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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25日 

上 場 会 社 名   株式会社パソナ 上場取引所(所属部) 東京証券取引所第一部 
コ ー ド 番 号   ４３３２           大阪証券取引所ヘラクレス 
（ＵＲＬ http://www.pasona.co.jp/）  本社所在都道府県  東京都 

代 表 取 締 役 
代  表  者 役職名 

グループ代表兼社長 
氏 名 南部 靖之 

問合せ先責任者 役職名 
取 締 役 常 務 執行 役 員 
経 営 企 画 室 長 

氏 名 川崎 悦道 ＴＥＬ (03) 6734－1100 

中間決算取締役会開催日 平成18年１月25日  

米国会計基準採用の有無 無  
 
１．17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         （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 

 
17年11月中間期 
16年11月中間期 

百万円  ％ 
98,247      12.9 
87,016   16.6 

百万円  ％ 
3,123   △21.6 
3,982   37.7 

百万円  ％ 
  3,103    △22.2 

3,990   47.4 

17年５月期 179,156   14.1 8,238    7.7 8,289   13.1 
 

 
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 

 
17年11月中間期 
16年11月中間期 

百万円  ％ 
1,482    △36.1 
2,319   82.2 

円  銭 
3,427    77 
5,422  71 

円  銭 
3,413    85 
5,352  96 

17年５月期 4,363   19.6 9,933  92 9,823  28 
（注）①持分法投資損益 17年11月中間期 △21百万円 16年11月中間期 △23百万円 17年５月期 △31百万円 

 ②期中平均株式数(連結)17年11月中間期 432,616株 16年11月中間期 427,682株 17年５月期 429,841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、対前年中間期増減率 

（２）連結財政状態 
 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 
17年11月中間期 
16年11月中間期 

百万円 
43,526 
39,150 

百万円 
21,509 
18,381 

％ 
49.4  
47.0 

円  銭 
49,707    75 
42,595  58 

17年５月期 42,884 20,644 48.1 47,510  68 

（注）期末発行済株式数(連結) 17年11月中間期 432,725株 16年11月中間期 431,537株 17年５月期 432,560株 
 

（３）連結キャッシュ・フローの状況 

 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

 
17年11月中間期 
16年11月中間期 

百万円 
406 
36 

百万円 
△2,076 
△1,838 

百万円 
△712 
1,151 

百万円 
9,856 
9,790 

17年５月期 5,298 △3,705 175 12,203 
 
（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  36社 持分法適用非連結子会社数  －社  持分法適用関連会社数  ８社 
 

（５）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結（新規）  ５社  (除外)  －社     持分法(新規)  －社  (除外)  １社 
 

２．18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 

 
通  期 

百万円 
203,900 

百万円 
7,470 

百万円 
3,490 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 8,065円 17銭 

（注）１株当たり予想当期純利益につきましては、予定期末発行済株式数432,725株で算出しております。 
 

※上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今

後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

 なお、上記予想に関する事項は14ページをご参照ください。 
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企業集団の状況 

(1) 新規 

 

名称 住所 
資本金 
(百万円)

主要な事業 
の内容 

議決権の 
所有割合 
(％) 

関係内容 

(連結子会社)    

株式会社ＨＲパートナーズ (注)3 東京都千代田区 80 その他の事業 
53.13 

(3.75) 
役員の兼任１名 

株式会社パソナテンプトゥパーム 
                (注)3 

東京都千代田区 60
人材派遣・請負、 
人材紹介事業 

100.00 役員の兼任３名 

株式会社パソナフォーチュン 
                         (注)3 

東京都千代田区 50 その他の事業 83.00 

派遣先 

業務委託先 

役員の兼任３名 

Cannon-Persona Recruitment 
Limited            (注)4 

London, 
UK 

千英ポンド
40

人材派遣・請負、 
人材紹介事業 

100.00 ― 

Pasona Management Consultancy 
(Shenzhen) Co., Ltd.     (注)3 

Shenzhen, 
China 

千香港ドル
100

人材派遣・請負、 
人材紹介事業 

100.00 
(100.00) 

― 

(注) １ 「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ 「議決権の所有割合」欄の（ ）書きは、内数であり、間接所有による議決権の所有割合を示してお      

ります。 

３ 新規設立により連結子会社となっております。 

４ 株式の追加取得により当中間連結会計期間より持分法適用の関連会社から連結子会社となっております。 

    

(2) 除外 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の除外はありません。
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(事業系統図) 

 

 

 

得 

意 

先 

・ 

サ 

ー 

ビ 

ス 

希 

望 

者 

《人材派遣・請負、人材紹介事業》 

《再就職支援事業》 

《ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ事業》 

《その他の事業》 

○ ㈱パソナキャリアアセット 

○ 連結子会社 ※持分法適用関連会社 

当 
 

社 

登
録
ス
タ
ッ
フ
・
求
職
者 

○ ㈱パソナテック 

○ ㈱パソナキャレント 

○ ㈱パソナエンジニアリング 

○ ㈱パソナインシュアランス 

○ ㈱パソナ京都 

○ ㈱パソナオン 

○ ㈱パソナテンプトゥパーム 

○ ㈱パソナエンパワー 

○ ㈱パソナグローバル 

○ ㈱パソナ岡山 

○ ㈱パソナスパークル 

○ ㈱パソナスポーツメイト 

○ ㈱パソナソーシング 

○ ㈱パソナロジコム 

※ ㈱パソナ中九州 

※ ㈱パソナ長崎 

※ ㈱ファイナンシャルサン 

○ Pasona N A, Inc. 

○ Pasona Taiwan Co., Ltd. 

○ Pasona Singapore Pte. Ltd. 

○ Pasona Canada, Inc. 

○ MGR Search and Selection Co., Ltd. 

○ Pasona Employment Agency (Thailand) Co., Ltd.

○ Pelham Search Pacific Limited 

○ Cannon-Persona Recruitment Limited   ＊1 

○ Pasona Asia Co., Limited 

○ Pasona Management Consultancy (Shenzhen) Co.,

   Ltd. 

○ Pelham International Limited 

○ ㈱ベネフィット・ワン 

※ ㈱パソナ・エーディーピー・ペイロール 

※ ㈱全国試験運営センター

○ ㈱パソナアイ 

○ ㈱ＮＡＲＰ 

○ ㈱ＨＲパートナーズ 

○ ㈱ホーム・コンピューティング・ネットワーク 

○ ㈱パソナフォーチュン 

○ ㈱パソナレップパワー 

○ ㈱パソナフォスター 

○ ㈱パソナハートフル 

※ ㈱イー・スタッフィング 

※ ㈱関西雇用創出機構 

※ ㈱関東雇用創出機構 

○ Pasona Education Co., Limited 

＊１ Cannon-Persona Recruitment Limitedは平成17年12月１日をも
ってPasona Europe Limitedに商号を変更いたしました。 
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経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは、「社会の問題点を解決する」の企業理念のもと、さまざまな人と雇用に関する

問題点を解決し、雇用を創造することを社会的使命として事業を展開しています。この理念のもと、

当社では以下のような基本方針を掲げて経営に当たっています。 

① 派遣労働者をはじめ、全ての就労希望者がその能力を充分に発揮できるよう幾重もの雇用インフ

ラを提供し、併せて就労環境の整備、就労条件の改善に継続して取り組んでいきます。これによ

り、ブランド力と信用力を高め、就労希望者の安定確保に努めることで、長期の持続的成長が可

能な体制づくりを目指します。 

② 人材派遣事業をコア事業とし、業界リーダーを目指すため、人材関連事業に経営資源を集中し、

新規分野にも積極的に取り組んでいきます。これにより、就労希望者および顧客ニーズへの対応

力を高め、事業基盤の強化を目指します。 

 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当連結会計年度は期末株主に対し１株当たり1,500円の利益配当を実施する予定です。今後の配当

方針につきましては、成長過程にある人材ビジネス市場で充分な役割を果たすための新規事業投資

や設備投資などの成長資金を確保しつつ、業績に応じた株主還元を実施していく考えであります。 

また、平成17年８月25日に開催された株主総会において、定款の変更を決議し、自己株式取得を

機動的に行えるようにいたしました。今後、事業に必要な資金水準と中長期的な企業価値向上のバ

ランスを勘案しながら弾力的に運用していく考えです。 

ストックオプションについては、中長期的な企業価値拡大のための有効なインセンティブの一つ

として考えており、期待する役割、貢献とのバランスを考慮したうえで、役職員等に付与しており

ます。 

 

(3) 投資単位の引き下げに関する考え方および方針等 

当社は、株式の流動性を高め、投資家層の拡大を図ることを目的として、平成13年12月に株式を

公開して以降、株式分割を二度実施しております。今後も投資単位の引き下げについては重要な資

本政策上の課題であると認識しており、１株当たりの株価水準が50万円を超える状態が継続する場

合には、市場動向や費用対効果等を総合的に判断したうえで、株式分割を検討していく考えです。 

 

 （参考 直近三事業年度の株式分割実施状況） 

決算年月 株式分割実施日 分割比率 

平成15年５月期 平成14年７月22日 １：５ 

平成16年５月期 ― ― 

平成17年５月期 平成16年７月20日 １：３ 
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(4) 目標とする経営指標 

人材関連事業は中長期的には総じて成長市場であると認識しており、派遣労働者や顧客企業をは

じめとする全ての利害関係者に信用され、安心して頂ける信頼関係を継続成長企業の も重要な経

営基盤と考え、そのうえで社会的影響力と財務基盤のバランスのとれた発展を目指しております。

このため、派遣労働者や顧客企業等との健全な取引慣行の積極拡大、浸透を第一に追及し、同時に

収益目標として中長期的に売上成長年率２桁、営業利益率で５％以上を目指します。 

 

