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平成 18 年 ５ 月期   中間決算短信（連結） 平成18年１月13日 
会 社 名 キャリアバンク株式会社               上場取引所 札幌証券取引所 

コ ー ド 番 号 4834                        本社所在都道府県  北海道 

（ＵＲＬ http://www.career-bank.co.jp） 

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 佐藤 良雄 

問合せ先責任者 役職名 取締役管理部長 氏名 美濃 孝二       ＴＥＬ（011）251－3373 

決算取締役会開催日   平成18年１月13日 

米国会計基準採用の有無 無 

 

１．平成17年11月中間期の連結業績（平成17年６月１日～平成17年11月30日） 

(1) 連結経営成績                （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年11月中間期 2,032 (21.0) 34 (△63.1) 29 (△69.1)

16年11月中間期 1,679 (39.4) 93 (300.3) 94 (333.4)

17年５月期 3,616 (38.9) 155 (132.2) 154 (134.4)
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当 

たり中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

17年11月中間期 18 (△64.2) 3,987 37 3,819 64

16年11月中間期 51 (350.3) 11,185 63 10,823 29

17年５月期 67 (100.7) 14,166 77 13,621 90

（注）①持分法投資損益 17年11月中間期 －百万円 16年11月中間期 －百万円  17年５月期 －百万円

②期中平均株式数(連結) 17年11月中間期  4,623株 16年11月中間期  4,600株  17年５月期  4,600株

③会計処理の方法の変更  無  

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間増減率 
 
(2) 連結財政状態                 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

17年11月中間期 1,282 435 33.9 92,751 48 

16年11月中間期 1,116 394 35.3 80,763 24 

17年５月期 1,140 412   36.2 89,129 25 

（注）期末発行済株式数(連結) 17年11月中間期 4,690株 16年11月中間期 4,600株 17年５月期  4,600株
 
(3) 連結キャッシュ･フローの状況         （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期 末 残 高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

17年11月中間期 △141 △63 157 413 

16年11月中間期 △159 △55 149 278 

17年５月期 104 △104 118 461 
 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数   ２社   持分法適用非連結子会社数   －社   持分法適用関連会社数   －社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   －社   (除外)   －社    持分法 (新規)   －社   (除外)   －社 
 
２．平成18年５月期の連結業績予想（平成17年６月１日～平成18年５月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通  期 4,259 144 75 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）16,392円83銭 

※ 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本

資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果と

なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきまして

は、添付資料の10ページを参照してください。 
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（添付資料） 
１．企業集団の事業内容 
１．事業内容  

当社グループは、当社（キャリアバンク株式会社）及び子会社２社（連結子会社である株式会社エコミック及

び株式会社セールスアウトソーシング）により構成されており、一般労働者派遣及び有料職業紹介を主たる業務

としております。当社グループは、人材関連ビジネスを幅広く手懸け、企業に対し効果的な人材活用と業績・利

益に直結する人材の新たな活用方法を総合的に提案する一方、人材に対しては雇用形態の変化と自己のキャリア

を生かすことができる転職・就職に必要な雇用情報を提供しております。さらにスキルアップに必要な情報の提

供及びアドバイスを積極的に行い、変化する雇用形態に対応できる就職意識を高揚させることで、早期に就業を

実現できるようバックアップしております。また、前々期より厚生労働省や北海道をはじめとする行政官庁から

の再就職支援に関する業務を受託し、若年者及び失職者に対するサービスを提供しております。 

  当社グループの事業内容及び当社と子会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

  なお、事業区分については「中間連結財務諸表等 注記事項（セグメント情報）」に掲げる事業の種類別セグ

メント情報の区分によっております。 

(1) 人材派遣関連事業（当社及び連結子会社株式会社セールスアウトソーシング） 

   当事業は、労働者派遣法に基づく一般労働者派遣事業であります。一般労働者派遣事業とは、常時雇用する

労働者のみを派遣する「特定労働者派遣事業」以外の労働者派遣事業を指します。一般労働者派遣事業におい

ては、派遣元である当社が他企業での派遣就労を希望する労働者を事前に登録し、派遣元から派遣先企業へ派

遣のつど派遣元と派遣される労働者との間で派遣期間に限定した雇用契約を締結する形態の派遣事業が想定さ

れております。当社は、派遣登録者の中から派遣先企業の希望条件にかなう労働者を選考して当社に雇い入れ、

必要に応じて教育研修を行った上で当社と派遣先企業の間で締結する労働者派遣契約に基づき、派遣先企業へ

派遣しております。派遣登録者の募集については、新聞・求人誌などの広告媒体やインターネット・ホーム

ページなどを通じて行っております。当事業については、当社グループの内部管理上、下記①人材派遣事業、

②メディカル事業及び③アウトソーシング事業に区分しております。 

① 人材派遣事業 

 薬局・医療機関以外の派遣先企業に対し、平成16年３月に改正された労働者派遣法に基づき、主に一般事

務、経理事務、秘書等の業種と同改正に伴い派遣期間が３年に延長された営業・販売等で企業の売上・利益

に直結しない業種の派遣を行う一般労働者派遣事業であります。また、同改正により新たに認められた工場

および倉庫業務への派遣、さらにイベント運営・会場における設営・撤去及び観客の誘導業務、カード会員

の獲得を促進する業務等に関わる人材の派遣を行っております。 

② メディカル事業 

 薬局・医療機関を派遣先企業とする一般労働者派遣事業であり、受付業務及び診療報酬請求事務、医療秘

書等のスタッフを派遣しております。派遣先としましては調剤薬局、病院・クリニックや公立の病院等の医

療機関へ派遣しております。 

 また、平成16年３月に改正された労働者派遣法により６ヶ月以内のテンプ・トゥー・パーム（紹介予定派

遣）が前提となりますが、薬剤師、医師、看護士等の医療関連従事者の派遣が可能となり、薬局・医療機関

のニーズに幅広く対応できるようになりました。 

    ③ アウトソーシング事業 

 一般労働者派遣事業のうち企業の売上・利益に直結する営業・販売の業務を行う人材を派遣、あるいは当

該業務の一部あるいは全部を当社にて受託し、運営・企画・管理等まで当社社員あるいは派遣労働者が行う

代行業務として企業へ人材サービスを提供しております。なお、この事業は当社及び連結子会社である株式

会社セールスアウトソーシングが行っております。 

(2) 人材紹介事業（当社） 

 当事業は、職業安定法に基づく有料職業紹介事業として人材紹介を行っており、中途採用を予定している企

業の求人ニーズに対して、あらかじめ当社等に登録した転職希望者を求人企業に紹介し転職を実現させるもの

であります。当社が紹介した転職希望者の採用が決定した段階で、当該求人企業から紹介手数料を受け取って

おります。転職希望者の登録の募集については、新聞・求人誌等の広告媒体や当社のインターネット・ホーム

ページなどを通じて行っております。 
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 また、平成16年３月の労働者派遣法の改正により、６ヶ月を上限に派遣された労働者を派遣先企業で正社員

