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株式会社メイテックは、創業40周年を迎えました。

　当社は、2014年7月17日、おかげさまで創業40周年を
迎えました。これもひとえに株主の皆様をはじめ、関係各位
のご支援の賜物と、心より感謝申し上げます。
　40年という長い歴史の中で、当社のエンジニア派遣事業は、
「エンジニアという職業を軸にし、企業の枠をこえてキャリア
アップする新しい働き方」を確立してまいりました。そして、一生
涯エンジニアとして定年到達を迎える「生涯プロエンジニア®」
と呼ばれる社員を輩出できる企業にまで成長してこれたこと
は、社会的にもとても価値のあることだと捉えております。

　40周年の節目を機に、過去へ
感謝しながら、エンジニア派遣
業界のリーディングカンパニーと
して、さらなる「挑戦と創造」を
追求し、持続的な成長を続ける
ことのできる企業を目指してまい
ります。
　当社を支えてくださる皆様方
にとりまして、これからもメイ
テックが「光り輝き続ける企業」
だと感じていただけますよう、全
社員一丸となって企業価値の向
上に取り組んでまいりますので、
引き続き、ご支援、ご愛顧を賜り
ますよう、何卒宜しくお願い申し
上げます。

	 2014年11月

株主の皆様へ

代表取締役社長
メイテックグループCEO



連結の経営成績
　当第2四半期連結累計期間（6ヶ月間：2014年4月1日～
2014年9月30日）におけるわが国経済は、新興国の経済成長
鈍化、消費税率引き上げの影響等、先行きは継続して不透明な
状況で推移していますが、経済対策、金融政策等の効果から、企
業収益の改善などがみられ、景気は緩やかな回復傾向にありま
した。
　かかる状況下、当社の主要顧客である大手製造業各社では、
景況に左右されることなく次代を見据えた技術開発投資を持続
されていることから、堅調な受注環境の下、稼働人員数は順調
に増加しました。これは、4月1日に新卒入社したエンジニア社
員（メイテック：378名、メイテックフィルダーズ：173名、計
551名）の客先業務への配属が、計画通りに進められたことが
主な要因です。
　その結果、連結売上高は前年同期比35億45百万円(9.9％ )
増収の393億0百万円となりました。連結売上原価はエンジニ
ア社員増員による労務費の増加等を主因に前年同期比27億58
百万円(10.4％ )増加の293億66百万円、連結販売費及び一
般管理費は前年同期比2億97百万円(4.8％ )減少の59億41
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10
億84百万円(37.3％ )増益の39億92百万円、連結経常利益は
前年同期比10億80百万円(36.9％ )増益の40億12百万円と
なりました。
　また、エンジニア社員への教育・研修の質・量に問題は生じ
ないと判断し、老朽化した大型研修施設等の維持費用の負担軽
減と将来の費用増加リスクを削減するため、当該施設の利用停
止を決定し約35億円の特別損失を計上しました。
　以上のことから、連結四半期純利益は前年同期比15億11
百万円(88.6％ )減益の1億94百万円となりました。

事業セグメント別の経営成績
［派遣事業］
　連結売上高の9割超を占める派遣事業、特に中核事業のエン
ジニア派遣事業においては、稼働人員数の増加を主因に、売上
高は前年同期比33億8百万円(9.7％ )増収の375億46百万円、

営業利益は前年同期比9億99百万円(35.8％ )増益の37億88
百万円となりました。
　当社単体の稼働率（全体）は、今年4月に入社した378名の新
卒エンジニア社員の客先業務への配属が順調に進んだほか、既
存のエンジニア社員においても客先業務への配属が順調であっ
たことから、93.9％ (前年同期92.8％ )と、高い水準で推移し
ました。
　なお、稼働時間については8.90h/day（前年同期8.89h/day）
と安定して推移しました。

［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1億44百万円(29.7％ )増
収の6億32百万円、営業利益は前年同期比52百万円(52.7％ )
増益の1億52百万円となりました。
　株式会社メイテックネクストは、紹介決定数が引き続き増加
し、増収増益となりました。

［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の売上高は、前年同期比
1億59百万円(13.3％ )増収の13億59百万円、営業利益は、
前年同期比31百万円(194.8％ )増益の47百万円となりました。
　株式会社メイテックCAEは受注案件の回復等により増収増益
となりました。アポロ技研グループは増収ですが、営業損失が続
いています。これは中国子会社の清算開始に伴う損失であり、ア
ポロ技研単体は前年同期の赤字から営業黒字に転じました。
　なお、当社はCAE技術を通じてグループのエンジニア派遣事
業の付加価値を高めることを目的として、株式会社メイテック
CAEを、2014年10月1日付で吸収合併しました。

決算のポイント



四半期連結貸借対照表 （単位：百万円） 四半期連結損益計算書 （単位：百万円）

）（

詳細な財務情報をご希望の方は、当社ホームページ「IR資料室」掲載の決算短信をご覧ください。　http://www.meitec.co.jp/ir/document.html