(5) 中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

当社グループは、「社会の問題点を解決する」の企業理念のもと、常に新しい雇用インフラを構

築、提供することを通じて社会に貢献し、グループ全体の社会的信頼、企業ブランド、市場シェア

など、人材ビジネスのあらゆる側面において更なる確固たる地位を獲得することを中長期的な経営

目標としています。そのため、 

 ① コア事業である人材派遣事業の更なる強化・拡大 

 ② 成長力あふれる事業ポートフォリオの構築と高付加価値化 

 ③ 企業価値の更なる拡大 

を目指してまいります。 

 

① 人材派遣事業の更なる強化・拡大 

景気変動や少子高齢化等による就業人口の変化といった社会経済状況の変動下においても、社会

に影響力を与え続けられる成長企業であるために、コア事業である人材派遣事業の更なる強化・拡

大が不可欠です。そのために、派遣労働者との確固たる信頼関係を構築するとともに、派遣労働者

の“質”と“満足度”向上に軸足をおいたフォローアップ体制や研修制度・福利厚生の充実、コン

プライアンス（法令遵守）を重視した正しい派遣取引を推進してまいります。加えて、業界のリー

ディングカンパニーとして、就労インフラとしての「派遣」の更なる地位の確立、向上を目指して

まいります。 

② 成長力あふれる事業ポートフォリオの構築と高付加価値化 

人材派遣事業に加えて、業界トップレベルの福利厚生アウトソーシング事業、再就職支援事業に

続き、グループシナジーを 大限に活用しながら、各人材サービス分野でのトップカンパニーとな

るべく、積極的な事業育成に努めます。また、人材ビジネスの一層の強化のために、求人サイトの

運営事業などにも注力するとともに、Ｍ＆Ａなどの外部成長も促進し、名実ともにリーディングカ

ンパニーを目指します。また、就労者と企業双方の多様なニーズに応えるべく、継続してサービス

ラインの拡充に努め、併せてこれらを支援するＩＴ投資や店舗投資などの事業インフラ投資にも積

極的に取り組みます。これにより業界 高品質のサービスをワンストップで提供する体制を整えて

まいります。    

③ 企業価値の更なる拡大 

当社グループが企業として、「社会になくてはならない存在」であり続けることが持続的な成長、

企業価値の拡大につながることを踏まえ、団塊世代の大量退職や少子高齢化による労働力人口減少

に向けたシニア層の雇用機会の拡大や若年層に向けた研修を伴う就労支援や就農支援事業、また主

婦層をはじめとする女性の就労支援など、これまでの雇用創造の歴史、ノウハウを 大限に活用し、
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新たな雇用インフラの構築に果敢に取り組んでまいります。また、これらの実現のため、現在の安

定した財務基盤を維持しつつ、内部留保と株主還元をバランスよく進めてまいります。 

 

(6) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況  

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、当社および業界全体の社会的信用を高め、就労者が安心して働ける会社、顧客企業が安

心して取引できる会社であることが、長期継続成長のための必須の事業基盤であると認識しており、

これが結果として企業価値向上に結びつくものと考えております。このため、以下に記載する内容

を中心施策とし、遵法精神と高い倫理観に基づいたマネジメントを実行するよう努めています。 

 

② コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

a. 会社の機関の内容 

当社は監査役制度の枠組みの中で、監督と執行の分離を進めていく体制として、執行役員制度を

導入しており、現行経営体制は、取締役12名（うち社外取締役３名）、監査役４名（うち社外監査

役２名）および取締役兼務者６名を含む執行役員28名となっています。当中間連結会計期間におけ

る取締役会は臨時取締役会を含めて10回開催しています。また、全社的に影響を及ぼす重要事項に

ついては、多面的な検討を経て慎重に決定するために、原則として月２回、常勤取締役および常勤

監査役で経営会議を組織し、審議しています。執行役員会は、原則として月１回開催され、業務執

行に関しての審議や情報の共有を図っています。 

経営会議の下部組織として、リスク管理や顧客満足度の向上、また業務効率化促進などの具体的

な施策を実施する４つの委員会（コンプライアンス委員会、ＥＳ/ＣＳ委員会、営業基盤委員会、環

境委員会）を部門横断的に設けています。 

また、当社では、社外役員およびアドバイザリーボード（後述e.参照）等により経営の意思決定

プロセスにおける客観評価機能は現行体制下で充分役割を果たしていると認識しておりますが、委

員会等設置会社への移行の是非については、今後も重要な経営課題として慎重に継続検討していく

考えです。 
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b. 内部統制とリスク管理体制 

当社のコーポレート･ガバナンスおよび内部管理体制の概要は下記のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

株 主 総 会

選任・解任 選任・解任 選任・解任 

監査 

代 表 取 締 役

選任・解任 

会

計

監

査

人

監査 

監査 

監査 

ア ド バ イ ザ リ ー ボ ー ド 

社外識者 

取 締 役 会

取締役 

社外取締役

諮問 

監査 

監査 

監査 

監査 

監査 

執 行 役 員 会 議

経 営 会 議

各 業 務 執 行 部 門

内 部 監 査 室

コンプライアンス委員会等

監 査 役 会 

監査役 

社外監査役 

監査 

選任（提案）・解任 

監

査

監

査
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c. 内部監査及び監査役監査、会計監査の状況 

(イ) 内部監査 

社長直属の内部監査室が内部監査規程に基づき、法令および社内諸規程の遵守状況を監視し、

業務上の過誤による不測の事態の発生を防ぐとともに、業務の改善と経営効率の向上等、内部統

制システムの構築、運用状況のチェックを目的として内部監査を実施しています。内部監査室の

人員は室長ほか３名となっておりますが、内部監査規程に基づき、内部監査室長は必要に応じ社

内各部門および社外適任者を監査人に任命し、監査を行うことが可能となっています。往査によ

る監査は支店またはチーム単位（ 小組織単位）に加えて関係会社も対象としております。監査

結果は内部監査室の意見を添え書面により社長宛に報告、同時に写しを常勤取締役、常勤監査役、

被監査部門担当役員（もしくは執行役員）および被監査部門長に対し報告、業務処理の適正性の

確認と早期改善指導に役立てています。また、平成17年６月より監査結果は原則月１回開催され

る内部監査報告会（社長、常勤取締役、常勤監査役出席）においても報告され、改善、指導事項

を共有化しています。 

 

(ロ) 監査役監査 

当社の監査役会は、常勤監査役２名と社外監査役２名の４名で構成されており、当中間連結会

計期間において監査役会は７回開催されております。監査役は、経営会議や執行役員会等の重要

な会議への出席、取締役および関係会社幹部からの営業報告の聴取、重要な文書・帳票等の閲覧、

会計監査人との協議、内部監査室との定例会議等の監査活動により、業務執行状況全般を監視し

ており、監査結果は取締役会に対し文書または口頭で報告し、必要に応じて助言または是正の勧

告を行っています。 

 

(ハ) 会計監査 

当社は、商法に基づく会計監査人および証券取引法に基づく会計監査を中央青山監査法人に委

嘱していますが、同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間に

は、特別の利害関係はありません。 
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d. 会社と社外取締役・監査役の人的関係、資本的関係、その他の利害関係の概要 

社外取締役３名のうち、相原宏徳氏はトランスキュー・テクノロジーズ株式会社の取締役会長

であり、平澤創氏は株式会社フェイスの代表取締役社長であり、衛藤博啓氏はみずほ信託銀行株

式会社の顧問であります。トランスキュー・テクノロジーズ株式会社および株式会社フェイスと

当社グループとの間には、経常的な取引以外の取引関係はありません。 

社外監査役２名のうち、早川吉春氏は株式会社霞経営研究所の代表取締役であり、秋元勇巳氏

は三菱マテリアル株式会社名誉顧問であります。株式会社霞経営研究所と当社との間にＱＭ義塾

社長大学の運営費に係る少額の取引（諸会費）がありますが、当該取引は同社との定型的な取引

であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。 

 

e. コーポレートガバナンス充実に向けた 近１年間における実施状況 

当社では、経営全般に多様な視点を導入し、各種施策への社会的評価を反映することを目的と

して、平成17年８月25日付けで社外取締役を１名増員しているほか、有識者で構成するアドバイ

ザリーボードを設置し、取締役会の諮問機関と位置づけて運営しています。アドバイザリーボー

ドの任期は原則１年とし、当中間連結会計期間は２回開催しました。提出日現在のアドバイザリ

ーボードは以下のメンバーにより構成されております。 

   石原 信雄 財団法人地方自治研究機構    理事長 

   児玉 幸治 財団法人日本情報処理開発協会   会長 

   諸井 虔  太平洋セメント株式会社    相談役 

   鷲尾 悦也 財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会 理事長 

   相原 宏徳 当社社外取締役（トランスキュー・テクノロジーズ株式会社 取締役会長） 

また、コンプライアンス、個人情報保護等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にお

いて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行っています。こ

のほか、ＣＳ部を事務局として部門横断的にコンプライアンス委員会を組織しており、原則毎月

１回、全社に影響を及ぼすコンプライアンス上の重要事項について対応協議に努めています。 

 

 (7) 親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 (8) その他会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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経営成績および財政状態 

(1) 経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油高など不透明な要因は残るものの、好調な企業

部門を主因に景気は緩やかな回復を続けております。雇用情勢においても、完全失業率は自発的失

業者の増加により、横ばい傾向が続きましたが、実質的な雇用環境は改善しており、企業における

雇用の過剰感は解消し、不足感が強まってきています。 

このような環境のもと、企業からの人材派遣需要は堅調に推移しており、当社グループにおいて

は、積極的な営業展開とともに、人材派遣事業の鍵となる「人材確保」のために、派遣労働者の支

払単価の引上げなど、優秀人材の囲い込み施策を実施した結果、連結売上高は、98,247百万円（前

年同期比12.9％増）と２桁成長を持続しました。 

利益面では、派遣労働者の支払単価引上げなど、コア事業である人材派遣事業の拡大策に伴う積

極投資などにより、連結営業利益は3,123百万円（前年同期比21.6％減）、連結経常利益は3,103百

万円（前年同期比22.2％減）、連結当期純利益は1,482百万円（前年同期比36.1％減）と、期初計画

を上回る業績ではあるものの、前年同期比では増収減益となりました。 

 

