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株主の皆さまへ

代表取締役社長
メイテックグループCEO

一社でも多くのお客さまに、一人でも多くのエンジニアに、	
メイテックグループを活用いただき、感動や喜びを実感できる	
「機会と場」の拡大を目指します。

　株主の皆さまには、平素より格別のご支援、ご高配を賜り、
厚くお礼申し上げます。
　さて、第44期第2四半期（2016年4月1日～ 2016年	
9月30日）が終了いたしましたので、ここに事業の状況をご
報告させていただきます。
　なお、中間配当金につきましては、1株につき68円とさせ
ていただきました。
　株主の皆さまにおかれまし	
ては、従来にも増してご理解、
ご支援を賜りますようお願い申
し上げます。

2016年11月

メイテックグループの「目指すべき姿」

私たちメイテックグループは、	
全社員がつながり合い、エンジニア価値を起点として、	

5つの価値を持続的に向上させます。



連結の経営成績
　当第2四半期連結累計期間（6ヶ月間：2016年4月1日～
2016年9月30日）におけるわが国経済は、経済財政政策など
の効果により、景気は緩やかな回復基調が続いていますが、新興
国や資源国の経済問題などによる海外経済の不確実性から、先
行きは依然として不透明な状況にあります。
　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：338名、メイテックフィルダーズ：182名、計520
名）の客先業務への配属が、順調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19億67百万円（4.7%）
増収の441億11百万円となりました。連結売上原価は、エンジ
ニア社員数の増員による労務費の増加等を主因に前年同期比15
億39百万円（4.9%）増加の328億61百万円、連結販売費及び
一般管理費は、前年同期比1億1百万円（1.7%）増加の61億78
百万円となりました。連結営業利益は、前年同期比3億26百万円
（6.9%）増益の50億71百万円、連結経常利益は、前年同期比3
億51百万円（7.4%）増益の50億74百万円となりました。
　また、前第2四半期連結累計期間で研修施設等の売却により、
約10億円の特別利益を計上したため、親会社株主に帰属する四
半期純利益は、前年同期比3億32百万円（8.7%）減益の34億
66百万円となりました。

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18億43百万円（4.5%）増収の425億40
百万円、営業利益は前年同期比2億67百万円（5.9%）増益の
47億85百万円となりました。
　当社単体の稼働率（全体）は、95.3%（前年同期96.0%）と
なり、前年同期比で若干減少しましたが、この主因は、今年4月
に入社した338名の新卒エンジニア社員の配属業務を厳選して
いること、また、エンジニア社員のキャリアアップを狙い、戦略
的にお客さまや業務をローテーションさせているためです。	
なお、受注環境は堅調でしたが、稼働時間は、一部顧客における
時間外労働の減少等を要因として、8.74h/day（前年同期
8.77h/day）と低下しました。

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1億26百万円（17.6%）増
収の8億46百万円、営業利益は前年同期比81百万円（37.5%）
増益の2億99百万円となりました。
　メイテックネクストは紹介決定数の増加により、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、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
25百万円（3.0%）減収の8億21百万円、営業損失は13百万円
（前年同期は営業利益10百万円）となりました。

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、当社ウェブサイト「IR資料室」掲載の決算短信をご覧下さい。　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

（2016年9月30日）

前連結会計年度	

（2016年3月31日）

資産の部
流動資産 52,568 53,104
　現金及び預金 34,954 35,413
　受取手形及び売掛金 12,695 13,823
　仕掛品 468 253
　その他 4,451 3,614
　貸倒引当金 △0 △0
固定資産 11,183 11,363
　有形固定資産 5,632 5,721
　無形固定資産 737 744
　投資その他の資産 4,813 4,897
資産合計 63,752 64,468

負債の部
流動負債 12,923 13,650
　買掛金 111 236
　未払法人税等 1,790 1,262
　役員賞与引当金 88 168
　賞与引当金 6,042 6,446
　その他 4,891 5,536
固定負債 13,555 13,212
　退職給付引当金 13,540 13,195
　その他 14 16
負債合計 26,478 26,862

純資産の部
株主資本 39,570 39,973
　資本金 5,000 16,825
　資本剰余金 16,327 4,491
　利益剰余金 25,733 24,645
　自己株式 △7,490 △5,989
その他の包括利益累計額合計 △2,296 △2,429
非支配株主持分 — 61
純資産合計 37,273 37,605
負債純資産合計 63,752 64,468

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	2016年4月		1日	
至	2016年9月30日

前第2四半期	
連結累計期間
自	2015年4月		1日	
至	2015年9月30日	

売上高 44,111 42,143
　売上原価 32,861 31,321
売上総利益 11,249 10,821
　販売費及び一般管理費 6,178 6,077
営業利益 5,071 4,744
　営業外収益 11 14
　営業外費用 7 35
経常利益 5,074 4,723
　特別利益 2 1,084
　特別損失 3 30
税金等調整前四半期純利益 5,073 5,777
　法人税等 1,609 1,977
四半期純利益 3,464 3,799
　	非支配株主に帰属する四半期	
純利益又は非支配株主に	
帰属する四半期純損失（△） △2 1

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,466 3,798

）（ ）（



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	 31,300,000株
株主数	 6,018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（2016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	 50億円（2016年9月30日現在）
従業員数	 9,105名（連結）（2016年3月31日現在）
格付け	 	格付投資情報センター（R&I）　A−	

（2016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 （2016年4月1日～ 2017年3月31日）
　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、2016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。

売上高 90,800百万円
営業利益 10,700百万円
経常利益 10,700百万円
親会社株主に帰属する当期純利益 7,600百万円
1株当たり当期純利益 262.58円

配当予想
　当第2四半期累計期間の親会社株主に帰属する四半期純利益
が期初公表予想を上回ったことに伴い中間配当を68円に修正
（期初公表予想比+16円50銭）したことに加えて、下半期の純
利益が期初公表予想を上回る見込みのため、利益配分の基本	
方針（配当性向50%以上）に即して期末配当予想を見直し、1株
当たり71円50銭（期初公表予想比+3円）へ修正します。
　なお、利益配分に関する基本方針につきましては、2016年5
月10日公表の2016年3月期決算短信並びに当社ウェブサイト
に掲載しているIR説明会資料などをご参照下さい。

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

2016年
3月期 63円00銭 81円00銭 144円00銭

2017年
3月期 68円00銭 予想

71円50銭
予想

139円50銭

自己株式の取得予定
　親会社株主に帰属する下半期の純利益予想の上方修正（期初
公表予想比+1.3億円）を踏まえ、利益配分の基本方針（総還元
性向100%以内）に即して21億円を上限に取得いたします。
※		総還元性向100%	＝（期末配当金総額見込約21億円＋下半期の自己株式取得予定額

約21億円）÷（親会社株主に帰属する下半期の純利益予想約41億円）
http://www.meitec.co.jp/ir
詳細は以下のURLをご参照下さい。