過去3期の第2四半期累計期間経営成績の推移
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科　目

当第2四半期	
連結会計期間

（2014年9月30日）

前連結会計年度	

（2014年3月31日）

資産の部
流動資産 46,427 44,998
　現金及び預金 30,719 30,104
　受取手形及び売掛金 11,680 11,297
　仕掛品 505 243
　その他 3,529 3,360	
　貸倒引当金 △6 △6
固定資産 12,393 16,447
　有形固定資産 7,333 10,555
　無形固定資産 652 672
　投資その他の資産 4,407 5,218
資産合計 58,821 61,445

負債の部
流動負債 11,351 12,589
　買掛金 93 97
　未払法人税等 374 2,679
　役員賞与引当金 10 85
　賞与引当金 5,174 5,314
　その他 5,699 4,412
固定負債 10,857 12,667
　退職給付引当金 10,836 12,619
　その他 20 47
負債合計 22,209 25,257

純資産の部
株主資本 38,401 38,299
　資本金 16,825 16,825
　資本剰余金 8,054 8,054
　利益剰余金 18,367 18,264
　自己株式 △4,845 △4,844
その他の包括利益累計額合計 △1,833 △2,157
少数株主持分 44 46
純資産合計 36,612 36,188
負債純資産合計 58,821 61,445

四半期連結財務諸表（要旨）

科　目

当第2四半期	
連結累計期間
自	2014年4月		1日	
至	2014年9月30日

前第2四半期	
連結累計期間
自	2013年4月		1日	
至	2013年9月30日	

売上高 39,300 35,754	
　売上原価 29,366 26,607	
売上総利益 9,934 9,146	
　販売費及び一般管理費 5,941 6,239	
営業利益 3,992 2,907	
　営業外収益 24 33	
　営業外費用 3 9	
経常利益 4,012 2,931	
　特別利益 7 —
　特別損失 3,464 18	
税金等調整前四半期純利益 555 2,913	
　法人税等 362 1,209	
　少数株主損失（△） △1 △2
四半期純利益 194 1,706	

）（ ）（



証券コード	 9744
上場市場	 東京証券取引所　市場第一部
1単元の株式数	 100株
発行可能株式総数	 142,854,400株
発行済株式数	 32,500,000株
株主数	 6,391名
事業年度	 4月１日～翌年3月31日
期末配当金受領株主確定日	 3月31日
中間配当金受領株主確定日	 9月30日
定時株主総会	 毎年6月
株主名簿管理人／	
特別口座の口座管理機関	 三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先	 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
	 	 〒137–8081
	 	 東京都江東区東砂7丁目10番11号
	 	 TEL　0120-232-711（通話料無料）
上場証券取引所	 東京証券取引所
公告の方法	 電子公告による公告掲載
	 	 	http://www.meitec.co.jp/ir/stock_

information/financial_statement.html
	 	 	（ただし、電子公告によることができない事故、その

他やむを得ない事由が生じた時には、日本経済新
聞に公告いたします。）

株式情報（2014年9月30日現在）

会社名	 株式会社メイテック
設立年月	 1974年7月
本社所在地	 東京本社
	 		 〒107–0052
	 		 東京都港区赤坂8丁目5番26号
	 		 赤坂DSビル
	 		 TEL		03-5413-2600
	 		 名古屋本店
	 		 〒451–0075	
	 		 愛知県名古屋市西区康生通2丁目20番地1
資本金	 168億25百万円（2014年9月30日現在）
従業員数	 8,270名（連結）（2014年3月31日現在）
格付け	 	格付投資情報センター（R&I）　A−	

（2014年9月30日現在）

会社概要通期連結業績予想及び配当予想

通期連結業績予想
　堅調な受注環境の持続を前提に、エンジニア派遣事業におけ
る主要指標を足元の動向も踏まえて修正し、2014年5月8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。なお、当期
純利益予想は期初予想から15億円の下方修正となりますが、上
半期(第2四半期累計)実績が期初予想比で約18億円の下振れ
に対して、下半期(第3＋第4四半期)予想は期初予想比で約3億
円の上振れ見込みです。

通期連結業績予想	(2014年4月1日～2015年3月31日）
売上高 80,400百万円
営業利益 8,500百万円
経常利益 8,600百万円
当期純利益 3,400百万円
1株当たり当期純利益 111.27円

配当予想
　通期業績予想を修正しましたが、期末配当の予想は修正しま
せん。詳細は下記の補足説明をご覧ください。
　なお、利益配分に関する基本方針につきましては、2014年5月
8日公表の2014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ください。

年間配当金の実績並びに予想

（基準日）
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

2014年
3月期 31円50銭 40円50銭 72円00銭

2015年
3月期 44円00銭 予想

57円00銭
予想

101円00銭

自己株式の取得予定
　通期の連結当期純利益予想を期初予想比15億円下方修正したこ
とから、総還元性向を勘案し、自己株式取得予定額を2014年5月
8日に公表した24億円から9億円(△15億円)へ修正いたします。
※		当期の利益配分は期初に公表した通り、基本方針に則した総還元性向100％以内の
「普通配当と自己株式取得」に加えて、「創業40周年記念配当」を実施する予定です。	
連結当期純利益予想を下方に修正した影響は、自己株式取得額のみを修正し、配当予想
は修正しません。

	 	総還元性向100％＝(普通配当25億円弱＋自己株式取得額9億円)÷(連結当期純利益
予想34億円)　	→記念配当を含む配当総額見込は約31億円です。

http://www.meitec.co.jp/ir/index.html
IRホームページ


