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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．平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年 3月期第2四半期 29,357 12.0 662 － 2,087 － 1,615 －
22年 3月期第2四半期 26,203 △36.7 △3,248 － △850 － △1,214 －

 

 
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

23年 3月期第2四半期 48.74 －
22年 3月期第2四半期 △36.65 －

 
（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

23年 3月期第2四半期 50,811 35,050 68.5 1,050.52
22年 3月期 47,625 33,443 69.8 1,002.58

(参考)自己資本 23年3月期第2四半期        34,824百万円 22年3月期             33,235百万円 

 
２．配当の状況 

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   
22年 3月期 － 24.50 － 0.00 24.50   
23年 3月期 － 0.00   

23年 3月期(予想)   － － －   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：有 

現時点での平成23年3月期の期末配当予想は未定であります。 

 
３．平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（％表示は、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 59,500 10.6 1,600 － 4,100 － 2,900 － 87.48

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有 

連結業績予想の修正については、本日（平成22年11月12日）公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 



 
４．その他  （詳細は、【添付資料】6ページ「その他の情報」をご覧ください。） 

 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

 新規 －社 ( ） 、除外 －社 ( ）

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）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の有無となります。 

 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

 
 

（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) 23年3月期2Ｑ 35,100,000株 22年3月期 35,100,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Ｑ 1,949,850株 22年3月期 1,949,655株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年3月期2Ｑ 33,150,267株 22年3月期2Ｑ 33,150,485株

 
 
※ 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 
・平成 23 年 3 月期の期末配当予想は現時点では「未定」ですが、具体的な期末配当予想については通期業績見
通しの確度に基づいて、平成23年3月下旬までにお知らせします。 
・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、四半期決算短信
（添付資料）5ページ「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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 １．当四半期の連結業績等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 
① 連結の経営成績 

〔表1〕当四半期連結累計期間における連結業績の概要 

（百万円未満切捨て） 前第2四半期 当第2四半期 〔6ヶ月間累計〕  

 連結累計期間 連結累計期間 増減額 増減率 

売上高 26,203 29,357 +3,153 ＋12.0% 

売上原価（△） 23,478 23,628 +149 +0.6% 

販管費（△） 5,973 5,065 △907 △15.2% 

営業利益 △3,248 662 ＋3,911 ― 

営業外損益 2,397 1,424 △973 △40.6% 

 うち助成金収入 2,407 1,401 △1,005 △41.8% 

経常利益 △850 2,087 ＋2,938 ― 

税金等調整前純利益 △850 2,302 ＋3,152 ― 

四半期純利益 △1,214 1,615 ＋2,830 ― 

当四半期連結累計期間（6ヶ月間：平成22年 4月1日～平成22年 9月30日）においては、当社の主

要顧客である大手製造業の業績回復が堅調に進んでおり、技術開発投資の再開が緩やかではありますが拡

大しています。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、既存顧客を中

心に積極的な営業展開を行い、稼働率の改善が継続しました。これらを主因に、当四半期連結累計期間の

連結売上高は、前年同期比31億 53百万円増収の293 億 57 百万円となりました。連結売上原価は、稼働

率の改善による労務費の増加等を主因に前年同期比1億49百万円増加の236億28百万円、販管費は効率

化の徹底等により前年同期比9億7百万円減少の50億65百万円となりました。 

この結果、連結営業利益は、前年同期比39億 11百万円増益の6億62 百万円となり、前年同期の赤字

を脱却して黒字に転換しました。平成22年5月13日公表の平成22年3月期決算短信でお知らせした通

り、公表予想を上回る営業利益は社員還元を優先する計画に鑑み、連結で24億53百万円の社員還元見込

上限額を設定し、社員還元見込額を当四半期連結累計期間の上限額である12億25百万円まで計上しまし

た。当社単体においても社員還元見込額を当四半期連結累計期間の上限額である10億73百万円まで計上

し、営業利益は2億39百万円となりました。 

前年度に引き続き、雇用調整助成金収入（14 億 1 百万円）を営業外収益に計上し、連結経常利益は前

年同期比29 億 38 百万円増益の20 億 87 百万円、連結四半期純利益は前年同期比28 億 30 百万円増益の

16億15百万円となりました。 

 

② 事業セグメント別の経営成績 

〔表2〕当四半期連結累計期間における事業セグメント別業績の概要 

   グループ      

（百万円未満切捨て） 連結 派遣事業 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ グローバル キャリア 連結消去 