として採用できるテンプ・トゥー・パーム（紹介予定派遣）の扱い業種が拡大し、事務・経理、営業・販売等

に加え、医療関連従事者も対象業務に加わりました。紹介予定派遣の活用により、派遣期間中に人材の力量・

適性を把握することができ、採用におけるミスマッチを防ぐことができる採用方法として利用がますます増え

てきております。テンプ・トゥー・パーム（紹介予定派遣）は採用が決定した際に紹介手数料を受け取ること

ができるため、人材派遣事業及び人材紹介事業が連携して売上を拡大させることが可能となりました。 

(3) 再就職支援事業（当社） 

当事業は、現在、民間企業と行政官庁から受託するサービスに大きく２つの業態に分かれております。民間

企業から受託するサービスは、雇用調整を行う企業との再就職支援サービスの業務委託契約に基づき、同契約

先の雇用調整企業の退職予定者等（以下、「再就職支援対象者」という。）に対して再就職支援サービスを提

供するものであります。上記業務委託契約に基づくサービスは、再就職支援対象者に再就職活動に必要なカウ

ンセリング及び教育研修を行い、併せて求人企業情報を提供し、必要に応じて求人企業を紹介(※)するなど再

就職活動に有用な内容となっております。当社は、再就職支援対象者に対して提供するサービスの内容に応じ

て、委託者である雇用調整企業から報酬を受け取っております。 

 行政官庁から受託する再就職支援サービスは、国の雇用政策として厚生労働省をはじめとする各省庁並びに

北海道庁や市町村を含む地方公共団体等から再就職支援サービスの業務委託を受け、受託地域における失業者

を対象に早期就職を実現するためにカウンセリング、就職セミナーの実施、求人情報等を提供する業務を行っ

ております。当社は、失業者に対して提供するサービス内容に応じて、委託者である行政官庁から報酬を受け

取っております。 

(※)当社は、職業安定法に基づく有料職業紹介事業の許可を取得して求人企業の紹介を行っております。 

(4) その他（連結子会社株式会社エコミック） 

 上記(1)から(3)の各事業のほか、株式会社エコミックがペイロール事業等を行っております。ペイロールと

は顧客企業の役職員に関する給与情報並びに勤怠情報に基づき、顧客企業の賃金規程に従って役職員の給与計

算事務を代行する業務であります。 

 

２．事業系統図  

 上述した当社グループの事業内容を事業系統図で示すと次のとおりであります。 

 

（連結子会社） 
㈱ｾｰﾙｽ 

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ 

顧 客 企 業 

そ の 他
（ペイロール事業等）

（連 結 子 会 社）
㈱ エ コ ミ ッ ク

労
働
者
の
派
遣

転
職
希
望
者
の
紹
介

再
就
職
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

給
与
計
算
事
務
の
代
行

人材派遣事業 ﾒﾃﾞｨｶﾙ事業

人 材 派 遣 関 連 事 業 
人材紹介事業 再就職支援事業

当 社 

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ事業 
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２．経営方針 
１．会社の経営方針の基本方針  