  事業の種類別セグメントの業績（セグメント間内部取引消去前）は次のとおりです。 

① 人材派遣・請負、人材紹介事業 売上高91,673百万円、営業利益2,831百万円 

 （人材派遣・請負事業） 売上高89,610百万円 

   電機や自動車など製造業からの受注が前連結会計年度に続き堅調に推移したことに加えて、金融

業界からの引き合いも増加しており、企業需要については引き続き伸長しています。職種別では、

企業業績の改善を受けて、クラリカル（一般事務）が前年同期比17.2％増と大幅に拡大しました。

また、子会社のパソナテックが展開しているＩＴエンジニアについても、インターネット技術者や

ウェブクリエーターなどの職種が拡大しています。また、需要の強い大都市圏と地方で人材需要の

地域格差が見られました。 

   一方、派遣労働者の供給については、雇用情勢の好転に伴い、良質な派遣労働者の確保が業界共

通の課題となっています。当社では、より質の高い派遣労働者を獲得するべく、マイコーチ（担当

者）制などのきめ細やかなマッチング体制を構築していますが、新規登録者数は首都圏を中心に減

少傾向が見られました。 

   しかしながら、前連結会計年度より派遣労働者への福利厚生や研修制度の拡充などの施策ととも

に、一昨年の12月より派遣労働者への支払単価を引上げるなど、優秀な派遣人材の囲い込み策を強

化した結果、派遣期間の長期化がさらに進み、派遣契約終了者数が大幅に減少するなど、派遣稼働

者数を積み増すことができました。 

   また、長らく下落傾向が続いていた派遣料金についても、昨年３月より企業への請求単価の改定

をすすめており、平均請求単価はおおよそ２年前の水準にまで戻りつつあります。当社グループが

指向する“質”の重視への理解が得られるよう、引き続き努力してまいります。 

   以上の結果、人材派遣・請負事業の売上高は89,610百万円（前年同期比12.3％増）となりました。 
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（人材紹介事業） 売上高2,062百万円 

   企業の中途採用意欲の高まりとともに、国内の転職市場は引き続き活況を呈しています。当社グ

ループにおいても、金融業界やＩＴ、製造業界からの受注が大きく伸長しており、紹介件数も堅調

に推移しました。子会社のパソナテックが展開しているＩＴ人材の転職、また、パソナキャレント

が展開しているキャリア転職や女性の転職市場も拡大しています。 

      加えて、直接雇用を前提として 長６ヶ月間の派遣期間を設け、その後、紹介をするという「紹

介予定派遣」が拡大しており、これらにより、国内の人材紹介事業は1,330百万円（前年同期比

23.5％増）と順調に推移しました。 

   しかしながら、海外での人材紹介事業においては、企業の要望に沿った人材を探して紹介する、

エグゼクティブサーチ事業が伸び悩んだことにより、732百万円（前年同期比16.3％減）と前年を下

回る結果となりました。 

   以上の結果、人材紹介事業の売上高は2,062百万円（前年同期比5.7％増）となりました。 

   

   利益面では、人材派遣事業における優秀人材の囲い込みを目的とした、派遣労働者の支払単価の

引上げにより派遣人件費が増加し、また、これに伴い、適用される社会保険料率も上昇いたしまし

た。企業への派遣料金の引上げを昨春より実施していることから、第１四半期を底に粗利率は改善

してきていますが、改善スピードが緩やかであるため、利益へのマイナス要因となりました。これ

らにより、人材派遣事業の粗利率が前年同期比で0.9ポイント低下しました。 

   販管費については、業容拡大に伴う人件費の増加に加えて、前連結会計年度に実施した登録拠点

の移転・拡張による施設費の増加などがありましたが、派遣労働者の募集費を前年同期比横ばいで

抑えたことなどにより、セグメントの売上高販管費比率は前年比で0.4ポイントの増加にとどまりま

した。また、収益性の高い人材紹介事業が、主に海外要因により伸び悩んだため、人材派遣事業の

粗利率低下を埋めることができず、セグメントの営業利益率は1.1ポイント悪化しました。 

 

      以上の結果、セグメントの売上高は91,673百万円（前年同期比12.2％増）と２桁増収を維持した

ものの、営業利益は2,831百万円（前年同期比16.7％減）と前年同期比で減益となりました。 

 

② 再就職支援事業  売上高1,898百万円、営業利益486百万円 

     企業の大型リストラが一巡したものの、再就職支援の早期化と決定率の向上に努めた結果、利用

企業からの需要が伸び、当社グループの受注高は引き続き過去 高を記録しました。また、これま

での再就職支援のノウハウを活かした自治体のジョブカフェ運営事業など、パブリックマーケット

での売上も拡大しています。一方で、業界の競争激化に伴う、契約単価の下落が続いており、サー

ビスレベルの維持を図りつつ、コンサルティング手法を改善し、効率化に努めましたが、結果、売

上高は1,898百万円（前年同期比0.7％増）と微増ながら、営業利益は486百万円（前年同期比11.9％

減）と前年同期比で減益となりました。 
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③ アウトソーシング事業  売上高4,064百万円、営業利益110百万円 

     福利厚生のアウトソーシング事業では、大企業や官公庁を中心に、福利厚生を含む人事制度の見

直しやアウトソーシングの導入が促進されており、市場は引き続き拡大傾向にあります。業界トッ

プの地位を有する当社グループでは、カフェテリアプランや福利厚生全般のソリューション営業な

ど高付加価値な提案営業を強化することで会員を獲得し、競争激化の環境下においても高い成長力

を維持しています。また、当中間連結会計期間は法人顧客に対する特典事業「カスタマー・ロイヤ

リティ・プログラム」（会員制ショッピング事業と福利厚生事業サービスコンテンツの融合）や富

裕層向け「プレステージ・ゴールド」などの新規事業にも取り組んだことにより、売上高は4,064百

万円（前年同期比47.6％増）と大幅な増収となりました。 

   利益面でも、会員向けガイドブックの制作等の費用や、夏期休暇に伴うオペレーションの強化な 

  どの季節要因があるにもかかわらず、コスト抑制を含めた効率的な運営により、営業利益が110百万 

  円（前年同期は38百万円の損失）と大幅な増益を達成しました。 

 

④ その他の事業  売上高1,024百万円、営業損失302百万円 

   保育事業や海外での語学教育事業に加えて、新規事業である求人サイト運営事業などにより、売 

上高は1,024百万円（前年同期比1.8％増）と微増となりました。しかし、求人サイト運営事業のプ

ロモーション費用などの先行投資や、その他の新規事業における創業赤字負担もあり、営業損失は

302百万円（前年同期は62百万円の利益）となりました。 

 

 

(2) 経営成績の分析  

① 売上高 

   当中間連結会計期間の売上高は、前年同期に比べ11,230百万円増の98,247百万円となりました。

売上高増加の主因は、売上高の９割を占める主力の人材派遣・請負事業が、9,822百万円増となった

ことによります。人材紹介事業は国内事業は堅調に伸びましたが、海外事業が減収となったことに

より、増収幅は微増となりました。再就職支援事業、その他事業の増収幅は大きくなく、ほぼ横ば

いにとどまりましたが、アウトソーシング事業が企業や官公庁からの需要増に対応し、順調に会員

数を伸ばした結果、1,298百万円増と大幅増収を達成しました。 

 

② 営業利益 

    当中間連結会計期間の営業利益は、前年同期に比べ859百万円減益の3,123百万円となりました。

人材派遣事業における粗利率の低下により、全体の売上総利益率が前年同期比で0.8ポイント悪化し、

19.8％となりました。販売費及び一般管理費については、事業拡大に伴う人員拡充やオフィスの移

転などに加えて、新規事業のプロモーション費用などの積極投資により、前年同期比17.2％増の

16,290百万円となり、売上高販管費比率は16.6％と前年同期比0.6ポイント増となっています。 
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  ③ 特別損益 

   前中間連結会計期間では、子会社上場等に伴う持分変動によるみなし売却益403百万円を特別利益

に、また本社移転費用254百万円を特別損失に計上しましたが、当中間連結会計期間における特別損

益は固定資産の除却損60百万円などとなっています。 

 

④ 中間純利益 

     当中間連結会計期間の中間純利益は、前年同期に比べ836百万円減益の1,482百万円となりました。

これは、売上総利益率の低下による営業利益の減少に加えて、前年同期に特別利益が計上されたこ

とによるものです。この結果、１株当たりの中間純利益は3,427円77銭と前年同期比1,994円94銭の

減少となっています。 

 

(3) 財政状態およびキャッシュ・フロー 

  ① 財政状態 

   当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べて641百万円増加（1.5％増）し、

43,526百万円となりました。株主資本は、前連結会計年度末に比べて864百万円増加（4.2％増）し、

21,509百万円となりました。株主資本比率は、前連結会計年度末に比べて1.3ポイント上昇し、

49.4％となりました。 

   主な増減としては、資産の部では流動資産が31,660百万円と前連結会計年度末に比べて1,085百万

円の減少（3.3％減）となりました。これは法人税等の支払いおよび配当金の支払いにより現金及び

預金が9,407百万円と前連結会計年度末に比べて2,337百万円減少（19.9％減）したこと、受取手形

及び売掛金が19,129百万円と前連結会計年度末に比べて1,132百万円増加（6.3％増）したことなど

によるものです。固定資産は11,865百万円と前連結会計年度末に比べて1,727百万円の増加（17.0％

増）となりました。これは子会社における施設の購入などにより有形固定資産が3,509百万円と前連

結会計年度末に比べて445百万円増加（14.6％増）したこと、子会社株式の追加取得による連結調整

勘定などにより無形固定資産が2,213百万円と前連結会計年度末に比べて800百万円増加（56.6％

増）したことなどによるものです。 

   負債の部では流動負債が17,395百万円と前連結会計年度末に比べて521百万円の減少（2.9％減）

となり、固定負債が1,337百万円と前連結会計年度末に比べて150百万円の増加（12.7％増）となり

ました。 
 

② キャッシュ・フローの状況 

      当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は2,347百万円減少（前中間連結会計期間は636

百万円の減少）し、当中間連結会計期間末現在の残高は9,856百万円となりました。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を以下に記載します。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