   〔6ヶ月間累計〕  ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 事業 サポート事業  

売上高 29,357 27,785 1,544 43 219 △235

  構成比 100% 94.6% 5.3% 0.1% 0.7% △0.8%

 前年同期比 ＋3,153 ＋3,175 ＋325 △300 △131 ＋85

  上記増減率 ＋12.0% ＋12.9% ＋26.7% △87.4% △37.4% ―

営業利益 662 525 113 △30 52 2

  構成比 100% 79.2% 17.0% △4.6% 7.9% 0.4%

 前年同期比 ＋3,911 ＋3,427 ＋100 ＋352 +36 △6

  上記増減率 ― ― +775.2% ― +240.7% ―

ご参考：グループ各社別の業績は、18ページに掲載しています 
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(ア) 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については、受注環境が緩やか

に好転する中で、既存顧客を中心に積極的な営業展開を行い、契約終了数を上回る契約開始数の獲得をし

た結果、稼働率の改善が継続しました。 

これら稼働率の改善を主因として、派遣事業における当四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比

31億75百万円増収の277億85百万円となりました。 

また、売上高の増加に伴い、営業利益は前年同期比34億 27百万円増益の5億25百万円となり、前年

同期の赤字を脱却して黒字に転換しました。 

〔表3〕メイテックグループの技術者派遣事業の状況 

    平成22年3月期 平成23年3月期

    
第2四半期累計期間 

（6ヵ月）/会計期間末 
第2四半期累計期間 

（6ヵ月）/会計期間末

MT*1＋MF*2＋CAE*3＋MGS*4 期末技術者数 ※1、2 7,682人 7,058人

 MT*1＋MF*2 期末技術者数 ※1、2 7,302人 6,971人

   稼働率(全体)  69.3% 82.1%

   稼働率(新入社員等※3、4を除く)  74.5% 84.3%

  MT*1 期末技術者数 ※1、2 5,878人 5,746人

   期末社内派遣従事者数（外数）※2 249人 144人

    稼働率(全体)  70.2% 80.7%

    稼働率(新入社員等※3を除く) 75.0% 81.4%

  MF*2 期末技術者数 1,424人 1,225人

   稼働率(全体)  65.6% 88.3%

    稼働率(新入社員等※4を除く) 72.7% 99.1%

  CAE*3 期末技術者数 84人 87人

  MGS*4 期末技術者数 ※1 296人 －

*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 *4：㈱メイテックグローバルソリューションズ 

MT
*1
、MF

*2
の四半期稼働率(全体)推移

H20年
3月期 H21年3月期 H22年3月期

4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ

MT
*1 98.4% 94.2% 97.3% 96.7% 91.7% 71.6% 68.7% 70.4% 76.9% 78.1% 83.4%

MF
*2 97.5% 91.6% 96.2% 95.4% 88.8% 66.0% 65.1% 70.5% 78.5% 84.7% 92.0%

H23年
3月期

 

〔表3〕の注記 

※1： 平成22年4月1日付にて㈱メイテックグローバルソリューションズの技術者を㈱メイテックに統合しています 

※2： ㈱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 

※3： 入社後未配属の技術者（MGSから統合した技術者を含む）を控除しています 

※4： 入社後未配属の技術者と一時帰休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 
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(イ) エンジニアリングソリューション事業 
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における当四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比 3 億 25

百万円増収の15億44百万円、営業利益は前年同期比1億円増益の1億13百万円となりました。 

株式会社メイテックCAEは、前年同期比で増収となり営業利益も堅調に推移しております。また、アポ

ロ技研グループは、市況の回復に加えて営業強化の効果等もあり、前年同期比で増収、前年同期の赤字を

脱却し黒字化しています。 

 

 

(ウ) グローバル事業 
グローバル事業は、中国で教育事業及び人材紹介事業を行っています。 

グローバル事業における当四半期連結累計期間の売上高は、株式会社メイテックグローバルソリュー

ションズが当セグメントからエンジニアリングソリューション事業へ移動した事を主因に、前年同期比 3

億円減収の 43 百万円となりました。ただし、メイテック大連、広州、北京の清算手続等の事業拠点縮小

による効率化、並びにメイテック上海人材への営業力の集中も進めており、営業損失は前年同期比 3 億

52百万円改善の30百万円へ大幅に縮小しました。 

 

 

(エ) キャリアサポート事業 
キャリアサポート事業は、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。 