企業業績の回復と拡大を実現するには人材の有効活用が重要な課題といえます。当社は企業が求める業務の

効率化とそれを実現する人事体制に関する多様なニーズに対し、人材派遣・人材紹介・再就職支援・業務請

負・アウトソーシング等により 適なサービスを提供し、人材を通して企業業績の向上をバックアップしてま

いります。 

一方、厳しい雇用環境の中で、就職・転職を目指す人材に対しては豊富な求人情報を提供することに加え、自

己の就業適性の確認とスキルアップを目指す人材に対し、研修･訓練に関するアドバイスを行うことで早期就業

のバックアップを行ってまいります。 

 そのために当社社員は企業に対して人事・経営手法に関するコンサルタントとして信頼されるべく研鑽を重ね、

企業が求める人材ニーズに対し的確で有効な人材サービスを提供し、人件費の削減と業績の向上を実現する提案

を行ってまいります。人材に対しても多種多様な雇用形態の周知と就業意欲の高揚、専門知識を習得する機会の

アドバイスを行いスキルアップを促すことで、企業と人材のベストマッチを迅速に実現し、企業・人材へ高度な

ワンストップサービスを提供しております。加えて、国の失職者対策に対して当社が蓄積したノウハウの提供に

より、再就職を早期に実現できる提案を行うことで、行政官庁から地域に特化した再就職支援関連の業務を受託

し、地域の雇用対策の一翼を担うことで業界における差別化を目指しております。 

２．会社の利益分配に関する基本方針 

   当社は、利益還元を経営上の重要な課題と考えておりますが、将来の事業拡大に備え、内部留保による企業体

質の強化を図りながら、業績に応じて株主の皆様に対し安定した配当を維持していくことを利益配分に関する基

本方針としております。 

当面は、今後の経営基盤強化のため、安定した財務体質を目指し、新たな事業展開に備え、内部留保に重点を

置き将来のキャッシュ・フローの増大を目指していく所存であります。当期につきましては、１株当たり1,500

円の配当を実施する所存であります。 

３．投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

   当社は、投資単位の引き下げにつきましては、株式の流動性の向上と株式市場への個人投資家の参加を促す有

効な施策と認識しており、経営上の重要な課題と考えております。当該課題の対処策として、株主の皆様の利益、

株式市場の動向、当社株価水準、株主数、業績、その効果等を勘案し、慎重に検討してまいりたいと考えており

ます。 

４．目標とする経営指標 

当社は、株主資本利益率（ＲＯＥ）を重視し、この指標に注力することが株主利益の増大につながるものと考

えております。そのため、株主資本利益率18.0％（平成17年5月期17.8％）以上を維持することを長期的目標と

しております。 

５．中長期的な会社の経営戦略 

   企業を取り巻く経営環境、労働者が置かれている雇用環境とも、急激な変化が予想されます。この変化を先見

し、当社は企業に対し人材の有効活用による組織の活性化、さらに業績と利益を確保するための人材活用の提案

を行い、その変化に対応できるよう企業に対しワンストップサービスを提案してまいります。 

   また、人材に対するサービスとして求人情報の提供に加え変化する業界・経営形態に関する情報、さらに自己

の適性に合致した雇用形態などのアドバイスをしてまいります。具体的には平成15年に開設した「キャリアバン

ク４５０（ヨン・ゴー・マル）」を、本社移転と同時にその機能をより充実させて開設した就職サポートスペー

スにてキャリアカウンセリングや研修・教育訓練カリキュラムを提供することでスキルアップの支援を促し、人

材に対する当社の告知効果を飛躍的に高め、インターネット・ホームページから登録される人材情報と併せ、優

秀な人材情報を集約し求人企業へ積極的に提案することで企業と人材のマッチングの精度を高めてまいります。 

   加えて、国の雇用政策を踏まえ行政官庁との連携をさらに強化し、地域の雇用環境の改善を後押ししてまいり

ます。これにより官民一体となり道内に新たな労働市場を構築するため各事業の充実をはかり、業績の拡大を目

指してまいります。    
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(1)人材派遣関連事業  

人材派遣関連事業においては、平成16年３月の労働者派遣法の改正により派遣期間の限定はあるものの、派

遣業種の完全自由化がほぼ実現されました。これにより人材派遣事業では、一般派遣に加え倉庫・工場等の軽

作業の人材派遣も可能となり、企業の多様化する人材ニーズに対して人材派遣を活用する幅広い提案が可能と

なりました。また、平成17年４月には北海道庁やハローワークへの派遣も受託し、今後、行政官庁への人材派

遣の拡大も視野に入れてまいります。メディカル事業においても法改正により薬剤師、医師、看護師等の派遣

ができるようになり、医療機関における広範囲な人材ニーズに応えることができるようになりました。アウト

ソーシング事業については営業・販売の両面より売上拡大と顧客開拓、顧客フォローなど企業の業績と利益の

確保に貢献することが可能となります。これにより、一般企業においては事務・管理の効率化、営業・販売に

おける売上・利益に対する貢献、さらに製造業務と在庫管理等の倉庫業務など企業内の一連の業務に対し、経

費削減と業務効率、さらに業績向上に直結するワンストップサービスを提案してまいります。医療機関に対し

ても同様のサービスの提案を行ってまいります。 

  (2)人材紹介事業   

    人材紹介事業においては、企業を取り巻く環境の厳しさを踏まえ、より経営感覚及び管理能力に優れた人材

のニーズが高まるものと思われます。そのような高度な人材の登録を促すため、平成17年４月にインターネッ

ト・ホームページをリニューアルし内容・機能を充実させ、広く全国から登録者の確保を促進し、成約件数を

増加させてまいります。また、テンプ・トゥー・パーム（紹介予定派遣）を積極的に活用し、企業と人材の

マッチング機会を増やすと共にミスマッチの減少を図ることで売上を拡大させてまいります。さらに各業界の

景気動向に注視し、拡大が見込まれる業界における人材のニーズを捉え、積極的に人材提案を行ってまいりま

す。 

  (3)再就職支援事業 

再就職支援事業については企業における雇用調整のニーズを的確に捉え、雇用調整の実施に向けたコンサル

ティング営業の充実を図り、売上を拡大してまいります。また、国及び札幌市より受託しました若年者及び失

職者向けの再就職支援を行う各サポート施設の運営に加え、北海道庁及びその他市町村から受託した再就職支

援サービスの実施を通しそのノウハウを蓄積し、行政官庁をはじめ地方公共団体が行う雇用政策を早期に察知

し、再就職セミナー等の各種再就職サービスの提案を行うことで、官民一体となった再就職支援業務の受託を

拡大してまいります。 

 

 ６．会社の対処すべき課題 

   当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更及び新たに発生した課題

はありません。 
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 ７．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

当社はコーポレート・ガバナンスの充実について、経営の健全性と透明性を高めるため、迅速で正確な経営情

報をもとに、経営を取り巻く諸問題に対し、公正且つ的確で機動的な経営判断をできる体制を目指しております。 

   特に、当社の事業が厚生労働大臣の許可事業という関係上、雇用環境の健全性を確認し労働者及び企業に対し

正確な情報を提供することが当社の使命であると考え、当社に集約される情報についてはその信頼性に関し全社

を挙げ、十分に吟味する必要があると考えております。 

  (1）会社の機関の内容 

    取締役会は、経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を取り扱い、また必

要に応じ随時、懸案事項を取締役と該当部門長を交えて状況確認と対処方法、解決策の意思決定を行っており

ます。また、各事業部門には担当取締役を配し、日常の情報精査に尽力しており、毎月経営会議を開催し、各

事業部門の月次決算の精査、重要議案の審議を行っております。経営会議にて集約された重要事項は取締役会

にて決議されております。なお、中間期末日現在の取締役は６名となっており、うち社外取締役につきまして

は１名を招聘し、意思決定の経緯及び決議について適正な判断を仰いでおります。 

    監査役は中間期末日現在、社外監査役１名と常勤監査役１名の２名体制をとっております。常勤監査役にお

きまして意思決定のプロセス及び取締役の業務執行の監査を行っており、社外監査役につきましては１名を

招聘し、幅広い見識より監査を行い、精度の高い監査体制を整えております。 

 

(2）内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況 

    上記の経営会議において、リスク発生時の迅速かつ適切な対応を図っております。また、内部統制システム

及びリスク管理体制の整備の重要性を再認識し、平成16年10月に管理部から内部監査室を独立させ、充実した

内部監査を実施しております。また、平成17年３月に人員４名からなるコンプライアンス委員会を立ち上げ、

コンプライアンス活動の充実に努めております。 

なお、当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は次のとおりであります。 

 

 株　　主　　総　　会

取　締　役　会

取締役６名

(うち社外取締役１名)

監　査　役

監査役２名

(うち社外監査役１名)

代表取締役社長

経　営　会　議

各　業　務　執　行　部　門

選任・解任選任・解任

会計監査
監　査　法　人

監査役監査

指導・助言

弁  　護　  士

コンプライアンス委員会

内部監査室



－  － 

 

 

7

 

(3) 内部監査及び監査役監査、会計監査の状況 

① 内部監査 

 内部監査は、平成16年10月に内部監査室を設置し、選任担当者１名を配置して業務プロセスの適正性、

効率性を中心に年度計画に従って実施しております。監査結果は、随時代表取締役社長に報告されており

ます。 

② 監査役監査 

監査役監査は、常勤監査役１名、社外監査役１名による体制で、取締役会へ出席するなどして取締役の

業務執行の監査を行っております。また、内部監査室及び監査法人と必要な連携をとり、会計監査の有効

性、効率性を高めております。 

③ 会計監査 

  当社は、監査法人トーマツと証券取引法に基づく監査について監査契約を締結し、定期的に監査を受け

ております。 

 同監査法人及びその指定社員と当社との間には特別な利害関係はありません。 

 なお、当社の監査業務を執行した公認会計士は、指定社員の松尾清氏、指定社員の三宅秀夫氏、監査

業務に係る補助者は、公認会計士１名、会計士補２名であります。なお、指定社員の継続監査年数はいず

れも７年以内であります。 

 

④ 役員報酬 

  当中間会計期間において支払った取締役及び監査役に対する役員報酬の額は次のとおりであります。 

 取締役に支払った報酬 10,980千円

 監査役に支払った報酬 1,500千円

合計 12,480千円

 なお、上記取締役に支払った役員報酬には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりませ

ん。 

 

⑤ 監査報酬 

 当事業年度において、監査法人トーマツと締結した監査契約に基づく監査証明にかかる報酬の額は次の

とおりであります。 

 公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 

 上記以外の業務に基づく報酬はありません。 

7,500千円

 

