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四半期決算補足説明資料作成の有無：  有       

四半期決算説明会開催の有無      ：  有     (アナリスト・機関投資家向け)

  （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３月期第２四半期  34,130  6.9  2,891  24.2  2,945  25.3  1,692  30.6

24年３月期第２四半期  31,937  8.8  2,328  251.3  2,350  12.6  1,295  △19.8

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 1,673百万円 （ ％） 30.7   24年３月期第２四半期 1,280百万円 （ ％） △20.4

  
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  51.74  －

24年３月期第２四半期  39.12  －

  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  57,150  37,893  66.2

24年３月期  57,559  37,209  64.5

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 37,828百万円   24年３月期 37,121百万円 

  
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３月期  －  29.00  －  29.50  58.50

25年３月期  －  30.00       

25年３月期（予想）      －  66.00  96.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：  無   

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）

  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  70,300  5.0  6,000  10.1  6,100  10.3  5,800  105.1  179.50

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：  有   



※  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：  有   

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） 25年３月期２Ｑ 34,700,000株 24年３月期 34,700,000株 

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 1,996,687株 24年３月期 1,996,719株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 32,703,293株 24年３月期２Ｑ 33,124,670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財務諸表のレビュー手続きは終了してい

ません。

 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料の６ページ「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。
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（（（（１１１１））））連結連結連結連結経営経営経営経営成績成績成績成績にににに関関関関するするするする定性的情報定性的情報定性的情報定性的情報 

〔表１〕連結経営成績の概要 

〔表２〕事業セグメント別経営成績の概要 

〔表３〕グループ各社別経営成績の概要 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（百万円未満切捨て） 
前四半期 

連結累計期間 
当四半期 

連結累計期間 

    

前年同期比増減額 前年同期比増減率 

売上高  31,937  34,130 ＋  2,193 ＋ % 6.9

売上原価  24,052  25,119 ＋  1,067 ＋ % 4.4

販売管理費  5,556  6,119 ＋  562 ＋ % 10.1

営業利益  2,328  2,891 ＋  563 ＋ % 24.2

経常利益  2,350  2,945 ＋  595 ＋ % 25.3

税金等調整前四半期純利益  2,347  2,786 ＋  438 ＋ % 18.7

四半期純利益  1,295  1,692 ＋  396 ＋ % 30.6

（百万円未満切捨て） 
グループ 

連結 

          

派遣事業 
エンジニアリング 
ソリューション事業 

グローバル
事業 

紹介事業 連結消去 

売上高     34,130  32,698  1,247  23  370  △209

    構成比 100.0% 95.8% 3.7% 0.1% 1.1% △0.6% 

  前年同期比増減額 ＋  2,193 ＋  2,279  △213 ＋  14 ＋  84 ＋  28

  前年同期比増減率 ＋6.9% ＋7.5% △14.6% ＋148.9% ＋29.5% ― 

営業利益     2,891  2,777  32  △29  109  2

    構成比 100.0% 96.0% 1.1% △1.0% 3.8% 0.1% 

  前年同期比増減額 ＋  563 ＋  562  △32 ＋  4 ＋  28  0

  前年同期比増減率 ＋24.2% ＋25.4% △50.6% ― ＋35.1% 0.0% 

（百万円未満切捨て） 
売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

  前年同期比 
増減額   前年同期比 

増減額   前年同期比 
増減額   前年同期比 

増減額 

派遣事業 

メイテック  27,125 ＋  1,868  2,460 ＋  515  2,739 ＋  476  1,593 ＋  236

メイテックフィルダーズ  4,513 ＋  400  269 ＋  29  270 ＋  28  167 ＋  22

メイテックキャスト  1,203 ＋  42  44 ＋  17  45 ＋  18  28 ＋  12

エンジニアリング

ソリューション

事業 

メイテックCAE  513  △22  71 ＋  7  71 ＋  8  43 ＋  5

アポロ技研グループ  733  △190  △36  △39  △34  △51  △1  △0

グローバル事業 

メイテック上海  0 △0  △5  △1  △5 △0  △5 △0 

メイテック西安  4 ＋  2  △8 ＋  1  △8 ＋0  △8 ＋0 

メイテック成都  4 ＋  3  △6 ＋  2  △6 ＋  2  △6 ＋  2

メイテック上海人才  15 ＋  8  △9 ＋  2  △9 ＋  2  △9 ＋  2

紹介事業 
メイテックネクスト  368 ＋  84  121 ＋  41  121 ＋  41  112 ＋  32

all engineer.jp  4 △0  △11  △12  △10  △11  △10  △11
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〔表４〕メイテックグループの技術者派遣事業の概要 