キャリアサポート事業における当四半期連結累計期間の売上高は、昨年5月の再就職支援事業の売却を

主因に、前年同期比1億31百万円減収の2億19百万円となりましたが、営業利益は52百万円の黒字を

計上しました。 

株式会社メイテックネクストは、営業拠点を縮小しつつも、売上高は前年同期比で増収、さらにはコス

ト削減策が功を奏し、営業利益は黒字に転換しました。 

 
（２）連結財政状態に関する定性的情報 
 

① 資産の状況 

当四半期連結会計期間末（平成 22 年 9 月 30 日）の連結総資産は、前連結会計年度末（平成 22 年 3 月 31

日）比で 31 億 85 百万円増加し、508 億 11 百万円となりました。これは、現金及び預金の増加に伴い流動資

産が前連結会計年度末比で37億65百万円の増加となった事等が主因です。 

なお、現金及び預金の増加は、当四半期連結累計期間の経営成績結果の反映等が主因です。 

 

② 負債の状況 

当四半期連結会計期間末の連結負債は、前連結会計年度末比で 15 億 78 百万円増加し、157 億 60 百万円と

なりました。これは、流動負債が前連結会計年度末比で10億96万円の増加となった事が主因です。 

なお、流動負債の増加は、社員還元見込額等を賞与引当金として計上した事が主因です。 

 

③ 純資産の状況 

当四半期連結会計期間末の連結純資産は、前連結会計年度末比で16億7百万円増加し、350億50百万円と

なりました。これは、当四半期連結累計期間の経営成績の結果に伴う利益剰余金の増加が主因です。 

 

㈱メイテック　（9744）　平成23年3月期第2四半期決算短信

4



 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 
 

① 業績予想 

中核事業の技術者派遣事業における足元の稼働率動向等を勘案し、平成 23 年 3 月期の通期業績予想を下記
の通り修正いたします。 
下記の業績予想には、社員還元見込額として連結で24億53百万円、当社単体で21億49百万円を織込んで
います。なお、織込んだ社員還元見込額は年間の上限額です。社員還元見込額の詳細は 19 ページに記載して
います。 
また、多数のエンジニアを常用雇用する当社グループでは雇用調整助成金の受給を申請しておりますが、稼
働率の改善状況を踏まえ、助成金収入見込額を連結で32億円から24億円に見直し、下記の業績予想に織込ん
でいます。 

〔表4〕平成23年3月期の通期連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（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) 55,000 100 3,400 1,900 

今回発表予想(Ｂ) 59,500 1,600 4,100 2,900 

 増減額(Ｂ－Ａ) +4,500 +1,500 +700 +1,000 

〔表5〕平成23年3月期の通期個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（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) 43,000 0 2,800 1,600 

今回発表予想(Ｂ) 46,500 1,000 3,300 1,900 

 増減額(Ｂ－Ａ) +3,500 +1,000 +500 +300 

〔表6〕通期業績予想の前提条件 

 ㈱メイテック ㈱メイテックフィルダーズ 

稼働率（全体） 83.2% 90.7% 

上半期実績 80.7% 88.3% 

下半期見込 85.8% 93.3% 

稼 働 時 間 8.80h/day 8.83h/day 

 

② 配当予想 

平成23年3月期の配当に関しては、平成22年5月13日に下記内容を公表しています。 

〔平成22年5月13日公表の平成22年3月期決算短信：平成23年3月期配当予想の注記【要約】〕 

平成 23 年 3 月期の配当予想は無配とさせていただきます。但し、平成 23 年 3 月期において、社員の賞
与、賃金等の減額補填等へ優先充当した後においても営業利益が確保できる場合は、当該営業利益に即し
た期末配当を検討する予定です。 

中間配当については、当初の予想通り無配としました。 
上記①業績予想に記載の通り、社員還元を考慮した後においても年間の連結営業利益は16億円を予想して
いる事から、期末配当については営業利益に即して検討して参ります。 
しかしながら、社員還元後の営業利益については未確定である事から、現段階での期末配当予想は「0円」か
ら「未定」へ修正いたします。 
なお、具体的な期末配当予想については通期業績見通しの確度に基づいて、平成23年3月下旬までにお知
らせします。 

当社といたしましては、株主のご期待に応えられるよう努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますよう
お願い申し上げます。 

〔表7〕年間配当金の実績並びに予想 

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計 

前回発表予想  0円00銭  0円00銭 0円00銭

今回発表予想 実績 0円00銭   予想  未定 未定

 

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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２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 
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概要 
① 固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分