    (4) 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

当社の社外取締役は似鳥昭雄氏の１名であります。同氏は、株式会社ニトリの代表取締役社長であり、

当社は同社との間に人材派遣の取引関係がありますが、取引条件及び取引条件の決定方針は他の一般取引

先と同様であります。なお、同氏との間に資本的関係及びその他利害関係はありません。 

      また、当社の社外監査役は土屋公三氏の１名でありますが、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取

引関係その他利害関係はありません。 

 

    (5) 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの 近１年間における実施状況 

      取締役会は毎月１回の定期開催に加え必要に応じ随時開催し、重要な業務執行の決定や経営の重要事項

についての協議を行っております。また、取締役のほか該当部門長を交えた経営会議を毎月１回開催し、各

事業部門の月次決算の精査、重要議案の審議を行い意思決定を迅速に行っております。 

      また、監査役と内部監査室が連携し、当社及び子会社に対して業務監査を実施しております。 
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３．経営成績及び財政状況 

１．経営成績 

(1) 業績の概況 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、個人消費と設備投資を中心とする国内需要が景気を牽引し、

それに加え輸出も堅調に推移するなど、景気回復を実感させる局面といえました。日銀も平成17年８月には景

気が踊り場から脱却したことを表明し、東証１部に上場する各企業の平成17年９月中間決算もそれを裏付ける

ように好業績となるなど、景気が上昇に転じたことを印象付け、この状況を踏まえ政府が発表する平成17年度

の実質経済成長率も2.7％と近年にない強気の見通しとなりました。 

株式市場においても多くの個人投資家の参入、海外からの資金流入により東証１部においては１日平均の売

買高が平成17年10月以降、20億株を大幅に上回る大商いが行われ日経平均株価も平成16年11月の11,000円台か

ら15,000円台に回復し、また時価総額も500兆円を超えるなど、経済全体がバブル崩壊による長期不況からよ

うやく脱却し、力強い回復に向けた様相を呈しておりました。 

しかしながら原油の高騰の影響、アメリカ経済や加熱気味にみえる中国経済の行方は世界経済に与える影響

も大きく、今後も予断を許さない状況ともいえます。 

雇用情勢においては景気回復に歩調を合わせ有効求人倍率も平成17年11月には0.99倍と近年の 高値を記録

し、また完全失業率も同月4.4％と平成17年５月以降４％台を維持し、首都圏においては人材の確保が困難と

なる売り手市場の様相となっています。しかし、北海道における雇用環境は有効求人倍率、完全失業率とも平

成16年11月との比較でも横ばいで推移し、足踏み状態の北海道経済を反映する結果となりました。 

このような環境下で当社グループは企業における人材の有効活用と人材に対しては早期就職の実現に向けた

各種サービスの提供等、常に新たな取り組みをしてまいりました。当中間連結会計期間において人材派遣関連

事業において人材派遣及びメディカル事業とも順調に推移し、販売アウトソーシングにおいては家電メーカー

向けの派遣が前年同期を大幅に上回り、営業アウトソーシングにおいても新規業務の受託が前年同期を上回り

売上に貢献しました。人材紹介事業においても前年同期の売上を大きく上回り、利益についても大きく貢献し

ました。再就職支援事業においても民間企業からの受託に加え、行政官庁からの再就職支援関連サービスを継

続して受託することができ、売上は前年同期を大きく上回り拡大することができました。しかしながら、営業

利益については増員や原価の上昇に伴い前年同期を割り込むこととなりましたが、ほぼ計画どおり推移するこ

とができました。 

さらにその他（ペイロール事業等）においても、新規営業を積極的に行うことで受託を増やし、売上を拡大

しました。 

この結果、当中間連結会計期間の業績は売上高2,032,217千円（前年同期比21.0％増）、経常利益29,223千

円（同69.1％減）、中間純利益18,433千円（同64.2％減）となりました。 

 (2) セグメント別の概況 

事業の種類別の業績は次のとおりであります。 

      ①人材派遣関連事業 

    人材派遣関連事業（人材派遣事業、メディカル事業及びアウトソーシング事業）のうち、人材派遣事業にお

いては、コールセンターからの受託の継続に加え８月には総選挙に関連したコールセンター業務が売上に加わ

りました。行政官庁からの入札案件も順調に増加し、北海道庁やハローワークへの派遣も継続、さらに大口顧

客やイベント関連の受託も増加し売上に貢献しました。この結果、売上高は599,956千円（前年同期比12.9％

増）、営業利益は49,105千円（同15.8％増）となりました。またメディカル事業においては、継続する公立病

院の受託に加え、新たに大口の長期案件の受託が加わり、売上及び利益とも大幅に増加しました。売上高は

202,901千円（同29.9％増）、営業利益は14,523千円(同18.9％増)となりました。アウトソーシング事業のう

ち販売アウトソーシングにおいては家電メーカー及び通信メーカーからの新規受託を大幅に拡大させることが

でき、売上及び利益に大きく貢献しました。営業アウトソーシングにおいても新たに通信業者からの受託を加

えることができました。連結子会社である株式会社セールスアウトソーシングにおいては、大手プリンタメー

カからの受託も増え、加えて家電メーカーからの新規売上も順調に拡大し、売上及び利益に大きく貢献しまし

た。この結果、売上高は764,379千円（同27.8％増）、営業利益は54,254千円（同39.8％増）となりました。

この結果、人材派遣関連事業につきましては、売上高1,567,237千円（同21.9％増）、営業利益は117,882千円

（同26.2％増）となりました。   
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     ②人材紹介事業 

人材紹介事業においては、道内経済の回復は緩やかでありますが質の高い人材の中途採用ニーズは旺盛で、

新規求人に対し的確に提案することで企業面接数を増やすことができ成約件数を増加させることができました。

この結果、売上高は前年同期を大幅に上回り40,193千円（前年同期比49.0％増）、営業利益は23,039千円（同

911.0％増）となりました。 

 

      ③再就職支援事業 

再就職支援事業においては、民間企業からの再就職支援業務の受託に加え厚生労働省等、国及び北海道を中

心とした地方公共団体からの再就職支援業務の受託も順調に増え、また、国が進める新たな施策である「市場

化テスト」の業務を受託することもでき売上を伸ばすことができました。しかしながら、新たな業務の開始に

伴う増員や広告宣伝費等の原価の増加により、前年同期の利益を大幅に下回ることとなりました。この結果、

売上高は343,884千円（同14.4％増）、営業利益は46,962千円（同53.4％減）となりました。 

      ④その他 

その他（ペイロール事業等）については新規開拓を積極的に行い、道内だけではなく首都圏からも大口顧客

を受託することができ売上を拡大することができ、営業利益についても前年同期の赤字から今期はプラスに転

じました。この結果、売上高は80,902千円（同22.8％増）、営業利益は947千円（前年同期は営業損失9,333千

円）となりました。 

 

２．財政状態 

(1) 当中間連結会計期間のキャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は税金等調整前中間期純利益