 *1：㈱メイテック、*2：㈱メイテックフィルダーズ、*3：㈱メイテックCAE 

〔表４〕の注記 

 ※1：㈱メイテックの技術者数は、未稼働技術者への社内研修講師等の社内技術業務に従事している社内派遣従事者を、間接人員とし

て控除しています 

 ※2：入社後未配属の技術者を控除しています 

ご参考：月次の稼働率実績等は、次のURLからご覧頂けます 

（当社HP）http://www.meitec.co.jp/ir/financial/index.htm 

  
前四半期累計期間 

／会計期間末 
当四半期累計期間 

／会計期間末 

MT*1＋MF*2＋CAE*3 期末技術者数※1 人 6,750 人 6,976

 MT*1＋MF*2 期末技術者数※1 人 6,668 人 6,896

    稼働率（全体） 91.5% 93.9% 

    稼働率（新入社員等※2を除く） 92.1% 96.5% 

  MT*1 期末技術者数※1 人 5,498 人 5,586

    期末社内派遣従事者数（外数）※1 人 57 人 49

    稼働率（全体） 90.9% 94.5% 

    稼働率（新入社員等※2を除く） 91.4% 96.4% 

    稼働時間 8.72h/day 8.86h/day 

  MF*2 期末技術者数 人 1,170 人 1,310

    稼働率（全体） 94.4% 91.1% 

    稼働率（新入社員等※2を除く） 95.5% 97.1% 

    稼働時間 8.70h/day 8.87h/day 

  CAE*3 期末技術者数 人 82 人 80
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① ① ① ① 連結連結連結連結のののの経営経営経営経営成績成績成績成績 

当第２四半期連結累計期間（６ヶ月間：平成24年４月１日～平成24年９月30日）においては、欧州経済問題

をはじめとする世界経済の失速懸念、円高の継続、国内の電力不足問題など、景況の不透明感は引き続き高い

状態にあります。 

当社の主要顧客である日本の大手製造業各社の多くが技術開発投資を継続されていますが、大規模な技術開

発投資をはじめ、コストを抑制する動向は依然として強いものと認識しています。 

掛かる状況下、当社グループの中核事業である技術者派遣事業においては、堅調な受注環境の下に、期初目

標よりも高い稼働率を達成することができました。また、稼働時間についても、昨年度夏季のような大きな落

ち込みも無く安定して推移しました。 

これらを主因に、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、前年同期比21億93百万円（6.9％）増収の341

億30百万円となりました。連結売上原価は、労務費の増加等を主因に前年同期比10億67百万円（4.4％）増加の

251億19百万円、連結販売費及び一般管理費は戦略投資の増加等により前年同期比５億62百万円（10.1％）増加

の61億19百万円となりました。この結果、連結営業利益は前年同期比５億63百万円（24.2％）増益の28億91百

万円、連結経常利益は前年同期比５億95百万円（25.3％）増益の29億45百万円、連結四半期純利益は前年同期

比３億96百万円（30.6％）増益の16億92百万円となりました。 

  