する方法によっております。 

なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。 

 

② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測や

タックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 

③ 税金費用の計算 

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。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 
① 会計基準等の改正に伴う変更 

〔資産除去債務に関する会計基準の適用〕 

第 1 四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18 号 平成 20 年

3 月 31 日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21 号 平成 20

年3月31日)を適用しております。 

これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ 3,490 千円減少し、税金等調整前四半期純利益は

80,241 千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による投資その他の資産のその他の変

動額は76,751千円であります。 

 

〔表示方法の変更〕 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月 26 日)に基づく「財務諸

表等規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21 年 3 月 24 日 内閣府令第５号)の適用により、当第２

四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

 

② ①以外の変更 

     該当事項はありません 

（追加情報） 

賞与引当金 

社員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 

 

当社は従来、社員に対して支給する賞与の支給額が確定していたため未払費用として計上しており

ました。 

当第２四半期連結累計期間においては、社員に対して支給する賞与の支給額に未確定のもの（現在

労使合意に基づき実施している社員の賞与、賃金等の減額部分に対する社員還元見込額）が含まれる

事となったため、未確定部分を含めたその総額を賞与引当金として計上しております。 

 

㈱メイテック　（9744）　平成23年3月期第2四半期決算短信

6



 

 

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）

当第2四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 19,548,614 14,732,005

　　受取手形及び売掛金 9,389,113 9,582,444

　　仕掛品 367,597 153,363

　　その他 2,909,623 3,980,151

　　貸倒引当金 △4,720 △3,595

　　流動資産合計 32,210,228 28,444,368

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物及び構築物（純額） 7,903,129 8,100,740

　　　その他（純額） 4,083,469 3,968,508

　　　有形固定資産合計 11,986,598 12,069,249

　　無形固定資産

　　　その他 2,331,486 2,704,131

　　　無形固定資産合計 2,331,486 2,704,131

　　投資その他の資産

　　　その他 4,444,067 4,698,756

　　　貸倒引当金 △161,302 △291,276

　　　投資その他の資産合計 4,282,764 4,407,480

　　固定資産合計 18,600,849 19,180,861

　資産合計 50,811,077 47,625,229

負債の部

　流動負債

　　支払手形及び買掛金 150,579 123,667

　　未払費用 1,797,665 4,864,630

　　未払法人税等 695,559 146,958

　　賞与引当金 3,538,916 -

　　その他 1,306,174 1,257,452

　　流動負債合計 7,488,895 6,392,708

　固定負債

　　退職給付引当金 8,093,211 7,739,553

　　その他 178,269 49,710

　　固定負債合計 8,271,480 7,789,263

　負債合計 15,760,376 14,181,971
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（単位：千円）

当第2四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日)

純資産の部

　株主資本

　　資本金 16,825,881 16,825,881

　　資本剰余金 14,451,367 14,451,416

　　利益剰余金 10,331,231 8,715,540

　　自己株式 △5,891,513 △5,891,264

　　株主資本合計 35,716,967 34,101,573

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 △1,555 20,893

　　土地再評価差額金 △883,049 △883,049

　　為替換算調整勘定 △7,432 △3,706

　　評価・換算差額等合計 △892,037 △865,862

　少数株主持分 225,771 207,546

　純資産合計 35,050,701 33,443,257

負債純資産合計 50,811,077 47,625,229

 

㈱メイテック　（9744）　平成23年3月期第2四半期決算短信

8



 

 

 

（２）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21年４月１日
  至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
  至 平成22年９月30日)