33,496千円の計上及び短期借入れによる収入等があったものの売掛金の増加、法人税等の支払、長期借入金の

返済及び定期預金の預入等の要因により期首残高に比べて47,380千円減少し、当中間連結会計期間末には

413,785千円となりました。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

営業活動の結果使用した資金は141,876千円（前年同期比11.0％減）となりました。これは主に売掛金の増加

及び法人税等の支払いによる支出等が税金等調整前中間純利益33,496千円の計上を上回った結果であります。 

 投資活動の結果使用した資金は63,238千円（同14.8％増）であります。これは主に定期預金の預入、無形固

定資産及び投資有価証券の取得による支出であります。 

 財務活動の結果得られた資金は157,733千円（同5.3％増）であります。これは主に短期借入れによる収入が

長期借入金の返済による支出を上回った結果であります。 

   （キャッシュ・フローの指標） 

 
平成16年５月期

平成16年11月

中間期 
平成17年５月期 

平成17年11月

中間期 

自己資本比率（％） 40.7 35.3 36.2 33.9

時価ベースの自己資本比率（％） 129.2 78.3 147.3 113.4

債務償還年数（年） 3.4 ― 2.8 ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 10.38 ― 15.19 ― 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

             株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い  

  ※ 各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

  ※ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使

用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全て

の負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払

額を使用しております。 



－  － 
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 (2) 通期の見通し 

景気も回復基調にあり、企業業績も拡大傾向となっており人材派遣、中途採用のニーズは今後も高まること

が予想されます。首都圏においては既に売り手市場の様相を呈しており、派遣及び紹介できる優秀な人材の確

保が懸案となるものと思われます。道内における雇用環境は前年と比較しても横ばい傾向にあり、人材の確保

においては首都圏ほどの困難は伴わないものの、企業の人材に対するニーズは確実に高まることが予想され、

平成17年４月にリニューアルされたホームページの活用と同時に開設した就職サポートスペースにおいて登録

促進のイベントや研修会等の開催により優秀な人材の確保を行ってまいります。 

また、企業に向けては、新規企業の開拓を積極的に行い、企業の活力となる人材の有効活用と業績に直結す

る人材サービスメニューを提案し、企業の活性化の実現をバックアップしてまいります。さらにサービス提供

までのスピード化を実現することで、他社との差別化をはかりリピートオーダーにつなげてまいります。 

さらに国及び北海道を中心とした地方公共団体に対してはニート、フリーターといった若年失業者や中高年

の雇用対策に直結する各種提案を積極的に行うことで、売上の拡大を目指してまいります。 

当連結会計年度の業績見通しにつきましては、平成17年７月14日に発表いたしました売上高4,259,452千円

（前期比17.8％増）、経常利益144,800千円（同6.4％減）、当期純利益75,407千円（同11.4％増）で、変更は

ありません。 
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４．中間連結財務諸表等 

１．中間連結貸借対照表 

 

  
前中間連結会計期間末 
（平成16年11月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年11月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金   328,265 503,785  511,165

２．売掛金   638,942 559,417  441,347

３．たな卸資産   93 －  －

４．その他   42,907 41,367  37,187

貸倒引当金   △1,826 △1,101  △1,508

流動資産合計   1,008,384 90.3 1,103,467 86.1  988,191 86.7

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１  13,761 1.2 27,048 2.1  24,358 2.1

２．無形固定資産   13,795 1.2 32,479 2.5  23,703 2.1

３．投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  42,695 71,678 54,983 

(2) 出資金  9,653 － － 

(3) その他  30,637 50,446 51,353 

  貸倒引当金  △3,275 79,709 7.2 △3,318 118,806 9.3 △3,277 103,059 9.0

固定資産合計   107,267 9.6 178,335 13.9  151,121 13.2

Ⅲ 繰延資産   859 0.1 515 0.0  687 0.1

資産合計   1,116,511 100.0 1,282,318 100.0  1,140,001 100.0

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金   65,475 77,609  47,975

２．短期借入金   － 200,000  －

３．一年以内返済予定
長期借入金 

  94,012 94,012  94,012

４．未払費用   181,418 210,887  197,290

５．未払法人税等   45,381 12,820  47,503

６．未払消費税等 ※２  32,362 24,785  51,144

７．その他   30,269 26,299  42,863

流動負債合計   448,918 40.2 646,415 50.4  480,791 42.2

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金   246,130 152,118  199,124

２．その他   5,342 6,253  6,052

固定負債合計   251,472 22.5 158,371 12.4  205,176 18.0

負債合計   700,391 62.7 804,786 62.8  685,967 60.2
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前中間連結会計期間末 
（平成16年11月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年11月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（少数株主持分）    

少数株主持分   21,608 2.0 42,527 3.3  41,539 3.6

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   230,500 20.6 236,406 18.4  230,500 20.2

Ⅱ 資本剰余金   37,500 3.4 43,406 3.4  37,500 3.3

Ⅲ 利益剰余金   121,993 10.9 146,534 11.4  137,126 12.0

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  4,517 0.4 8,657 0.7  7,368 0.7

資本合計   394,510 35.3 435,004 33.9  412,494 36.2

負債、少数株主持分
及び資本合計 

  1,116,511 100.0 1,282,318 100.0  1,140,001 100.0

    

 



－  － 
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 ２．中間連結損益計算書 

 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   1,679,068 100.0 2,032,217 100.0  3,616,186 100.0

Ⅱ 売上原価   1,290,851 76.9 1,618,133 79.6  2,818,571 77.9

売上総利益   388,217 23.1 414,084 20.4  797,614 22.1

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  295,179 17.6 379,741 18.7  642,450 17.8

営業利益   93,037 5.5 34,342 1.7  155,164 4.3

Ⅳ 営業外収益    

１．受取賃貸料  11,710 5,456 20,670 

２．投資有価証券売却
益 

 － 4,405 － 

３．連結調整勘定償却
額 

 3,542 － 3,518 

４．雑収入  1,406 16,659 1.0 1,050 10,912 0.5 4,465 28,654 0.8

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  3,204 3,630 6,697 

２．賃借料  11,710 5,456 20,670 

３．株式上場費用  － 5,104 － 

４．雑損失  171 15,087 0.9 1,838 16,030 0.8 1,797 29,165 0.8

経常利益   94,609 5.6 29,223 1.4  154,654 4.3

Ⅵ 特別利益    

１．貸倒引当金戻入額  － 160 － 

２．投資有価証券売却
益 

 968 968 0.1 4,999 5,160 0.2 968 968 0.0

Ⅶ 特別損失    

１．投資有価証券評価
損 

 4,999 － 4,999 

２．その他  ※２ － 4,999 0.3 888 888 0.0 21,701 26,701 0.7

税金等調整前中間
（当期）純利益 

  90,578 5.4 33,496 1.6  128,921 3.6

法人税、住民税及
び事業税 

 43,494 11,047 58,420 

法人税等調整額  △5,490 38,003 2.2 2,292 13,339 0.6 △2,564 55,856 1.5

少数株主利益   1,121 0.1 1,723 0.1  5,398 0.2

中間（当期）純利
益 

  51,453 3.1 18,433 0.9  67,667 1.9

    