税金等調整前中間純利益は前年同期比974百万円減の3,038百万円となりましたが、売上債権の増

加額が1,129百万円、法人税等の支払額が1,266百万円であったことなどにより、営業活動による資

金の増加は406百万円（前中間連結会計期間は36百万円の増加）となりました。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

主に有形固定資産の取得による支出706百万円、ソフトウェアなどの無形固定資産の取得による支

出472百万円、子会社株式の追加取得による支出685百万円、その他投資活動による支出300百万円な

どにより、投資活動による資金の減少は2,076百万円（前中間連結会計期間は1,838百万円の減少）

となりました。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

配当金の支払721百万円などにより、財務活動による資金の減少は712百万円（前中間連結会計期

間は1,151百万円の増加）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローが前中間連結会計期間に比べ1,863百万円減少しているのは、

前中間連結会計期間に行った子会社の公募・売出による少数株主の払込額が953百万円減少している

こと、ストックオプションの行使による株式の発行による収入が615百万円減少していること、配当

金の支払額が395百万円増加していることなどによるものです。 

 

（キャッシュ・フロー指標のトレンド） 

 平成15年11月 平成16年11月 平成17年11月 

自己資本比率 40.8％ 47.0％ 49.4％

時価ベースの 

自己資本比率 
321.2％ 331.8％ 277.4％

債務償還年数 4.4年 40.1年 0.8年

インタレスト・カ 

バレッジ・レシオ 
10.9 2.0 59.2

 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 

 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算出しております。 

 ※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。 

 ※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息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。 

 

(4) 通期の見通し 

当下期から来期にかけても、引き続き、企業の人材需要は強く推移すると同時に、人材の逼迫感

はさらに高まると思われます。当社では、優秀人材の囲い込み策として、支払単価の引上げなどを

実施しており、すでに長期派遣終了者数の減少など一定の効果があらわれてきていることから、長

期派遣稼働者数の増加にもつながっています。 

また、派遣料金の引上げについても、人材の逼迫感に加えて、正社員の賃金アップなど、環境も

好転していることから、期初想定よりもスピードは緩やかではありますが、今後も上昇基調で推移

すると見込んでいます。 



ファイル名:18期SQ短信連結①.doc 更新日時:1/24/2006 11:06 AM 印刷日時:06/01/24 12:31 
 

終稿 

― 15 ― 

一方で、派遣労働者の新規獲得については、首都圏を中心に当面厳しい状況が続くものと考えて

おります。当社では、支払単価はもとより、福利厚生や研修制度の充実により、派遣労働者からの

友人・知人の紹介（いわゆる口コミ）を広げることで、より質の高い人材の確保に努めていますが、

さらに人材獲得を強化するべく、①マイコーチ（担当者）制度の一層の効率運営、②モバイル（携

帯電話）による簡易登録の導入などの施策を実施する予定です。 

これらの前提のもと、通期の売上高については、概ね期初計画どおりの203,900百万円（前年同期

比13.8％増）となる見通しです。 

しかしながら、①企業への人材派遣料金の請求単価の引上げが期初計画よりも緩やかであるため、

粗利率の改善時期がずれ込んでいること、②派遣人件費の増額により、社会保険料の負担が増加し、

原価率があがっていること、③新規事業の創業赤字の幅が拡大していることなどの要因により、利

益については、経常利益は7,470百万円（前年同期比9.9％減）、当期純利益は3,490百万円（前年同

期比20.0％減）と当初計画を下回る見通しとなりました。 

 

 (5) 事業等のリスク  

当社グループの事業活動や財務状況、経営成績は、今後起こりうるさまざまな要因による影響を

受ける可能性があります。以下には、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性がある

と考えられる主な事項を記載しております。 

 

① 個人情報および機密情報の管理について 

      当社グループの各事業においては、派遣登録者、職業紹介希望者および再就職支援サービスご利

用者等、多数の個人情報をお預かりしております。当社グループでは、人材ビジネスにかかわる企

業の果たすべき責任として、「個人情報に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項ＪＩＳ 

Ｑ 15001および個人情報保護に関する法令、規範」に基づき、個人情報保護方針を策定し、役職員

教育の徹底、技術面および組織面における合理的な予防・是正措置を講じております。特に、個人

情報を取り扱う部門においては、定期的にリスクの見直しを行い、必要な対応策を実施しており、

内部監査室において随時管理状況の監査をしております。 

また、当社グループの派遣労働者については、派遣従業員就業規則、派遣従業員秘密情報保持規

程を定めるとともに、派遣就業開始時には誓約および承諾書の提出を求め、派遣先の秘密の保持義

務その他就業上のルール遵守を確認してから派遣開始しております。 

こうした当社グループの取組みにも関わらず、各種規程類等の遵守違反、不測の事態等により個

人情報が外部に漏洩した場合、損害賠償請求や社会的信用の失墜等により、当社グループの業績お

よび財務状況が影響を受ける可能性があります。 

 

② 派遣労働者の確保について 

人材派遣事業では、その事業の性質上、派遣労働者の確保が非常に重要であり、当社グループは、

派遣就業希望者をインターネット、新聞、雑誌等による広告や既登録者からの紹介などにより募集

しております。また、当社グループでは、登録拠点の立地条件や店舗設備の充実、給与・福利厚生

面での就労条件の充実、登録者一人一人のニーズに応じた就業機会を提供する担当者（マイコー

チ）制の導入、教育・研修の拡充などにより、派遣労働者の満足度を高めることに継続努力し、派
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遣労働者の安定確保に努めております。しかしながら、このような施策によりましても、派遣需要

に対して充分な派遣労働者の確保を行えなかった場合、当社グループの業績が影響を受ける可能性

があります。 

 

③ 派遣料金について 

人材派遣事業においては、派遣先企業に稼働時間単位または月単位で派遣料金を請求して売上計

上しており、売上原価として、業務内容や能力に応じて労働時間単位で派遣労働者に支払う給与お

よびこれに伴う法定福利費、有給休暇取得費用、その他の費用を計上することを基本としておりま

す。当社グループは適正価格による取引、適正水準の給与支払いに努めており、派遣給与支払い水

準の引上げの際には請求料金についても値上げするべく派遣先企業との料金交渉に取り組んでおり

ます。しかしながら、派遣先企業との料金値上交渉が不調に終わった場合、当社グループの業績が

影響を受ける可能性があります。 

 

④ 再就職支援事業について 

再就職支援事業では、会社都合による企業の退職者または退職予定者に対して、次の再就職先が

決定するまでの間、職務経歴書作成、面接対策、求人情報の提供、メンタルケアなどの支援を行う

ため、全国各地に求職活動を行うための施設を備えた店舗を有し、コンサルタントを配置して、こ

うしたサービスの提供にあたっております。再就職支援事業は経済環境の影響を受けやすく、その

収益性は、各拠点における受注動向や受注料金水準、再就職決定状況等により変動することが考え

られます。当社グループでは積極的な受注活動を行う一方で、利用者ごとに担当者を配して再就職

活動状況を詳細に把握し、カウンセリングと求人情報収集に注力することで早期再就職決定に努め

ておりますが、各拠点やコンサルタントの配置は必ずしも情勢に応じて、機動的に変更できるとは

限らず、再就職の状況など各拠点の運営状況によっては経費負担割合が上昇し、当社グループの業

績が影響を受ける可能性があります。 

 

⑤ アウトソーシング事業について 

福利厚生のアウトソーシング事業は、主に顧客企業が株式会社ベネフィット・ワンと契約するこ

とにより法人会員となり、法人会員の従業員がベネフィット・ワンと契約関係にあるサービス提供

企業の運営する宿泊施設やスポーツクラブ、各種学校等の福利厚生メニューを会員価格で利用でき

るサービスです。 

ベネフィット・ワンは法人会員から入会金および従業員数に応じた月会費を収受し、従業員が宿

泊施設等を利用した際に、加入コースに応じ補助金を支給します。補助金の伴う施設の利用率が増

加し、補助単価が不変であれば、収入に対する補助金負担の割合が増大し、当社グループの業績が

影響を受ける可能性があります。 
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 ⑥ 法的規制について 

a. 人材派遣・請負、人材紹介事業 

（イ）人材派遣・請負事業 

ⅰ．事業の許認可について  

当社グループの主な事業である人材派遣事業は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣

労働者の就業条件の整備等に関する法律」（以下、労働者派遣法）に基づき、主として一般労働者

派遣事業（登録型の人材派遣事業）として厚生労働大臣の許可を取得して行っている事業でありま

す。労働者派遣法は、労働者派遣事業の適正な運営を確保するために、派遣事業を行う者（派遣元

事業主）が、派遣元事業主としての欠格事由に該当したり、法令に違反したりする場合には、事業

の許可を取り消され、または事業の停止を命じられる旨を定めております。当社グループではＣＳ

部を中心に必要に応じ適正な派遣取引のためのガイドラインを作成し、適宜社員教育に努めるとと

もに、内部監査制度等により関連法規の遵守状況を日頃より監視し、法令違反等の未然防止に努め

ております。しかしながら、万一当社グループおよび当社グループ従業員による重大な法令違反等

が発生し、事業許可の取り消し、または、業務停止を命じられるようなことがあれば、一般労働者

派遣事業を行えなくなることが考えられます。また、労働者派遣法および関係諸法令については、

労働市場をとりまく状況の変化等に応じて今後も適宜改正が予想され、その変更内容によっては、

当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。 

 