② ② ② ② 事業事業事業事業セグメントセグメントセグメントセグメント別別別別のののの経営経営経営経営成績成績成績成績 

（（（（アアアア））））派遣事業派遣事業派遣事業派遣事業 

連結売上高の９割超を占める派遣事業、特に中核事業の技術者派遣事業では、前期に引き続き堅調に成約を

進められました。その結果、当社単体の稼働率（全体）は期初目標より高い水準の94.5％（前年同期90.9％）

となりました。また、稼働時間に大きな落ち込みも無く、8.86 h/day（前年同期8.72 h/day）と安定して推移

しました。これらを主因に、派遣事業の売上高は前年同期比22億79百万円（7.5％）増収の326億98百万円、営

業利益は前年同期比５億62百万円（25.4％）増益の27億77百万円となりました。 

（（（（イイイイ））））エンジニアリングソリューションエンジニアリングソリューションエンジニアリングソリューションエンジニアリングソリューション事業事業事業事業 

エンジニアリングソリューション事業は、解析関連技術、試作・金型製作・成型関連の技術サービス及びプ

リント基板事業等の技術支援事業を行っています。 

エンジニアリングソリューション事業の売上高は、前年同期比２億13百万円（14.6％）減収の12億47百万

円、営業利益は前年同期比32百万円（50.6％）減益の32百万円となりました。 

株式会社メイテックCAEは原価率改善等により前年同期比で増益となりましたが、アポロ技研グループは一

部顧客からの受注減少等により営業損失となりました。 

（（（（ウウウウ））））グローバルグローバルグローバルグローバル事業事業事業事業 

グローバル事業は、中国にて沿岸部に進出した日系メーカーを対象とした学生人材育成型紹介事業に取り組

んでいます。 

グローバル事業の売上高は前年同期比14百万円（148.9％）増収の23百万円、営業損失は29百万円（前年同

期は34百万円の損失）となりました。 

（（（（エエエエ））））紹介事業紹介事業紹介事業紹介事業 

紹介事業は、エンジニアに特化した職業紹介事業及び情報ポータルサイト事業を行っています。 

紹介事業の売上高は前年同期比84百万円（29.5％）増収の３億70百万円、営業利益は前年同期比28百万円

（35.1％）増益の１億９百万円となりました。 

株式会社メイテックネクストは取扱求人案件数増加により増収増益となりました。 
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（（（（２２２２））））連結財政連結財政連結財政連結財政状状状状態態態態にににに関関関関するするするする定性的情報定性的情報定性的情報定性的情報 

〔表５〕連結財政状態の概要 

  

当第２四半期連結会計期間末（平成24年９月30日）の資産合計は、前連結会計年度末（平成24年３月31日）

比で４億８百万円（0.7％）減少し、571億50百万円となりました。これは、減価償却等により固定資産が前連

結会計年度末比で６億99百万円減少した事などが主因です。 

負債合計は、前連結会計年度末比で10億92百万円（5.4％）減少し、192億57百万円となりました。これは、

納税や賞与支給により流動負債が前連結会計年度末比で14億５百万円減少した事などが主因です。 

純資産合計は、前連結会計年度末比で６億84百万円（1.8％）増加し、378億93百万円となりました。これ

は、当期の経営成績の結果に伴い利益剰余金が７億27百万円増加した事などが主因です。 

（百万円未満切捨て） 
前連結 

会計年度末 
当四半期 

連結会計期間末 

    

増減額 増減率 

  流動資産合計  40,643  40,935 ＋  291 ＋0.7% 

  固定資産合計  16,915  16,215  △699 △4.1% 

資産合計  57,559  57,150  △408 △0.7% 

  流動負債合計  11,165  9,760  △1,405 △12.6% 

  固定負債合計  9,183  9,496 ＋  312 ＋3.4% 

 負債合計  20,349  19,257  △1,092 △5.4% 

  株主資本合計  38,017  38,744 ＋  727 ＋1.9% 

  その他の包括利益累計額  △895  △915  △19            - 

  少数株主持分  87  64  △23 △26.6% 

 純資産合計  37,209  37,893 ＋  684 ＋1.8% 

負債純資産合計  57,559  57,150  △408 △0.7% 

5

㈱メイテック(9744)　平成25年３月期第２四半期決算短信



（（（（３３３３））））連結業績予想連結業績予想連結業績予想連結業績予想にににに関関関関するするするする定性的情報定性的情報定性的情報定性的情報 

① ① ① ① 業績予想業績予想業績予想業績予想 

技術者派遣事業における足元の稼動人員数の見込みなどを勘案し、平成24年５月10日に公表した通期業績予

想を下記の通り修正いたします。 

  

〔表６〕平成25年３月期の通期連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

  
〔表７〕平成25年３月期の通期個別業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

  
〔表８〕通期業績予想の前提条件 

※平成24年４月１日付の新卒入社技術社員数 

  

② ② ② ② 配配配配当当当当予想予想予想予想 

通期の業績予想を修正しましたが、下半期の純利益予想に大きな変動が無いため、期末配当の予想は修正し

ていません。 

なお、利益配分に関する基本方針につきましては、平成24年５月10日公表の平成24年３月期決算短信並びに

弊社ホームページに掲載しているIR説明会資料などをご参照下さい。 

③ ③ ③ ③ 自己株式自己株式自己株式自己株式のののの取得予定取得予定取得予定取得予定 

通期業績予想の修正を踏まえた総還元性向を勘案し、自己株式の取得予定額は、平成24年５月10日に公表し

た24億円から28億円へ修正いたします。 

※ 総還元性向100％＝(配当金総額見込30億円＋自己株式取得予定額28億円)÷連結当期純利益予想58億円 

詳細は、本日、別に公表した「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」をご覧下さい。 
  

  