－  － 
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 ３．中間連結剰余金計算書 

 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  37,500 37,500  37,500

Ⅱ 資本剰余金増加高   

１．新株予約権の権利行
使 

 － － 5,906 5,906 － －

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

 37,500 43,406  37,500

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  75,139 137,126  75,139

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１．中間（当期）純利益  51,453 51,453 18,433 18,433 67,667 67,667

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１．配当金  4,600 6,900 4,600 

２．役員賞与  － 2,125 － 

３．連結子会社の決算修
正 

 － 4,600 － 9,025 1,080 5,680

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

 121,993 146,534  137,126
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 ４．中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

１．税金等調整前中間
（当期）純利益 

 90,578 33,496 128,921 

２．投資有価証券評価損  4,999 － 4,999 

３．売掛金の増加額  △309,304 △118,069 △111,710 

４．買掛金の増加額  49,556 29,633 32,057 

５．未払金の増加額  14,883 1,067 11,647 

６．未払費用の増加額  39,601 13,442 55,526 

７．預り金の減少額  － △15,183 － 

８．未払消費税等の増加
（△減少）額 

 △16,462 △26,344 2,319 

９．役員賞与の支払額  － △2,500 － 

10．その他  △4,590 △8,235 25,809 

小計  △130,737 △92,692 149,572 

11．法人税等の支払額  △25,681 △45,722 △38,485 

12．その他  △3,051 △3,460 △6,468 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △159,469 △141,876 104,618 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

１．定期預金の預入によ
る支出 

 － △40,000 － 

２．投資有価証券の取得
による支出 

 △1,770 △17,520 △1,770 

３．投資有価証券の売却
による収入 

 2,737 12,161 2,737 

４．有形固定資産の取得
による支出 

 △8,624 △5,618 △24,746 

５．無形固定資産の取得
による支出 

 △2,510 △12,462 △14,510 

６．連結子会社株式の追
加取得による支出 

 △44,725 － △44,725 

７．その他  △200 201 △21,973 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △55,093 △63,238 △104,987 
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前中間連結会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

１．短期借入れによる収
入 

 － 200,000 200,000 

２．短期借入金の返済に
よる支出 

 － － △200,000 

３．長期借入れによる収
入 

 200,000 － 200,000 

４．長期借入金の返済に
よる支出 

 △45,692 △47,006 △92,698 

５．新株予約権権利行使
による収入 

 － 11,812 － 

６．少数株主からの払い
込みによる収入 

 － － 15,760 

７．配当金の支払額  △4,463 △6,712 △4,511 

８．少数株主への配当金
の支払額 

 － △360 － 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 149,844 157,733 118,550 

     

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増加（△減少）額 

 △64,717 △47,380 118,181 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 342,983 461,165  342,983 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 278,265 413,785 461,165 

     

 

 



－  － 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数 (1）連結子会社の数 (1）連結子会社の数 

 ２社 同左 同左 

 連結子会社の名称 連結子会社の名称 連結子会社の名称 

 ㈱エコミック 

㈱セールスアウトソーシン

グ 

同左 

 

同左 

 

２．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項 

連結子会社㈱エコミックの中間

決算日は、平成16年９月30日であ

ります。 

 中間連結財務諸表の作成に当

たっては、同中間決算日現在の中

間財務諸表を使用しております。

ただし、平成16年10月１日から中

間連結決算日平成16年11月30日ま

での期間に発生した重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を

行っております。 

連結子会社㈱セールスアウト

ソーシングの中間期の末日は中間

連結決算日と一致しております。

連結子会社㈱エコミックの中間

決算日は、平成17年９月30日であ

ります。 

 中間連結財務諸表の作成に当

たっては、同中間決算日現在の中

間財務諸表を使用しております。

ただし、平成17年10月１日から中

間連結決算日平成17年11月30日ま

での期間に発生した重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を

行っております。 

連結子会社㈱セールスアウト

ソーシングの中間期の末日は中間

連結決算日と一致しております。

連結子会社㈱エコミックの決算

日は、平成17年３月31日でありま

す。 

 連結財務諸表の作成に当たって

は、同決算日現在の財務諸表を使

用しております。ただし、平成17

年４月１日から連結決算日平成17

年５月31日までの期間に発生した

重要な取引については、連結上必

要な調整を行っております。 

連結子会社㈱セールスアウト

ソーシングの決算期の末日は連結

決算日と一致しております。 

３．会計処理基準に関する事

項 

   

① 有価証券 ① 有価証券 ① 有価証券 (1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

 中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法を採用して

おります。（評価差額は全部

資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定） 

同左 連結決算日の市場価格等に

基づく時価法を採用しており

ます。（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定） 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法を

採用しております。 

同左 同左 

 ② デリバティブ ② デリバティブ ② デリバティブ 

 時価法を採用しております。 同左 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 同左 同左 

主な耐用年数   

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

建物付属設備   15年 

車両運搬具    ６年 

器具及び備品   ６年 

  なお、取得価額が10万円以

上20万円未満の資産について

は、３年間で均等償却する方

法を採用しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しておりま

す。 

ただし、営業権については

毎期均等額（５年）を償却し

ております。 

なお、自社使用のソフト

ウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に

基づく定額法を採用しており

ます。 

同左 同左 

 (3）繰延資産 (3）繰延資産 (3）繰延資産 

   創立費については毎期均等額

（５年）に基づく定額法を採用

しております。 

同左 同左 

貸倒引当金 貸倒引当金 貸倒引当金 (3）重要な引当金の計上基

準  債権等の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

同左 同左 

(4）重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理を採用してお

ります。 

同左 同左 

① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 (5）重要なヘッジ会計の方

法  繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。 

同左 同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 (a）ヘッジ手段 (a）ヘッジ手段 (a）ヘッジ手段 

 金利スワップ取引 同左 同左 

 (b）ヘッジ対象 (b）ヘッジ対象 (b）ヘッジ対象 

 借入金利息 同左 同左 

 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

  親会社は借入金の金利変動リ

スクを回避する目的で対象物の

範囲内に限定しております。 

同左 同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ手段の変動額の累計額

とヘッジ対象の変動額の累計額

を比較して有効性の判定をして

おります。 

同左 同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

(1) 消費税等の会計処理 (1) 消費税等の会計処理 (1) 消費税等の会計処理 (6）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作成

のための重要な事項 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式を採用しておりま

す。 

同左 同左 

４．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。 

同左 同左 

 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

─────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会 平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。これによる損益に与え

る影響はありません。 

─────── 

 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

─────── （中間連結貸借対照表） 

 証券取引法及び証券取引法施行令が改正され、投資事業有限

責任組合に対する出資は証券取引法上の有価証券として取り扱

われることとなったことから、投資その他の資産の「その他」

のうち証券取引法上の有価証券に該当するもの（前中間連結会

計期間9,633千円 当中間連結会計期間9,476千円）について

は、当中間連結会計期間において投資その他の資産の「投資有

価証券」として表示しております。 

 （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「預り金の増加（△減

少）額」は、前中間連結会計期間は「その他」に含めて表示し

ておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記しており

ます。なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている

「預り金の増加額」は、1,561千円であります。 
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追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成15年法律第９号）が平成15年３月31日に公