ⅱ．派遣対象業務について 

平成11年12月の労働者派遣法改正前においては、労働者派遣を行うことができる業務が26の専門

的業務（以下、「政令26業務」という）に限定されておりましたが、同法改正により、労働者派遣

の対象業務は港湾運送、建設、警備、医療関係、物の製造業務などの一部の業務を除いて自由化さ

れました。さらに、平成16年３月には物の製造業務に関わる派遣および医療関係業務への紹介予定

派遣（派遣期間終了後に派遣先が派遣労働者を社員として採用することを前提とした派遣）が解禁

されています。現在、対象業務は原則的に自由化されていますが、未だ許可されていない業務があ

ることから、将来の人材派遣事業の拡大に制約を受ける可能性があり、当社グループの業績が影響

を受ける可能性があります。 

 

ⅲ．派遣期間制限について 

労働者派遣法の規定により、現在では、派遣先は、平成11年12月に解禁となった業務については

原則１年（ 高３年までの期間で、派遣先が従業員の過半数を代表する者の意見を聴取し受け入れ

期間を延長した場合は、その期間）を超える期間、物の製造業務については１年間を超える期間、

派遣就業の場所ごとにおける同一の業務について、派遣会社から継続して労働者派遣を受け入れて

はならないことになっており、派遣会社側もそのような派遣を行わないように定められております。

派遣会社は派遣期間の制限に違反することとなる日の前日までに派遣先と派遣労働者に派遣停止を

通知し、派遣先が派遣期間の制限日を超えて当該派遣労働者を引き続き使用する場合は、派遣先に

よる雇用契約の申込が義務づけられております。 

また、政令26業務については派遣期間に制限はありませんが、３年を超えて同一の派遣労働者を
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受け入れている派遣先が、当該業務で労働者を雇い入れようとするときは、当該３年を超えて受け

入れている派遣労働者を優先雇用すべく派遣先による雇用契約の申込が義務づけられております。 

こうした派遣期間制限により、派遣先の派遣労働者への雇用契約の申込が増加し、派遣労働者が

派遣先との直接雇用契約へと移行する場合、派遣労働者の減少につながり、当社グループの業績が

影響を受ける可能性があります。 

 

（ロ）人材紹介事業 

当社グループが行う人材紹介事業は、職業安定法に基づき、有料職業紹介事業として厚生労働大

臣の許可を受けて行っている事業であります。平成11年12月には、職業安定法の改正を受けて、取

扱職業の拡大、紹介手数料制限の緩和および新規学卒者の職業紹介が可能となっているほか、平成

12年12月には人材派遣事業と人材紹介事業の兼業規制に関する緩和が行われており、いわゆる紹介

予定派遣が可能となっております。 

人材紹介事業についても、一定の要件を満たさない場合には人材派遣事業と同様に許可の取消し、

事業の停止といった措置が規定されていることから、同様のリスクが想定されます。 

 

b. 再就職支援事業 

再就職支援事業は、収益構造やビジネスモデルは人材紹介事業とは異なりますが、求職者を求人

企業に紹介するという点において前述の人材紹介事業と同様の規制、指導および監督を受けること

から、同様のリスクが想定されます。 

 

⑦ 社会保険料負担について 

近年、社会保険の未加入者の増加が社会問題化しており、登録型派遣の業界においても同様の問

題の存在が指摘されているところです。当社グループでは、現社会保険制度において社会保険加入

対象となる派遣労働者の完全加入を徹底しております。社会経済情勢の変化等によって、社会保険

制度の改正が行われ、保険料率や被保険者の範囲などに変更がある場合には、当社グループの業績

に影響を与えることがあります。 

なお、平成16年の年金制度改革により、標準報酬月額に対する厚生年金保険料会社負担分の料率

は、平成16年10月時点の1,000分の69.67から、平成29年まで毎年1,000分の1.77ずつ引き上げられ、

平成29年以降は1,000分の91.5で固定することとなっております。 

 

⑧ 当社代表取締役南部靖之およびその近親者の出資する会社との関係について 

平成17年11月末現在、当社代表取締役南部靖之およびその近親者（同氏の二親等内の近親者）、

同氏およびその近親者が議決権の過半数を所有する会社（以下「南部エンタープライズグループ各

社」という）が合計で当社株式の45.6％を所有しております。従って、南部靖之は、取締役の選

任・解任、配当決定、合併またはその他の企業結合の承認など、当社株主総会の承認を要する全て

の事項に影響力を有しております。 

また、当社グループは、南部エンタープライズグループ各社との間の人的関係、競合関係、必然

性のない取引関係については、下記方針に従い対処しております。 

a.当社グループ役員は南部エンタープライズグループ各社の役員を兼任しない 
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b.当社グループと南部エンタープライズグループ各社との競合関係の解消または競合関係にある

会社との資本関係の解消・希薄化 

c.南部エンタープライズグループ各社による「パソナ」や「Pasona」に関する商号・商標の使用

禁止 

d.当社グループと南部エンタープライズグループ各社との必然性のない取引の解消 

 

⑨ 事業投資について 

a. 子会社・関連会社への投資 

平成17年11月末現在、当社は連結子会社36社、持分法適用関連会社８社に出資しており、これら

関係会社株式は単体総資産の31.4％を占めています。 

関係会社のうち、上場子会社などは市場動向に株価が左右されることもあり、今後の動向によっ

ては関係会社株式の評価替えなどにより、単体の業績や資産の額に影響を与える可能性があります。 

また、当社は当中間連結会計期間において、新規設立等により、新たに子会社５社を連結してお

り、今後についても、顧客企業や就労者の多様なニーズに応じた新規事業投資を積極的に行ってい

く考えであります。新規の事業投資については、進捗状況を常に把握し、既存グループ事業インフ

ラや営業網の活用等による早期育成に取り組んでおりますが、こうした取組みにも関わらず期待し

た収益を生まない場合には、連結損益に影響を与える可能性があります。 

 

b. 企業買収について 

当社グループは、本業の強化補強を図る有効な手段として、積極的に人材関連の企業買収等に取

り組んでいきたいと考えております。買収に当たっては、インハウス系（親会社のグループ、系列

企業への人材派遣を主目的に設立された派遣会社）や専門特化した分野で強みを持つ派遣会社およ

び周辺事業分野での有力企業を対象とすることで、当社グループの事業領域の補完、連結収益力の

向上を図ってまいりたいと考えております。 

こうした企業買収に伴い多額の資金需要が発生する可能性があるほか、連結調整勘定の償却等が

業績に影響を与える可能性もあります。また、これらの買収が必ずしも当社グループの見込みどお

りに短期間で連結収益に貢献するとは限らず、貢献に時間を要する場合があります。 
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中間連結財務諸表 

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(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   9,331 9,407  11,745

２ 受取手形及び売掛金   18,039 19,129  17,997

３ 有価証券   461 461  461

４ たな卸資産   208 234  333

５ 繰延税金資産   740 757  803

６ その他   1,310 1,736  1,474

貸倒引当金   △74 △67  △69

流動資産合計   30,018 76.7 31,660 72.7  32,745 76.4

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物  1,368 2,030 1,851 

(2) 土地  656 793 656 

(3) その他  381 2,405 6.1 685 3,509 8.1 555 3,063 7.1

２ 無形固定資産    

(1) ソフトウェア  1,098 1,409 1,209 

(2) 連結調整勘定  182 717 117 

(3) その他  85 1,365 3.5 87 2,213 5.1 86 1,413 3.3

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  748 1,193 972 

(2) 長期貸付金  132 243 66 

(3) 繰延税金資産  901 601 549 

(4) 敷金及び保証金  2,828 3,068 2,986 

(5) その他  819 1,140 1,157 

貸倒引当金  △69 5,361 13.7 △105 6,142 14.1 △70 5,662 13.2

固定資産合計   9,132 23.3 11,865 27.3  10,138 23.6

資産合計   39,150 100.0 43,526 100.0  42,884 100.0
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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(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金   371 440  721

２ 短期借入金   1,449 310  307

３ 未払金   2,124 1,705  2,169

４ 未払費用   7,215 8,240  8,542

５ 未払法人税等   1,124 1,520  1,414

６ 未払消費税等 ※２  1,488 1,731  2,047

７ 賞与引当金   1,187 1,247  1,183

８ その他   1,979 2,199  1,529

流動負債合計   16,941 43.3 17,395 40.0  17,916 41.8

Ⅱ 固定負債    

１ 長期未払金   229 24  124

２ 繰延税金負債   5 89  5

３ 退職給付引当金   353 492  398

４ 役員退職慰労引当金   547 716  646

５ その他   19 14  12

固定負債合計   1,154 2.9 1,337 3.1  1,187 2.8

負債合計   18,096 46.2 18,733 43.1  19,104 44.6

    

(少数株主持分)    

少数株主持分   2,673 6.8 3,283 7.5  3,135 7.3

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   8,232 21.1 8,297 19.0  8,285 19.3

Ⅱ 資本剰余金   7,367 18.8 7,432 17.1  7,420 17.3

Ⅲ 利益剰余金   2,776 7.1 5,562 12.8  4,821 11.2

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  △0 △0.0 188 0.4  124 0.3

Ⅴ 為替換算調整勘定   5 0.0 28 0.1 △6 △0.0

資本合計   18,381 47.0 21,509 49.4 20,644 48.1

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  39,150 100.0 43,526 100.0 42,884 100.0

    

 
 



