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,649,163 2,707,162

減価償却累計額 △1,200,225 △1,273,492

建物及び構築物（純額） 1,448,937 1,433,670

土地 1,799,563 1,794,406

建設仮勘定 25,900 －

その他 416,187 976,331

減価償却累計額 △360,374 △370,405

その他（純額） 55,813 605,926

有形固定資産合計 3,330,214 3,834,003

無形固定資産 89,660 96,041

投資その他の資産   

投資有価証券 366,372 460,310

繰延税金資産 164,922 183,623

その他 948,554 1,054,436

減価償却累計額 △193,316 △196,243

その他（純額） 755,238 858,192

貸倒引当金 △117,753 △121,395

投資その他の資産合計 1,168,780 1,380,731

固定資産合計 4,588,654 5,310,776

資産合計 12,146,066 11,903,311
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 100,074 28,304

短期借入金 650,000 700,000

未払法人税等 623,850 118,430

未払金 597,451 438,640

賞与引当金 450,967 839,936

役員賞与引当金 18,000 9,666

繰延税金負債 45 －

その他 717,202 733,486

流動負債合計 3,157,591 2,868,464

固定負債   

退職給付引当金 304,690 299,654

役員退職慰労引当金 5,066 5,886

繰延税金負債 207 572

その他 65,212 589,499

固定負債合計 375,177 895,613

負債合計 3,532,768 3,764,077

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,347,163 2,347,163

資本剰余金 2,785,329 2,785,329

利益剰余金 3,636,963 3,417,933

自己株式 △190,558 △532,502

株主資本合計 8,578,897 8,017,923

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 49,165 98,976

為替換算調整勘定 △25,436 9,604

その他の包括利益累計額合計 23,729 108,581

少数株主持分 10,670 12,728

純資産合計 8,613,298 8,139,234

負債純資産合計 12,146,066 11,903,311
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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24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 12,695,656 13,068,640

売上原価 9,313,349 9,826,364

売上総利益 3,382,307 3,242,276

販売費及び一般管理費 2,558,257 2,603,828

営業利益 824,049 638,447

営業外収益   

受取利息 1,710 1,502

受取配当金 4,408 5,395

助成金収入 21,555 11,347

受取賃貸料 36,529 40,368

その他 28,832 18,994

営業外収益合計 93,036 77,609

営業外費用   

支払利息 2,876 12,131

支払手数料 － 18,760

貸倒引当金繰入額 17,000 －

為替差損 1,550 13,226

その他 22,082 30,135

営業外費用合計 43,508 74,254

経常利益 873,576 641,802

特別利益   

固定資産売却益 463 340

寄付金収入 2,000 －

特別利益合計 2,463 340

特別損失   

固定資産売却損 － 2

固定資産除却損 871 3,464

減損損失 9,873 13,593

投資有価証券評価損 23,732 －

会員権評価損 1,899 301

特別損失合計 36,375 17,361

税金等調整前四半期純利益 839,664 624,781

法人税、住民税及び事業税 648,491 426,952

法人税等調整額 △229,261 △162,482

法人税等合計 419,230 264,469

少数株主損益調整前四半期純利益 420,434 360,312

少数株主利益 352 1,092

四半期純利益 420,081 359,219
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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24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 420,434 360,312

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 34,005 49,811

為替換算調整勘定 5,358 36,006

その他の包括利益合計 39,363 85,817

四半期包括利益 459,797 446,129

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 459,185 444,071

少数株主に係る四半期包括利益 612 2,057
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該当事項はありません。  

   

 該当事項はありません。   

  

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成24年１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 

  

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３四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25年９月30日） 

 当社は、平成24年８月31日付で技術者に特化した職業紹介事業を行う㈱アルプスキャリアデザイニングを

設立したことに伴い、前第３四半期連結会計期間より新たに「職業紹介事業」を報告セグメントに追加して

おります。 

  

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 

  

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） 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  （単位：千円）

  
アウトソーシング

サービス事業 介護事業 
職業紹介 
事業 

グローバル 
事業 

合計 

売上高           

外部顧客への売上高  12,158,582  255,807  －  281,266  12,695,656

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 612  268  －  5,268  6,149

計  12,159,194  256,075  －  286,535  12,701,805

セグメント利益  836,847  3,228  △5,093  △12,529  822,452

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計  822,452

セグメント間取引消去  1,597

四半期連結損益計算書の営業利益  824,049

  （単位：千円）

  
アウトソーシング

サービス事業 介護事業 
職業紹介 
事業 

グローバル 
事業 

合計 

売上高           

外部顧客への売上高  12,173,930  431,003  28,065  435,641  13,068,640

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 414  46  －  11,197  11,657

計  12,174,344  431,049  28,065  446,838  13,080,298

セグメント利益  768,554  △83,470  △49,106  81 636,058

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計  636,058

セグメント間取引消去  2,388

四半期連結損益計算書の営業利益  638,447
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(注) １．四半期損益計算書は、法定開示におけるレビュー対象とはなりません。  

２．四半期損益計算書は、「四半期財務諸表等規則」に従い作成し、要約した上で記載しております。

４．（参考）

（１）平成25年12月期第３四半期の（要約）個別四半期損益計算書

科 目 

前第３四半期累計期間 

（自 平成24年１月１日 
  至 平成24年９月30日） 

当第３四半期累計期間 

（自 平成25年１月１日 
  至 平成25年９月30日） 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 売上高             11,427,656             11,415,270

Ⅱ 売上原価              8,247,995              8,356,687

 売上総利益                3,179,660                3,058,583

Ⅲ 販売費及び一般管理費          2,347,324          2,330,395

 営業利益              832,336              728,187

Ⅳ 営業外収益              96,107              91,394

Ⅴ 営業外費用          40,845          43,317

 経常利益              887,598              776,265

Ⅵ 特別利益           2,247           340

Ⅶ 特別損失                32,616                17,304

税引前四半期純利益               857,228               759,301

 法人税、住民税及び事業税    643,666    419,608

 法人税等調整額    △231,373    △115,070

 四半期純利益            444,936            454,763
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