売上高 26,203,450 29,357,173

売上原価 23,478,523 23,628,435

売上総利益 2,724,926 5,728,738

販売費及び一般管理費 5,973,381 5,065,899

営業利益又は営業損失（△） △3,248,454 662,838

営業外収益

　受取利息 6,307 5,196

　受取配当金 2,801 2,563

　賃貸収入 6,127 5,246

　助成金収入 2,407,548 1,401,607

　その他 33,850 52,987

　営業外収益合計 2,456,635 1,467,602

営業外費用

　支払利息 3 -

　コミットメントフィー 10,450 10,450

　為替差損 24,295 17,095

　貸倒引当金繰入額 - 9,620

　その他 24,074 5,758

　営業外費用合計 58,824 42,925

経常利益又は経常損失（△） △850,644 2,087,515

特別利益

　投資有価証券売却益 - 158,121

　貸倒引当金戻入額 26,580 139,342

　その他 - 457

　特別利益合計 26,580 297,921

特別損失

　固定資産売却損 2 -

　固定資産除却損 23,258 6,307

　賃貸借契約解約損 2,260 140

　資産除去債務会計基準の適用に伴う
　影響額

- 76,751

　その他 936 -

　特別損失合計 26,457 83,199

税金等調整前四半期純利益又は税金等
調整前四半期純損失（△）

△850,521 2,302,238

法人税等 383,511 666,907

少数株主損益調整前四半期純利益 - 1,635,330

少数株主利益又は少数株主損失（△） △19,203 19,638

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,214,829 1,615,691
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（３）継続企業の前提に関する注記 
該当事項はありません。 

 
（４）セグメント情報 
【事業の種類別セグメント情報】 
前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

 
派遣事業 
（千円） 

エンジニア
リングソリ
ューション
事業 
（千円）

グローバル
事業 
（千円）

キャリア
サポート
事業 
（千円）

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高    

  (1) 外部顧客に対する 
      売上高 

11,975,278 563,659 124,242 77,533 12,740,713 ― 12,740,713

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高 

19,993 108,848 35,502 ― 164,345 (164,345) ― 

計 11,995,272 672,507 159,745 77,533 12,905,058 (164,345) 12,740,713

営業利益又は営業損失(△) △1,463,729 14,798 △203,607 △13,403 △1,665,941 4,480 △1,661,461

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 
派遣事業 
（千円） 

エンジニア
リングソリ
ューション
事業 
（千円）

グローバル
事業 
（千円）

キャリア
サポート
事業 
（千円）

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高    

  (1) 外部顧客に対する 
      売上高 

24,565,160 1,008,184 279,666 350,439 26,203,450 ― 26,203,450

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高 

44,983 211,076 64,278 254 320,592 (320,592) ― 

計 24,610,143 1,219,260 343,945 350,693 26,524,043 (320,592) 26,203,450

営業利益又は営業損失(△) △2,902,805 12,912 △382,869 15,367 △3,257,396 8,941 △3,248,454

(注) １  事業区分の方法 

事業はその内容と市場の類似性を考慮して区分しております。 

当社グループでは、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、キャリア

サポート事業の４つの事業に分類しております。 

２ 各区分の主な事業内容 

①派遣事業・・・ 技術者派遣事業を中心としたフルライン型派遣事業 

②エンジニアリングソリューション事業・・・ 

 解析、プリント基板設計、金型試作等のサービスコンテンツ事業 

③グローバル事業・・・ 海外エンジニアの育成事業、人材供給事業 

④キャリアサポート事業・・・ 職業紹介事業 

 
【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)及び前第２四半期連結累計期

間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が 90％を超えているため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

 
【海外売上高】 

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)及び前第２四半期連結累計期

間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日) 

海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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【セグメント情報】 

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、当社グループの中核事業である技術者派遣事業を中心として、その内容と市場の類似性を考慮し

て派遣事業、エンジニアリングソリューション事業、グローバル事業、キャリアサポート事業の４つを報告

セグメントとしております。 

 派遣事業については、技術者派遣事業を中心としたフルライン型派遣事業を行っております。 

 エンジニアリングソリューション事業については、当社グループの主要顧客である製造業から附帯する事

業(解析、プリント基板設計、金型試作等)を中心とした、サービスコンテンツ事業を行っております。 

 グローバル事業については、主に海外のエンジニアを対象とした人材育成事業と、当社グループの主要顧

客である日本の製造業(海外拠点)への人材供給事業を行っております。 

 キャリアサポート事業については、職業紹介事業等の人材のキャリアを支援する事業を行っております。 

 

２  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 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

     (単位：千円)

報告セグメント 

 
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 

キャリア 
サポート事業 

合計 

売上高  

  外部顧客への売上高 27,760,242 1,334,718 43,293 218,919 29,357,173

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 24,960 210,013 ― 543 235,517

計 27,785,202 1,544,732 43,293 219,462 29,592,690

セグメント利益又は損失
（△） 

525,100 113,010 △30,364 52,356 660,102

 
当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

     (単位：千円)

報告セグメント 

 
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 

キャリア 
サポート事業 

合計 

売上高  

  外部顧客への売上高 14,367,882 707,948 24,252 116,297 15,216,382

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 12,482 140,869 ― 543 153,894

計 14,380,365 848,817 24,252 116,840 15,370,277

セグメント利益又は損失
（△） 

430,797 57,847 △14,579 24,101 498,168

 