18期SQ短信連結②.doc                    更新日時:1/24/2006 9:49 AM 印刷日時:06/01/24 12:33 
終稿 

―22― 

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(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   87,016 100.0 98,247 100.0  179,156 100.0

Ⅱ 売上原価   69,128 79.4 78,833 80.2  141,925 79.2

売上総利益   17,888 20.6 19,414 19.8  37,231 20.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  13,905 16.0 16,290 16.6  28,992 16.2

営業利益   3,982 4.6 3,123 3.2  8,238 4.6

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  4 7 20 

２ 国庫補助金収入  11 10 22 

３ 受取保険金  ― 8 ― 

４ 消費税等免税益  18 ― 70 

５ 消費税還付金  14 ― ― 

６ その他  34 82 0.1 34 60 0.1 65 178 0.1

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  11 6 20 

２ 持分法による 
  投資損失 

 23 21 31 

３ コミットメントライン 
  手数料 

 8 21 34 

４ 新株発行費償却  20 1 21 

５ その他  10 75 0.1 29 80 0.1 19 128 0.1

経常利益   3,990 4.6 3,103 3.2  8,289 4.6

Ⅵ 特別利益    

１ 持分変動によるみな 
  し売却益 

 403 ― 393 

２ 貸倒引当金戻入益  4 408 0.5 ― ― ― 7 401 0.2

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除売却損 ※２ 33 60 88 

２ 投資有価証券売却損  ― ― 0 

３ 関係会社株式売却損  ― ― 6 

４ 持分変動によるみな 
  し売却損 

 ― 4 ― 

５ 本社移転費用 ※３ 254 ― 254 

６ 役員特別退職慰労金  97 384 0.5 ― 64 0.1 97 447 0.2

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

  4,013 4.6 3,038 3.1  8,243 4.6

法人税、住民税 
及び事業税 

 1,055 1,426 2,691 

法人税等調整額  498 1,553 1.8 △20 1,405 1.4 698 3,389 1.9

少数株主利益   140 0.1 150 0.2  490 0.3

中間(当期)純利益   2,319 2.7 1,482 1.5  4,363 2.4
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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 
(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(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)    

Ⅰ 資本剰余金期首残高  7,046 7,420  7,046

Ⅱ 資本剰余金増加高    

 １ 増資による新株式の発行  320 320 12 12 373 373

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末)
残高 

 7,367 7,432  7,420

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高  796 4,821  796

Ⅱ 利益剰余金増加高    

 １ 中間(当期)純利益  2,319 2,319 1,482 1,482 4,363 4,363

Ⅲ 利益剰余金減少高    

 １ 配当金  283 648  283 

 ２ 役員賞与  55 339 92 741 55 339

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)
残高 

 2,776 5,562  4,821
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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(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

税金等調整前中間(当期)
純利益 

 4,013 3,038 8,243

減価償却費  292 437 682

その他償却費  64 6 69

連結調整勘定償却額  70 22 134

貸倒引当金の増加額 
（△減少額） 

 △3 31 △7

賞与引当金の増加額  79 63 75

退職給付引当金の増加額  84 94 129

役員退職慰労引当金の 
増加額 

 12 70 110

受取利息及び受取配当金  △5 △9 △23

支払利息  11 6 20

為替差損(△差益)  △4 7 △4

持分法による投資損失  23 21 31

持分変動によるみなし 
売却損（△売却益） 

 △403 4 △393

固定資産除売却損  33 60 88

本社移転に伴う固定資産 
除売却損 

 124 ― 124

投資有価証券売却損  ― ― 0

関係会社株式売却損  ― ― 6

売上債権の増加額  △2,137 △1,129 △2,098

たな卸資産の減少額 
（△増加額） 

 18 98 △107

その他資産の増加額  △182 △292 △294

営業債務の増加額 
(△減少額) 

 △102 △707 1,456

未払消費税等の減少額  △636 △332 △76

その他負債の増加額  453 272 377

役員賞与の支払額  △61 △107 △61

小計  1,745 1,657 8,486

利息及び配当金の受取額  9 21 20

利息の支払額  △17 △6 △24

法人税等の支払額  △1,700 △1,266 △3,182

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 36 406 5,298
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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(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

定期預金の減少額 
(△増加額) 

 △169 79 △414

有形固定資産の取得 
による支出 

 △775 △706 △1,766

有形固定資産の売却 
による収入 

 10 ― 15

無形固定資産の取得 
による支出 

 △196 △472 △483

無形固定資産の売却 
による収入 

 5 ― 0

投資有価証券の取得 
による支出 

 △33 △7 △108

投資有価証券の売却 
による収入 

 10 ― 68

連結の範囲の変更を伴う子
会社株式の取得による支出 

※２ ― △36 ―

連結の範囲の変更を伴う子
会社株式の取得による収入 

※２ 60 ― ―

連結の範囲の変更を伴う子
会社株式の売却による支出 

※３ △136 ― △136

子会社株式の追加取得によ
る支出 

 ― △685 ―

子会社株式の一部売却によ
る収入 

 ― 18 ―

貸付金の実行による支出  △33 △133 △89

貸付金の回収による収入  158 36 178

営業譲受による支出  ― ― △17

その他投資活動による収入  563 130 750

その他投資活動による支出  △1,303 △300 △1,703

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △1,838 △2,076 △3,705

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

短期借入金の増加額 
(△減少額) 

 1,054 △4 △87

長期借入金の返済 
による支出 

 △1,065 ― △1,065

ファイナンス・リース 
債務の返済による支出 

 △124 △103 △226

株式の発行による収入  640 25 746

少数株主の払込による 
収入 

 ― 74 112

少数株主の 
増資引受による払込額 

 971 18 1,023

親会社による配当金の 
支払額 

 △283 △643 △283

少数株主への 
配当金の支払額 

 △42 △78 △44

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 1,151 △712 175

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 15 34 9

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増加額(△減少額) 

 △636 △2,347 1,777

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 10,426 12,203 10,426

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

※１ 9,790 9,856 12,203
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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 28社 

 全ての子会社を連結の範

囲に含めております。 

 連結子会社名 

・株式会社ベネフィット・

ワン 

・株式会社パソナテック 

・株式会社パソナキャリア

アセット 

・株式会社パソナアイ 

・株式会社パソナキャレン

ト 

・株式会社パソナインシュ

アランス 

・株式会社パソナ京都 

・株式会社ホーム・コンピ

ューティング・ネットワ

ーク 

・株式会社パソナオン 

・株式会社パソナエンパワ

ー 

・株式会社パソナグローバ

ル 

・株式会社パソナエンジニ

アリング 

・株式会社パソナ岡山 

・株式会社パソナスパーク

ル 

・株式会社パソナソーシン

グ 

・株式会社パソナフォスタ

ー 

・株式会社パソナロジコム 

・株式会社パソナハートフ

ル 

・Pasona N A,Inc. 

・Pasona Taiwan Co., Ltd.

・Pasona Singapore Pte. 

  Ltd. 

・Pasona Canada,Inc. 

・MGR Search and 

  Selection Co., Ltd. 

・Pasona Employment 

  Agency (Thailand) Co., 

  Ltd. 

・Pelham Search  

 Pacific Limited 

・Pasona Education Co. 

  Limited  

・Pasona Asia Co.,  

 Limited 

・Pelham International  

 Limited 

(1) 連結子会社の数 36社

 全ての子会社を連結の範

囲に含めております。 

 連結子会社名 

・株式会社ベネフィット・

ワン 

・株式会社パソナテック 

・株式会社パソナアイ 

・株式会社パソナキャリア

アセット 

・株式会社パソナキャレン

ト 

・株式会社パソナエンジニ

アリング 

・株式会社ＮＡＲＰ 

・株式会社ＨＲパートナー

ズ 

・株式会社パソナインシュ

アランス 

・株式会社パソナ京都 

・株式会社ホーム・コンピ

ューティング・ネット

ワーク 

・株式会社パソナオン 

・株式会社パソナテンプト

ゥパーム 

・株式会社パソナエンパワ

ー 

・株式会社パソナグローバ

ル 

・株式会社パソナフォーチ

ュン 

・株式会社パソナ岡山 

・株式会社パソナスパーク

ル 

・株式会社パソナレップパ

ワー 

・株式会社パソナスポーツ

メイト 

・株式会社パソナソーシン

グ 

・株式会社パソナフォスタ

ー 

・株式会社パソナロジコム

・株式会社パソナハートフ

ル 

・Pasona N A, Inc. 

・Pasona Taiwan Co., 

  Ltd. 

・Pasona Singapore Pte.

  Ltd. 

・Pasona Canada, Inc. 

・MGR Search and 

  Selection Co., Ltd. 

・Pasona Employment 

  Agency (Thailand) Co.,

  Ltd. 

(1) 連結子会社の数 31社 

 全ての子会社を連結の範

囲に含めております。 

 連結子会社名 

・株式会社ベネフィット・

ワン 

・株式会社パソナテック 

・株式会社パソナキャリア

アセット 

・株式会社パソナアイ 

・株式会社パソナキャレン

ト 

・株式会社パソナエンジニ

アリング 

・株式会社ＮＡＲＰ 

・株式会社パソナインシュ

アランス 

・株式会社パソナ京都 

・株式会社ホーム・コンピ

ューティング・ネットワ

ーク 

・株式会社パソナオン 

・株式会社パソナエンパワ

ー 

・株式会社パソナグローバ

ル 

・株式会社パソナ岡山 

・株式会社パソナスパーク

ル 

・株式会社パソナレップパ

ワー 

・株式会社パソナスポーツ

メイト 

・株式会社パソナソーシン

グ 

・株式会社パソナフォスタ

ー 

・株式会社パソナロジコム 

・株式会社パソナハートフ

ル 

・Pasona N A,Inc. 

・Pasona Taiwan Co., Ltd.

・Pasona Singapore Pte. 