（単位：百万円） 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ）  69,500  5,500  5,500  5,500

今回発表予想（Ｂ）  70,300  6,000  6,100  5,800

 増減額（Ｂ－Ａ） ＋  800 ＋  500 ＋  600 ＋  300

 増減率（％） 1.2% 9.1% 10.9% 5.5% 

（単位：百万円） 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ）  55,200  4,700  5,000  5,700

今回発表予想（Ｂ）  55,800  5,200  5,500  5,900

 増減額（Ｂ－Ａ） ＋600 ＋500 ＋500 ＋200 

 増減率（％） 1.1% 10.6% 10.0% 3.5% 

  ㈱メイテック ㈱メイテックフィルダーズ 

  今回発表 前回発表 今回発表 前回発表 

稼働率（全体） 95.4% 94.8% 92.5% 89.9% 

  上半期 94.5% 92.9% 91.1% 86.5% 

  下半期 96.2% 96.5% 94.0% 93.2% 

稼働時間 8.89h/day 8.81h/day 8.92h/day 8.85h/day 

新卒採用※ 人 220 人 220 人 169 人 169

中途採用 人 240 人 240 人 125 人 180

退職率 5.5% 6.5% 10.2% 11.2% 

ご注意 本資料に記載した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。 

実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因には、既に公表している有価証券報告書等で記載した

「事業等のリスク」に係る事項があります。なお、業績に影響を与える要因はこれらに限定されるものではあ

りません。 
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 （（（（１１１１））））四半期連結財務諸表四半期連結財務諸表四半期連結財務諸表四半期連結財務諸表のののの作成作成作成作成にににに特有特有特有特有のののの会会会会計計計計処処処処理理理理のののの適用適用適用適用 

税税税税金費用金費用金費用金費用のののの計算計算計算計算 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

  

（（（（２２２２））））会会会会計方針計方針計方針計方針のののの変変変変更更更更・・・・会会会会計上計上計上計上のののの見積見積見積見積りのりのりのりの変変変変更更更更・・・・修正再表示修正再表示修正再表示修正再表示 

会会会会計方針計方針計方針計方針のののの変変変変更更更更     

〔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、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の平成24

年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

 これにより、当第２四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 26,686,586 27,506,303 

受取手形及び売掛金 10,675,469 10,036,584 

仕掛品 276,722 628,620 

その他 3,019,569 2,786,675 

貸倒引当金 △14,787 △22,870 

流動資産合計 40,643,560 40,935,314 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,319,367 6,998,045 

その他（純額） 3,938,117 3,922,910 

有形固定資産合計 11,257,485 10,920,956 

無形固定資産   

その他 1,429,889 1,149,411 

無形固定資産合計 1,429,889 1,149,411 

投資その他の資産   

その他 4,320,691 4,162,296 

貸倒引当金 △92,600 △17,105 

投資その他の資産合計 4,228,090 4,145,191 

固定資産合計 16,915,466 16,215,558 

資産合計 57,559,026 57,150,872 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 150,709 94,207 

未払法人税等 1,733,120 1,085,433 

役員賞与引当金 57,000 38,000 

賞与引当金 4,688,707 4,155,795 

その他 4,536,246 4,387,207 

流動負債合計 11,165,783 9,760,643 

固定負債   

退職給付引当金 9,079,274 9,415,067 

その他 104,630 81,728 

固定負債合計 9,183,904 9,496,796 

負債合計 20,349,688 19,257,440 
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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 16,825,881 16,825,881 

資本剰余金 13,343,429 13,343,359 

利益剰余金 13,378,463 14,105,752 

自己株式 △5,530,419 △5,530,295 

株主資本合計 38,017,355 38,744,699 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 12,979 △7,057 

土地再評価差額金 △878,313 △878,313 

為替換算調整勘定 △30,644 △30,444 

その他の包括利益累計額合計 △895,978 △915,815 

少数株主持分 87,961 64,548 

純資産合計 37,209,338 37,893,432 

負債純資産合計 57,559,026 57,150,872 
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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） 