㈱メイテック　（9744）　平成23年3月期第2四半期決算短信

11



 

 

３  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) 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 
 (単位：千円) 

利益 金額 

報告セグメント計 660,102

セグメント間取引消去 2,736

四半期連結損益計算書の営業利益 662,838

 
当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

 (単位：千円) 

利益 金額 

報告セグメント計 498,168

セグメント間取引消去 1,368

四半期連結損益計算書の営業利益 499,536

 
(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平

成 21 年３月 27 日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第20号 平成20年３月21日)を適用しております。 

 
 
（５）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。 
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４．参考資料 
（１）（前年度末比較）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円、％）

期 別 前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

（平成22年３月31日）

金　　　　額 金　　　　額 金　　額　 増　減　率

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,548,614 14,732,005 4,816,609 32.7 

受取手形及び売掛金 9,389,113 9,582,444 △ 193,330 △ 2.0 

仕掛品 367,597 153,363 214,234 139.7 

その他 2,909,623 3,980,151 △ 1,070,528 △ 26.9 

貸倒引当金 △ 4,720 △ 3,595 △ 1,124 31.3 

流動資産合計 32,210,228 28,444,368 3,765,859 13.2 

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,903,129 8,100,740 △ 197,611 △ 2.4 

その他（純額） 4,083,469 3,968,508 114,960 2.9 

有形固定資産合計 11,986,598 12,069,249 △ 82,650 △ 0.7 

無形固定資産合計 2,331,486 2,704,131 △ 372,645 △ 13.8 

投資その他の資産合計 4,282,764 4,407,480 △ 124,715 △ 2.8 

固定資産合計 18,600,849 19,180,861 △ 580,011 △ 3.0 

資産合計 50,811,077 47,625,229 3,185,848 6.7 

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 150,579 123,667 26,912 21.8 

未払費用 1,797,665 4,864,630 △ 3,066,964 △ 63.0 

未払法人税等 695,559 146,958 548,600 373.3 

引当金 3,538,916 - 3,538,916 - 

その他 1,306,174 1,257,452 48,722 3.9 

流動負債合計 7,488,895 6,392,708 1,096,187 17.1 

固定負債

退職給付引当金 8,093,211 7,739,553 353,658 4.6 

その他 178,269 49,710 128,558 258.6 

固定負債合計 8,271,480 7,789,263 482,217 6.2 

負債合計 15,760,376 14,181,971 1,578,404 11.1 

純資産の部

株主資本

資本金 16,825,881 16,825,881 - - 

資本剰余金 14,451,367 14,451,416 △ 48 △ 0.0 

利益剰余金 10,331,231 8,715,540 1,615,691 18.5 

自己株式 △ 5,891,513 △ 5,891,264 △ 248 0.0 

株主資本合計 35,716,967 34,101,573 1,615,393 4.7 

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △ 1,555 20,893 △ 22,449 △ 107.4 

土地再評価差額金 △ 883,049 △ 883,049 - - 

為替換算調整勘定 △ 7,432 △ 3,706 △ 3,726 100.5 

評価・換算差額等合計 △ 892,037 △ 865,862 △ 26,175 3.0 

少数株主持分 225,771 207,546 18,225 8.8 

純資産合計 35,050,701 33,443,257 1,607,443 4.8 

負債純資産合計 50,811,077 47,625,229 3,185,848 6.7 

科 目

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

増減
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（２）（前年同期比較）四半期連結損益計算書 

（単位：千円、％）

期 別 前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

　　 （自 平成21年４月１日 　　 （自 平成22年４月１日

　　   至  平成21年９月30日） 　　   至  平成22年９月30日）

金　　　　額 金　　　　額 金　　額　 増　減　率

売上高 26,203,450 29,357,173 3,153,722 12.0 

売上原価 23,478,523 23,628,435 149,911 0.6 

売上総利益 2,724,926 5,728,738 3,003,811 110.2 

販売費及び一般管理費 5,973,381 5,065,899 △ 907,481 △ 15.2 

営業利益又は営業損失（△） △ 3,248,454 662,838 3,911,293 －

営業外収益 2,456,635 1,467,602 △ 989,032 △ 40.3 

うち助成金収入 2,407,548 1,401,607 △ 1,005,941 △ 41.8 

営業外費用 58,824 42,925 △ 15,899 △ 27.0 

経常利益又は経常損失（△） △ 850,644 2,087,515 2,938,159 －

△ 850,521 2,302,238 3,152,759 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △ 1,214,829 1,615,691 2,830,521 －