布され、平成16年４月１日以後に開始する事

業年度より外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当中間連結会計期間から「法人事

業税における外形標準課税部分の損益計算上

の表示についての実務上の取扱い」（平成16

年２月13日企業会計基準委員会実務対応報告

第12号）に従い、法人事業税の付加価値割及

び資本割については、販売費及び一般管理費

に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が1,937

千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等

調整前中間純利益が1,937千円減少しており

ます。 

─────── 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成

15年法律第９号）が平成15年３月31日に公布

され、平成16年４月１日以後に開始する事業

年度より外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当連結会計期間から「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算上の表示

についての実務上の取扱い」（平成16年２月

13日企業会計基準委員会実務対応報告第12

号）に従い、法人事業税の付加価値割及び資

本割については、販売費及び一般管理費に計

上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が4,263

千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益が4,263千円減少しており

ます。 



－  － 

 

 

21

注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成16年11月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（平成17年５月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

   5,389千円 7,297千円 8,084千円

※２ 消費税等の取扱い ※２ 消費税等の取扱い ※２     ────── 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、未払消費税等として表示して

おります。 

同左  

 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりでありま

す。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりでありま

す。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりでありま

す。 
 

給与及び賞与   142,176千円

賃借料 32,176 

貸倒引当金繰入額 3,170 
  

 
給与及び賞与 176,048千円

賃借料 49,805 

貸倒引当金繰入額 140 
  

 
給与及び賞与 312,025千円

賃借料 73,954 

貸倒引当金繰入額 2,854 
  

※２     ────── ※２     ────── ※２ その他の内訳は次のとおりでありま

す。 
   

投資有価証券売却損 1,560千円

本社移転費用 20,141 

 26,701 
  

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 
 

（平成16年11月30日現在）

現金及び預金勘定 328,265千円

預入期間が３か月を超え
る定期預金 

△50,000 

現金及び現金同等物 278,265 
  

 
（平成17年11月30日現在）

現金及び預金勘定 503,785千円

預入期間が３か月を超え
る定期預金 

△90,000 

現金及び現金同等物 413,785 
  

 
（平成17年５月31日現在）

現金及び預金勘定 511,165千円

預入期間が３か月を超え
る定期預金 

△50,000 

現金及び現金同等物 461,165 
  

 

 



－  － 

 

 

22

 

（リース取引関係）     

前中間連結会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

１．借主側 １．借主側 １．借主側 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額相

当額及び中間期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び期末残高相当額

 

 取得価額
相 当 額 

減価償却 
累 計 額 
相 当 額 

中 間 
期末残高 
相 当 額 

有形固 
定資産 

27,800千円 21,475千円 6,324千円 

無形固 
定資産 

 9,488  7,394 2,094 

合 計 37,288 28,869 8,418 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 

 
取得価額
相 当 額

減価償却
累 計 額
相 当 額

中 間
期末残高
相 当 額

有形固
定資産

15,408千円 12,423千円 2,985千円

無形固
定資産

 4,600   3,833    766  

合 計 20,008  16,256  3,752  

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額

等 

  未経過リース料中間期末残高相当額

 
取得価額
相 当 額 

減価償却 
累 計 額 
相 当 額 

期末残高
相 当 額

有形固
定資産

27,800千円 23,634千円 4,165千円

無形固
定資産

 9,488    8,261   1,226  

合 計 37,288   31,896   5,392  

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

 

 １年内 9,026千円   １年内 2,314千円   １年内 4,028千円  

 １年超 3,889      １年超 1,574    １年超 2,657   

 合 計 12,916     合 計 3,889    合 計 6,685   

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額、支払利

息相当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

 支払リース料 3,680千円   支払リース料 1,789千円   支払リース料 7,244千円  

 減価償却費相当額 3,314     減価償却費相当額 1,640    減価償却費相当額 6,529   

 支払利息相当額 199     支払利息相当額 67    支払利息相当額 321   

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。 

同左 同左 

(5) 利息相当額の算定方法 (5) 利息相当額の算定方法 (5) 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額とし、

各期への配分方法については、利息法

によっております。 

同左 同左 

２．貸主側 ２．    ────── ２．貸主側 

未経過リース料中間期末残高相当額  未経過リース料期末残高相当額 

 １年内 4,603千円      １年内 1,074千円  

 １年超 －         １年超 －   

 合 計 4,603         合 計 1,074   

（注) 上記はすべて転貸リース取引に係

る貸主側の未経過リース料中間期末

残高相当額であります。 

なお、当該転貸リース取引はおお

むね同一の条件で第三者にリースし

ているため、ほぼ同額の残高が上記

の借主側の未経過リース料中間期末

残高相当額に含まれております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はあ

りません。 

（注) 上記はすべて転貸リース取引に係

る貸主側の未経過リース料期末残高

相当額であります。 

なお、当該転貸リース取引はおお

むね同一の条件で第三者にリースし

ているため、ほぼ同額の残高が上記

の借主側の未経過リース料期末残高

相当額に含まれております。 
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（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成16年11月30日現在） 

有価証券 

その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

株式 7,455 15,035 7,579 

合計 7,455 15,035 7,579 

 

時価評価されていない有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 22,660 

 企業再建ファンド信託受益権 5,000 

計 27,660 

 

当中間連結会計期間末（平成17年11月30日現在） 

有価証券 

その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

株式 6,705 21,231 14,525 

合計 6,705 21,231 14,525 

 

時価評価されていない有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 35,970 

投資事業有限責任組合出資 9,476 

 企業再建ファンド信託受益権 5,000 

計 50,446 

 

前連結会計年度末（平成17年５月31日現在） 

有価証券 

その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 7,455 19,819 12,363 

合計 7,455 19,819 12,363 

 

時価評価されていない有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 20,460 

投資事業有限責任組合出資 9,704 

 企業再建ファンド信託受益権 5,000 

計 35,164 
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（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自平成16年６月１日 至平成16年11月30日） 

取引の時価等に関する事項 

 記載すべきデリバティブ取引はありません。 

 なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

当中間連結会計期間（自平成17年６月１日 至平成17年11月30日） 

取引の時価等に関する事項 

 記載すべきデリバティブ取引はありません。 

 なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

前連結会計年度（自平成16年６月１日 至平成17年５月31日） 

取引の時価等に関する事項 

 記載すべきデリバティブ取引はありません。 

 なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

 

（セグメント情報） 

 【事業の種類別セグメント情報】 

  前中間連結会計期間（自平成16年６月１日 至平成16年11月30日） 

 
人材派遣
関連事業
（千円）

人材紹介
事業 
（千円）

再就職支
援事業 
（千円）

その他 
（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 1,285,539 26,972 300,660 65,895 1,679,068 (－) 1,679,068