（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 31,937,649 34,130,814 

売上原価 24,052,632 25,119,827 

売上総利益 7,885,017 9,010,986 

販売費及び一般管理費 5,556,583 6,119,109 

営業利益 2,328,434 2,891,877 

営業外収益   

受取利息 3,393 3,534 

受取配当金 2,367 2,385 

貸倒引当金戻入額 8,788 51,041 

その他 31,719 17,282 

営業外収益合計 46,269 74,243 

営業外費用   

コミットメントフィー 3,008 2,757 

投資事業組合運用損 10,335 8,319 

為替差損 5,376 2,704 

貸倒引当金繰入額 2,436 － 

その他 3,322 6,860 

営業外費用合計 24,479 20,641 

経常利益 2,350,224 2,945,478 

特別利益   

受取和解金 － 47,170 

特別利益合計 － 47,170 

特別損失   

固定資産売却損 6 － 

減損損失 291 202,406 

その他 2,338 3,827 

特別損失合計 2,635 206,234 

税金等調整前四半期純利益 2,347,588 2,786,415 

法人税等 1,056,603 1,095,278 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,290,985 1,691,136 

少数株主損失（△） △4,838 △900 

四半期純利益 1,295,824 1,692,036 
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（四半期連結包括利益計算書） 

（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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,290,985 1,691,136 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △11,354 △20,080 

為替換算調整勘定 433 2,028 

その他の包括利益合計 △10,920 △18,052 

四半期包括利益 1,280,065 1,673,084 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,284,510 1,672,199 

少数株主に係る四半期包括利益 △4,444 884 
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該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。     

   

（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
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４．参考資料

（１）（要約）四半期個別貸借対照表

  （単位：千円） 

  
前事業年度                                  

（平成24年３月31日） 
当第２四半期会計期間 
（平成24年９月30日） 

資産の部                
  流動資産                

   現金及び預金    25,478,572    26,261,821

   受取手形及び売掛金    8,654,233    8,121,134

      仕掛品    197,287    514,330

   その他   2,808,860   2,579,566

   貸倒引当金   △12,670   △19,535

   流動資産合計   37,126,284   37,457,317

 固定資産       

   有形固定資産       

     建物及び構築物（純額）    7,308,272    6,989,113

     その他    3,914,561    3,899,756

     有形固定資産合計    11,222,833    10,888,869

    無形固定資産    

     その他  1,274,282   1,009,129

    無形固定資産合計  1,274,282   1,009,129

    投資その他の資産    

      その他  5,920,494   5,827,465

    貸倒引当金  △38,958   △14,120

    投資その他の資産合計    5,881,535    5,813,344

   固定資産合計   18,378,651   17,711,343

  資産合計   55,504,935    55,168,660

負債の部     

  流動負債     

    未払法人税等   1,431,010   918,165

    役員賞与引当金   57,000   34,000

    賞与引当金   3,948,312   3,456,963

    その他   5,691,229   5,457,384

    流動負債合計   11,127,552   9,866,512

   固定負債     

    退職給付引当金   9,045,174   9,379,560

        投資損失引当金   25,048   34,818

    その他   103,626   75,893

    固定負債合計    9,173,849    9,490,272

   負債合計    20,301,401    19,356,785

純資産の部       
  株主資本       

    資本金   16,825,881   16,825,881

    資本剰余金    13,343,429    13,343,359

    利益剰余金    11,430,328    12,058,638

    自己株式    △5,530,419    △5,530,295

    株主資本合計   36,069,220   36,697,584

    その他有価証券評価差額金    12,626    △7,395

    土地再評価差額金   △878,313   △878,313

  純資産合計    35,203,534    35,811,875

負債純資産合計    55,504,935    55,168,660
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   （単位：千円） 

  
  

  

  

（２）（要約）四半期個別損益計算書

  
前第２四半期累計期間 

（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   25,256,519  27,125,192

売上原価   19,180,695  20,081,779

売上総利益   6,075,823  7,043,413

販売費及び一般管理費 4,131,082 4,583,295

営業利益   1,944,740  2,460,117

営業外収益    

 受取利息   3,717  3,836

 受取配当金   311,232  266,249

 その他   22,888  21,190

 営業外収益合計   337,838  291,276

営業外費用       

 支払利息   1,136  325

 コミットメントフィー 3,008  2,757

  投資事業組合運用損   10,335  8,319

 その他   5,195  394

 営業外費用合計   19,675  11,797

経常利益   2,262,903  2,739,597

特別損失  

 減損損失 291  200,882

  投資損失引当金繰入額 ―  9,770

 固定資産売却損 6  ―

 その他 2,325  319

 特別損失合計 2,623  210,972

税引前四半期純利益 2,260,280  2,528,624

法人税等 904,112  935,568

四半期純利益 1,356,168  1,593,056
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