増減

科 目

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失 （△ ）
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  ① 四半期個別財務諸表は法定開示におけるレビューの対象ではありません。 

  ② 「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

 

（３）（要約）四半期個別貸借対照表 

（単位：千円）

資産の部

流動資産

現金及び預金 18,596,763 13,881,749 

受取手形及び売掛金 7,492,638 7,664,339 

仕掛品 251,562 47,812 

その他 3,572,296 4,506,553 

貸倒引当金 △ 2,358 △ 1,642 

流動資産合計 29,910,901 26,098,810 

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,889,222 8,088,211 

その他(純額） 4,052,909 3,933,748 

有形固定資産合計 11,942,131 12,021,959 

2,135,939 2,483,102 

投資その他の資産

その他 9,140,198 9,432,414 

貸倒引当金 △ 13,646 △ 14,835 

投資その他の資産合計 9,126,551 9,417,578 

固定資産合計 23,204,622 23,922,640 

資産合計 53,115,524 50,021,451 

当第２四半期会計期間末
（平成22年９月30日）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表
（平成22年３月31日）

無形固定資産
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（単位：千円）

負債の部

流動負債

未払費用 1,340,225 3,837,240 

未払法人税等 622,837 67,470 

関係会社預り金 4,910,879 4,098,204 

引当金 2,931,264 - 

その他 1,103,475 1,169,233 

流動負債合計 10,908,682 9,172,148 

固定負債

退職給付引当金 8,056,368 7,706,535 

その他 175,805 46,468 

固定負債合計 8,232,174 7,753,004 

負債合計 19,140,857 16,925,152 

純資産の部

株主資本

資本金 16,825,881 16,825,881 

資本剰余金 14,451,367 14,451,416 

利益剰余金 9,471,429 8,570,542 

自己株式 △ 5,891,513 △ 5,891,264 

株主資本合計 34,857,165 33,956,576 

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 551 22,771 

土地再評価差額金 △ 883,049 △ 883,049 

評価・換算差額等合計 △ 882,498 △ 860,277 

純資産合計 33,974,667 33,096,298 

負債純資産合計 53,115,524 50,021,451 

当第２四半期会計期間末
（平成22年９月30日）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表
（平成22年３月31日）
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（４）（要約）四半期個別損益計算書 
   【第2四半期累計期間】 

 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

　　 　（自 平成21年４月１日 　　 　（自 平成22年４月１日

　　 　  至  平成21年９月30日） 　　 　  至  平成22年９月30日）

売上高 20,097,930 22,698,848 

売上原価 18,015,676 18,629,531 

売上総利益 2,082,254 4,069,316 

販売費及び一般管理費 4,013,952 3,829,879 

営業利益又は営業損失（△） △ 1,931,698 239,436 

営業外収益

受取利息 7,658 5,858 

受取配当金 301,616 44,600 

賃貸収入 16,199 13,047 

助成金収入 1,732,951 1,251,528 

その他 11,795 35,723 

営業外収益合計 2,070,220 1,350,757 

営業外費用

支払利息 2,012 1,259 

コミットメントフィー 10,450 10,450 

その他 16,379 4,554 

営業外費用合計 28,842 16,264 

経常利益 109,679 1,573,929 

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,262 1,188 

特別利益合計 1,262 1,188 

特別損失

固定資産除却損 12,776 4,868 

- 64,956 

子会社整理損 - 3,814 

賃貸借契約解約損 2,260 - 

特別損失合計 15,036 73,640 

税金等調整前四半期純利益 95,905 1,501,477 

法人税等 64,355 600,590 

四半期純利益 31,550 900,886 

資産除去債務会計基準の適
用に伴う影響額
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（５）主要経営指標 
平成22年3月期 平成23年3月期

第2四半期累計期間 第2四半期累計期間 前年同期比

8.40h/day 8.81h/day ＋0.41h/day

8.48h/day 8.86h/day ＋0.38h/day

（稼働時間）

　メイテック

　メイテックフィルダーズ
 

 

 