  Ltd. 

・Pasona Canada,Inc. 

・MGR Search and  

 Selection Co., Ltd. 

・Pasona Employment 

  Agency (Thailand) Co., 

  Ltd. 

・Pelham Search  

 Pacific Limited 

・Pasona Education Co.,  

 Limited  

・Pasona Asia Co.,  

 Limited 
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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) 

  株式会社パソナテレマ

ーケティングは株式の売

却により連結の範囲から

除外しております。 

 株式会社パソナオン

は、株式会社パソナサン

から商号を変更しており

ます。 

 株式会社パソナアイ、

株式会社パソナインシュ

アランス、株式会社パソ

ナグローバル及び株式会

社パソナエンジニアリン

グは、新規設立により連

結子会社となっておりま

す。 

 Pasona Taiwan Co., 

Ltd.は、PaHuma 

Consulting (Taiwan)  

Co.,Ltd.から商号を変更

しております。 

 Pasona Singapore 

Pte.Ltd.は、PaHuma  

Consulting (Singapore) 

Pte,Ltd.から商号を変更

しております。 

 Pasona Employment 

Agency (Thailand) Co., 

Ltd.は、Employment  

Agency PaHuma  

Consulting (Thailand) 

Co.,Ltd.から商号を変更

しております。 

 Pasona Asia Co., 

Limitedは、PaHuma Asia 

Co.,Ltd.から商号を変更

しております。 

・Pelham Search Pacific 

 Limited 

・Pasona Education Co., 

  Limited 

・Cannon-Persona  

 Recruitment Limited 

・Pasona Asia Co., 

 Limited 

・Pasona Management 

  Consultancy(Shenzhen) 

  Co., Ltd. 

・Pelham International 

  Limited 

 

株式会社ＨＲパートナ

ーズ、株式会社パソナテ

ンプトゥパーム、株式会

社パソナフォーチュンお

よびPasona Management 

Consultancy(Shenzhen) 

Co., Ltd.は、新規設立

により連結子会社となっ

ております。 

Cannon-Persona 

Recruitment Limitedは、

株式の追加取得により当

中間連結会計期間より持

分法適用の関連会社から

連結子会社となっており

ます。 

・Pelham International  

 Limited 

 

 株式会社パソナアイ、

株式会社パソナエンジニ

アリング、株式会社ＮＡ

ＲＰ、株式会社パソナイ

ンシュアランス、株式会

社パソナグローバル、株

式会社パソナレップパワ

ー及び株式会社パソナス

ポーツメイトは、新規設

立により連結子会社とな

っております。 

 株式会社パソナテレマ

ーケティングは株式の売

却により連結の範囲から

除外しております。 

 株式会社パソナオン

は、株式会社パソナサン

から商号を変更しており

ます。 

 Pasona Taiwan Co., 

Ltd.は、PaHuma 

Consulting (Taiwan) 

Co., Ltd.から商号を変更

しております。 

 Pasona Singapore Pte. 

Ltd.はPaHuma Consulting 

(Singapore)Pte. Ltd.か

ら商号を変更しておりま

す。 

 Pasona Employment 

Agency (Thailand) Co., 

Ltd.はEmployment Agency 

PaHuma Consulting 

(Thailand) Co., Ltd.か

ら商号を変更しておりま

す。 

 Pasona Asia Co., 

Limitedは、PaHuma Asia 

Co., Ltd.から商号を変更

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 持分法の適用に関

する事項 

(1) 持分法適用の関連会社
数          10社

   全ての関連会社に持分
法を適用しております。 

 関連会社名 

・株式会社パソナ中九州 

・株式会社パソナ長崎 

・株式会社パソナ新潟 

・株式会社パソナ・エーデ

ィーピー・ペイロール 

・株式会社ファイナンシャ

ルサン 

・株式会社イー・スタッフ

ィング 

・株式会社関西雇用創出機

構 

・株式会社全国試験運営セ

ンター 

・株式会社関東雇用創出機

構 

・Cannon-Persona  
 Recruitment Limited 

(1) 持分法適用の関連会社
数         ８社

   全ての関連会社に持分
法を適用しております。 

 関連会社名 
・株式会社パソナ中九州 
・株式会社パソナ長崎 

・株式会社パソナ・エーデ

ィーピー・ペイロール 

・株式会社ファイナンシャ

ルサン 

・株式会社イー・スタッフ

ィング 

・株式会社関西雇用創出機

構 

・株式会社全国試験運営セ

ンター 

・株式会社関東雇用創出機

構 

 

 Cannon-Persona 

Recruitment Limitedは連

結子会社となったため持

分法適用除外となってお

ります。 

 

(1) 持分法適用の関連会社
数         ９社

   全ての関連会社に持分
法を適用しております。 

 関連会社名 
・株式会社パソナ中九州 
・株式会社パソナ長崎 

・株式会社パソナ・エーデ

ィーピー・ペイロール 

・株式会社ファイナンシャ

ルサン 

・株式会社イー・スタッフ

ィング 

・株式会社関西雇用創出機

構 

・株式会社全国試験運営セ

ンター 

・株式会社関東雇用創出機

構 

・Cannon-Persona 
  Recruitment Limited 
 

 株式会社パソナ新潟（ 

現エイボック株式会社）

は株式の売却により、持

分法適用除外となってお

ります。 

 

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項 

  株式会社パソナテック
その他27社の中間決算日
は９月末日であります。 

  中間連結財務諸表の作
成にあたっては、それぞ
れの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、中間連
結決算日との間に生じた
重要な取引については、
連結上必要な修正を行っ
ております。 

  Cannon-Persona 
Recruitment Limitedの中
間決算日は２月末日、 

 Pasona Management  
  Consultancy(Shenzhen) 
 Co., Ltd.の中間決算日は  

６月末日、その他の連結
子会社34社の中間決算日
は９月末日であります。 

  中間連結財務諸表の作
成にあたり、Cannon- 

 Persona Recruitment  
 Limitedについては、中間

連結決算日現在で実施し
た仮決算に基づく中間財
務諸表を使用しておりま
す。Pasona Management 

  Consultancy(Shenzhen) 
Co., Ltd.については９月
末日現在で実施した仮決
算に基づく中間財務諸表
を使用しております。ま
た、その他の連結子会社
34社については、９月末
日現在の中間財務諸表を
使用しております。ただ
し、中間連結決算日との
間に生じた重要な取引に
ついては、連結上必要な
修正を行っております。 

  株式会社パソナテック
その他30社の決算日は３
月末日であります。 

  連結財務諸表の作成に
あたっては、それぞれの
決算日現在の財務諸表を
使用しております。ただ
し、連結決算日との間に
生じた重要な取引につい
ては、連結上必要な修正
を行っております。 
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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) 

４ 会計処理基準に関

する事項 

   

(1) 重要な資産の評価

基準及び評価方法 

イ 有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

(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) 

イ 有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

イ 有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

   決算日の市場価格等

に基づく時価法(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 

   移動平均法による原

価法 

  時価のないもの 

同左 

  時価のないもの 

同左 

 ロ たな卸資産 

 (イ)商品  個別法によ

       る原価法 

 (ロ)貯蔵品 終仕入原

       価法による

       原価法 

ロ たな卸資産 

 (イ)商品   

同左 

 (ロ)貯蔵品  

同左 

ロ たな卸資産 

 (イ)商品   

同左 

 (ロ)貯蔵品  

同左 

(2) 重要な減価償却資

産の減価償却の方

法 

イ 有形固定資産 

 建物(附属設備を除く) 

    定額法 

 その他の有形固定資産 

主に定率法 

イ 有形固定資産 

 建物(附属設備を除く) 

同左 

 その他の有形固定資産 

同左 

イ 有形固定資産 

 建物(附属設備を除く) 

同左 

 その他の有形固定資産 

同左 

 ロ 無形固定資産 

 ソフトウェア 

  社内における利用可能

期間(５年以内)に基づく

定額法 

ロ 無形固定資産 

 ソフトウェア 

同左 

ロ 無形固定資産 

 ソフトウェア 

同左 

(3) 重要な繰延資産の

処理方法 

イ 新株発行費 

 支出時に全額費用として

処理しております。 

イ 新株発行費 

同左 

 

イ 新株発行費 

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) 

(4) 重要な引当金の計

上基準 

イ 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損

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。 

イ 貸倒引当金 

同左 

イ 貸倒引当金 

同左 

 ロ 賞与引当金 

  従業員に対する賞与の

支給に充てるため、支給

見込額に基づき計上して

おります。 

ロ 賞与引当金 

同左 

ロ 賞与引当金 

同左 

 ハ 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に充

てるため、当連結会計年

度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間連結会

計期間末において発生し

ていると認められる額を

計上しております。 

  数理計算上の差異は発

生年度の翌連結会計年度

に一括損益処理しており

ます。 

ハ 退職給付引当金 

同左 

ハ 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に充

てるため、当連結会計年

度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額

に基づき、当連結会計年

度末において発生してい

ると認められる額を計上

しております。 

  数理計算上の差異は発

生年度の翌連結会計年度

に一括損益処理しており

ます。 

 ニ 役員退職慰労引当金 

  役員退職慰労金及び執

行役員退任慰労金の支給

に充てるため、内規に基

づく中間期末要支給額を

計上しております。 

ニ 役員退職慰労引当金 

同左 

ニ 役員退職慰労引当金 

  役員退職慰労金及び執

行役員退任慰労金の支給

に充てるため、内規に基

づく期末要支給額を計上

しております。 

(5) 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

に準じた会計処理によって

おります。 

同左 同左 

(6) その他中間連結財

務諸表(連結財務

諸表)作成のため

の基本となる重要

な事項 

 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税

抜方式によっております。

 消費税等の会計処理 

同左 

 消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー(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 
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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から「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」（企業会計基準委員会 平成15