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

4,688 － － 2,912 7,600 (7,600) －

計 1,290,227 26,972 300,660 68,807 1,686,668 (7,600) 1,679,068

営業費用 1,196,833 24,693 199,900 78,141 1,499,569 86,461 1,586,030

営業利益 93,394 2,278 100,760 △9,333 187,099 (94,062) 93,037

 

  当中間連結会計期間（自平成17年６月１日 至平成17年11月30日） 

 
人材派遣
関連事業
（千円）

人材紹介
事業 
（千円）

再就職支
援事業 
（千円）

その他 
（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 1,567,237 40,193 343,884 80,902 2,032,217 (－) 2,032,217

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

1,315 － － 3,612 4,927 (4,927) －

計 1,568,552 40,193 343,884 84,514 2,037,144 (4,927) 2,032,217

営業費用 1,450,669 17,153 296,922 83,566 1,848,312 149,562 1,997,875

営業利益 117,882 23,039 46,962 947 188,832 (154,490) 34,342
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  前連結会計年度（自平成16年６月１日 至平成17年５月31日） 

 
人材派遣
関連事業
（千円）

人材紹介
事業 
（千円）

再就職支
援事業 
（千円）

その他 
（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 2,775,237 52,536 623,532 164,879 3,616,186 － 3,616,186

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

13,094 － － 6,619 19,713 (19,713) －

計 2,788,331 52,536 623,532 171,498 3,635,900 (19,713) 3,616,186

営業費用 2,578,781 47,844 483,947 161,207 3,271,781 189,239 3,461,021

営業利益 209,550 4,691 139,584 10,291 364,118 (208,953) 155,164

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主な事業 

① 人材派遣関連事業……人材派遣事業、メディカル事業、アウトソーシング事業 

② 人材紹介事業…………人材紹介事業 

③ 再就職支援事業………再就職支援事業 

④ その他…………………ペイロール事業等 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用     

 前中間連結 
会計期間 
（千円） 

当中間連結 
会計期間 
（千円） 

前連結会計
年度 
（千円） 

主な内容 

消去又は全社の項目に含め
た配賦不能営業費用の金額 

94,171 154,560 209,071
当社の本社管理部門に係る
費用 

 

 

 【所在地別セグメント情報】 

  前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結

子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

 【海外売上高】 

  前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はあ

りません。 
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（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

  

１株当たり純資産額 85,763円24銭

１株当たり中間純利益 11,185円63銭

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益 

10,823円29銭

  

  

１株当たり純資産額 92,751円48銭

１株当たり中間純利益 3,987円37銭

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益 

3,819円64銭

  

  

１株当たり純資産額 89,129円25銭

１株当たり当期純利益 14,166円77銭

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益 

13,621円90銭

  
 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基

礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年６月１日
至 平成16年11月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 51,453 18,433 67,667 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 2,500 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） （2,500）

普通株式に係る中間（当期）純利益
（千円） 

51,453 18,433 65,167 

期中平均株式数（株） 4,600 4,623 4,600 

潜在株式調整後１株当たり中間（当
期）純利益金額（千円） 

   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） 154 203 184 

（うち新株予約権（株）） （154） （203） （184）

希薄化効果を有しないため潜在株式調
整後１株当たり中間（当期）純利益の
算定に含めなかった潜在株式の概要 

───── 
 
 

新株予約権１種類 
 （新株予約権の数
400個） 

───── 
 
 

 

（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

キャリアバンク株式会社の本社移転 ───── ───── 

①目的及び内容   

現状の事務所、カウンセリングスペー

ス及び研修施設では手狭になり質の高い

サービスを提供するには困難となったた

め、全体のスペース拡張を図ることを目

的として本社を移転することとし、新た

に定期建物賃貸借契約を締結するに至り

ました。 

  

②契約相手会社の名称   

株式会社 竹中工務店   

③契約締結の時期   

平成17年１月31日   

④当該事象の損益に与える影響   

 本社を移転することにより、下期に引

越費用、現状復帰費用、固定資産の除却

損等特別損失及び一般管理費合わせて

39,360千円の計上を見込んでおります。 

  



－  － 
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前中間連結会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

───── 

 

 

 

 

 

───── 

 

 

 

 

 

 平成17年７月28日開催の取締役会にお

いて、当社の役員及び従業員に対して、

新株予約権の付与を行うことを決議いた

しました。 

 その概要は、下記のとおりでありま

す。 

  
(1) 発行した新株

予約権 
 

400個 
（新株予約権１個に
つき１株） 

  

(2) 新株予約権の
目的となる株
式の種類及び
数 

普通株式 400株 
 
 

  
(3) 新株予約権の

発行価格 
無償 
 

  
(4) 新株予約権の

発行日 
平成17年７月28日 
 

  
(5) 権利行使時の

１株当たり払
込金額 

376,110円 
 
 

  
(6) 権利行使期間 
 
 

平成19年10月１日か
ら平成24年９月30日
まで 

 
 

 

(7) 行使の条件 ① 新株予約権の割
当を受けた者は、
権利行使時におい
ても当社又は当社
子会社の役員もし
くは従業員の地位
にあることを要す
る。ただし、定年
退職その他正当な
理由のある場合に
はこの限りでな
い。 

  

 ② 対象者の相続人
による新株予約権
の行使は認められ
ないものとする。
ただし、対象者が
業務上の災害等で
死亡した場合は、
対象者の相続人が
新株予約権を行使
することができる
ものとする。 

  

 ③ その他権利行使
の条件は、新株予
約権発行に関する
取締役会決議に基
づき、当社と新株
予約権を受ける者
との間で締結され
る新株予約権割当
契約に定めるとこ
ろによる。 
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前中間連結会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

  

(8) 消却の事由と
条件 

① 当社が消滅会社
となる合併契約書
が締結されたと
き、当社が完全子
会社となる株式交
換契約書の議案並
びに株式移転の議
案につき株主総会
で承認されたとき
は、新株予約権は
無償で消却するこ
とができる。 

  

 ② 新株予約権者が
権利行使をする前
に、(7)①に規定
する条件に該当し
なくなったため新
株予約権を行使で
きなかった場合、
当該新株予約権に
ついては無償で消
却することができ
る。 

  

(9) 有利な条件の
内容 

 当社の役員及び従
業員に対し新株予約
権を無償で発行し
た。 

  
(10) 新株予約権の

割当を受ける
者及び発行数 

当社役員 ５人  168個
当社従業員 90人  232個
合計     95人  400個

 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 
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５．生産、受注及び販売の状況 
当社グループの主たる業務は人材派遣及び有料職業紹介であるため、生産実績の記載は省略しております。また、

受注には長期継続のもの、短期単発のもの、成功報酬型のものなどが混在しており、受注残高の正確な把握が困難

であるため、受注実績の記載も省略しております。なお、売上実績は、「３．経営成績及び財政状況 １.経営成

績 (2) セグメント別の概況」に関連付けて記載しております。 
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