（６）グループ各社単体の実績（平成23年3月期 第2四半期連結累計期間） 

（単位：百万円） 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比

メイテック 22,698 ＋2,600 239 ＋2,171 1,573 ＋1,464 900 ＋869

メイテックフィルダーズ 3,942 ＋540 254 ＋1,214 389 ＋896 373 ＋1,158

メイテックキャスト 1,241 ＋70 26 ＋40 28 ＋40 15 ＋23

メイテックCAE 581 ＋64 87 △4 91 △0 54 ＋5

アポロ技研グループ 916 ＋236 37 ＋110 54 ＋84 27 ＋39

メイテックグローバル
ソリューションズ　*1 48 △256 △12 ＋274 △10 ＋95 △11 ＋96

メイテック上海 12 △6 △2 ＋1 △11 △9 △11 △9

メイテック広州 1 ＋0 △2 ＋10 △2 ＋10 △2 ＋10

メイテック西安 5 ＋2 △5 ＋8 △5 ＋8 △5 ＋8

メイテック成都 3 ＋0 △12 ＋6 △12 ＋6 △12 ＋6

メイテック上海人才 19 ＋12 △2 ＋6 △2 ＋6 △2 ＋6

メイテックネクスト 215 ＋42 53 ＋60 55 ＋61 54 ＋61

all engineer.jp 5 △1 △0 ＋1 △0 ＋1 △0 ＋1

*1：平成22年4月1日付けで、中国人エンジニアの派遣事業を当社へ会社分割により承継したことに伴い、今期よりグローバル事業から

　　エンジニアリングソリューション事業へ事業セグメントを変更しています

派
遣
事
業

キ

ャ
リ
ア

サ
ポ
ー
ト

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

 

（７）契約実績推移（メイテック単体） 

0

100

200

300

H21/4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 H22/1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

契約開始 契約終了

　　1,042件（件）

 

※有事の事業環境下における重要情報の一環として記載しています 
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（８）社員還元見込額の追加説明 

〔平成22年5月13日公表の平成22年3月期決算短信：平成23年3月期業績予想の注記【抜粋】〕 

平成22年2月23日に公表した「経営合理化の取り組みに関するお知らせ」の通り、平成23年3月期に

おけるメイテックグループの経営方針は、「自立的な企業存続を達成する」といたしました。その経営方針

に基づき、メイテックグループの各社が、それぞれの状況に合わせた施策の実施等を前提として、「通期営

業黒字の達成（連結・単体・各社）」を平成23年3月期の経営目標といたしました。これら経営目標等を達

成するために、下記表の経営合理化施策を労使合意に基づき実施いたします。 

（単位：百万円） 費用削減効果見込額（年間） 

 連結 単体 

役員報酬の減額・返上、監査役報酬の自主返上 40 40 

執行役員・管理職（非組合員）賃金の減額 190 160 

一般社員（組合員）の手当・賞与等の減額 2,650 1,650 

合計 2,880 1,850 

なお、現時点の想定を超えて業績が伸長し、公表予想を上回る売上高が確保される場合においても、営業

利益が公表予想と同水準に着地する可能性があります。具体的には労使協議等を要する予定ですが、公表予

想を上回る売上高に伴い発現が見込まれる営業利益の上ブレ部分は、上記表に記載の社員の賞与、賃金等の

減額補填等へ優先して充当する予定です。 

 

 

〔社員還元見込上限額並びに当四半期連結累計期間の社員還元見込額〕 

○ 上記の費用削減効果見込額の内、社員への還元見込額を以下のように算定しました。 

（単位：百万円） 連結 単体 

社員還元見込上限額 （通期） ※1 2,453 ※1,2 2,149 

 役員報酬の減額・返上、監査役報酬の自主返上 ― ― 

 執行役員・管理職（非組合員）賃金の減額 ※1205 ※1154 

  うち執行役員賃金の減額 ― ― 

 一般社員（組合員）の手当・賞与等の減額 ※12,247 ※1,21,995 

社員還元見込額（当四半期連結累計期間） 1,225 1,073 

 売上原価 1,094 964 

 販管費 130 109 

※1  還元対象者の見直し等を行った為、社員還元見込上限額（通期）を修正しています 

（修正前の社員還元見込上限額（通期）連結2,390百万円、単体2,134百万円） 

※2  当社単体の「一般社員（組合員）の手当・賞与等の減額」の社員還元見込額は、子会社からの業

務委託料の減少影響を除いて設定 

 

注） 社員還元見込額は、上限額までの引当金繰入を確約するものではありません。業績次第では、引当金

繰入額が上限に満たない場合があります。一方、上限まで引当金を繰入れた場合は、営業利益を計上

します。 

 

○ なお、社員還元見込額については、今後の労使協議を経て、当期末までの実支給を予定しております。 

 

以 上 
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