年10月31日 企業会計基準適用指針

第６号）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) 

(中間連結損益計算書) 

  営業外収益の「保険配当金」および「受取保険

金」は、当中間連結会計期間において金額的重要性

が乏しくなったため「その他」に含めております。

なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれて

いる「保険配当金」は１百万円、「受取保険金」は

０百万円であります。 

(中間連結損益計算書) 

  前中間連結会計期間において営業外収益「その

他」に含めて表示しておりました「受取保険金」に

ついては、当中間連結会計期間において営業外収益

の総額の100分の10を超えることとなったため、区分

掲記しております。 

  なお、前中間連結会計期間における「受取保険

金」は０百万円であります。 

 

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日以後に開始する連結会計年

度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当連結会計年度から

「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示について

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133百万円増加し、営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利益

が133百万円減少しております。 
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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) 

前連結会計年度末 
(平成17年５月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

547百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

876百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

686百万円

※２ 消費税等の取扱い 

   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。 

※２ 消費税等の取扱い 

同左 

※２    ――――― 

 ３ 保証債務 

   下記関連会社の未経過リース

料残高に対し、債務保証を行っ

ております。 

株式会社パソナ・
エーディーピー・
ペイロール 

107百万円 

 

 ３ 保証債務 

   下記関連会社の未経過リース

料残高に対し、債務保証を行っ

ております。 

株式会社パソナ・
エーディーピー・
ペイロール 

62百万円

 

 ３ 保証債務 

  (1)未経過リース料に対する 

    債務保証 
 
株式会社パソナ 
・エーディーピ 
ー・ペイロール 

78百万円

 

    (2)金融機関からの借入に対す

る債務保証 

Pasona N A,Inc. 33百万円
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(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。 

従業員給与及び 

賞与等 5,170百万円 

賞与引当金繰入額 997 

退職給付費用 63 

役員退職慰労 

引当金繰入額 98  

減価償却費 276 

貸倒引当金繰入額 3 
   
連結調整勘定 

償却額 70  
 

※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。 

従業員給与及び 

賞与等 6,011百万円

賞与引当金繰入額 1,034 

退職給付費用 129 

役員退職慰労 

引当金繰入額 119

賃借料 1,688 

減価償却費 391 

貸倒引当金繰入額 30 
   
連結調整勘定 

償却額 22
 

※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。 

従業員給与及び 

賞与等 11,578百万円

賞与引当金繰入額 1,116 

福利厚生費 2,206 

退職給付費用 129 

役員退職慰労 

引当金繰入額 200

募集費 2,175 

賃借料 2,790 

減価償却費 641 

貸倒引当金繰入額 6 
   
連結調整勘定 

償却額 134
 

 

※２ 固定資産除売却損の内訳は次

のとおりであります。 

 除却損 

 建物 28百万円 

 その他の有形固
定資産 2

 ソフトウェア 1 

 売却損 

 その他の有形固
定資産 0

 その他の無形固
定資産 0

 33 
 

 

※２ 固定資産除売却損の内訳は次

のとおりであります。 

 除却損 

 建物 53百万円

 その他の有形固
定資産 6

 60 
 

 

※２ 固定資産除売却損の内訳は次

のとおりであります。 

 除却損 

 建物 76百万円

 その他の有形固
定資産 8

 ソフトウェア 2 

 売却損 

 その他の有形固
定資産 0

 その他の無形固
定資産 0

 88 
 

※３ 本社移転費用の内訳は次のと

おりであります。 

 固定資産除却損  

  建物 116百万円 

  その他の有形 
  固定資産 8

 原状回復工事 111 

 その他 18 

 254 
 
 

※３    ――――― ※３ 本社移転費用の内訳は次のと

おりであります。 

 固定資産除却損  

  建物 116百万円

  その他の有形 
  固定資産 8

 原状回復工事 111 

 その他 18 

 254 
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(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(平成16年11月30日現在) 

現金及び預金勘定 9,331百万円 

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 △3  

有価証券 
(MMF・FFF) 461  

現金及び 
現金同等物 9,790  

  

※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(平成17年11月30日現在) 

現金及び預金勘定 9,407百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 △13

有価証券 
(MMF・FFF) 461

現金及び 
現金同等物 9,856

  

※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17年５月31日現在) 

現金及び預金勘定 11,745百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 △3

有価証券 
(MMF・FFF) 461

現金及び 
現金同等物 12,203

 

 

※２ 株式の取得により新たに連結

子会社となった会社の資産及び

負債の主な内訳 

  株式の取得により株式会社パソ

ナインシュアランス他３社を新た

に連結したことに伴う連結開始時

の資産及び負債の内訳、当該子会

社の取得価額および取得による収

入（純額)との関係は次のとおり

であります。 

 

 

流動資産 650百万円 

少数株主持分 △60 

子会社の取得価額 590 

子会社の現金及び 
現金同等物 650

差引：子会社の取
得による収入 60

  

※２ 株式の取得により新たに連結

子会社となった会社の資産及び

負債の主な内訳 

  株式の取得によりCannon- 

 Persona Recruitment Limitedを

新たに連結したことに伴う連結開

始時の資産及び負債の内訳、当該

子会社の取得価額および取得によ

る支出(純額)との関係は次のとお

りであります。 

 

 

流動資産 53百万円

固定資産 4 

連結調整勘定 41 

流動負債 △34 

既存持分 △7 

子会社の取得価額 57 

子会社の現金及び
現金同等物 △21

差引：子会社の取
得による支出 36

  

※２       ――――― 
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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) 

※３ 株式の売却により連結子会社

でなくなった会社の資産及び負

債の主な内訳 

  株式の売却により株式会社パソ

ナテレマーケティングを連結の範

囲から除外したことに伴い、除外

された資産及び負債の内訳は次の

とおりであります。 

流動資産 380百万円 

固定資産 303 

 資産合計 683 
  

流動負債 392 

固定負債 103 

 負債合計 495 

 

 

※３    ――――― ※３ 株式の売却により連結子会社

でなくなった会社の資産及び負

債の主な内訳 

  株式の売却により株式会社パソ

ナテレマーケティングを連結の範

囲から除外したことに伴い、除外

された資産及び負債の内訳は次の

とおりであります。 

流動資産 380百万円

固定資産 303 

 資産合計 683 
  

流動負債 392 

固定負債 103 

 負債合計 495 
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(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) 

１ 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 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 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) 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 

 
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 

 (百万円) (百万円) (百万円) 

建物 68 46 22 

有形固定資
産その他 

1,144 614 530 

ソフトウェ
ア 

817 405 411 

合計 2,030 1,066 964 

 

 (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 

 
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

 (百万円) (百万円) (百万円)

建物 43 28 14

有形固定資
産その他 

1,154 664 488

ソフトウェ
ア 

827 518 306

合計 2,024 1,212 810

 

 (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 

期末残高
相当額

 (百万円) (百万円) (百万円)

建物 42 24 18

有形固定資
産その他 

1,098 570 527

ソフトウェ
ア 

810 451 359

合計 1,951 1,046 904

 
 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 433百万円 

１年超 552 

合計 986 
 

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 386百万円

１年超 442 

合計 829 
 

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 442百万円

１年超 486 

合計 928 
 

 (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 255百万円 

減価償却費相当額 244 

支払利息相当額 11 
 

 (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 254百万円

減価償却費相当額 250 

支払利息相当額 10 
 

 (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 510百万円

減価償却費相当額 487 

支払利息相当額 22 
 

 (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。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

同左 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

同左 

 (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。 

 (5) 利息相当額の算定方法 

同左 

 (5) 利息相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 1,210 百万円 

１年超 2,208 

合計 3,419 
  

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料 

１年内 1,424百万円

１年超 923 

合計 2,347 
  
  

（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 

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料 

１年内 1,401百万円

１年超 1,582 

合計 2,984 
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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) 

 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

種類 
取得原価 
(百万円) 

中間連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 株式 10 16 6

(2) その他 30 26 △3

合計 40 43 2

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 234

マネー・マネジメント・ファンド 301

フリー・ファイナンシャル・ファンド 160

 

 

当中間連結会計期間末(平成17年11月30日) 

 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

種類 
取得原価 
(百万円) 

中間連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 株式 67 513 445

(2) その他 18 17 △0

合計 86 531 444

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券 

非上場株式 210

マネー・マネジメント・ファンド 301

フリー・ファイナンシャル・ファンド 160
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前連結会計年度末(平成17年５月31日) 

 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

種類 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 株式 16 231 214

(2) その他 18 17 △0

合計 35 249 213

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券 

 非上場株式 248

 マネー・マネジメント・ファンド 301

 フリー・ファイナンシャル・ファンド 160

 

 

 

 (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) 

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) 

 当社グループはデリバティブ取引

を全く利用していないため、該当事

項はありません。 

同左 同左 
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 (セグメント情報) 

１．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・
請負、人材
紹介事業 
(百万円) 

再就職支援
事業 

(百万円)

アウトソー
シング事業
(百万円)

その他の事
業 

(百万円)

合計 
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円)

 売上高    

(1)外部顧客に対す 
 る売上高 

81,629 1,864 2,635 886 87,016 ― 87,016

(2)セグメント間の 
 内部売上高又は 
 振替高 

93 20 118 119 351 (351) ―

計 81,722 1,885 2,753 1,005 87,368 (351) 87,016

営業費用 78,323 1,332 2,791 943 83,391 (357) 83,033

営業利益又は 
営業損失（△） 

3,399 552 △38 62 3,976 6 3,982

 (注) １ 事業区分の方法 

事業の区分は、市場およびサービス内容の類似性を考慮し、区分しております。 
 
２ 各区分に属する主要なサービス 

事業区分 主要サービス 

人材派遣・請負、人材紹介事業 人材派遣・請負、人材紹介他 

再就職支援事業 再就職支援 

アウトソーシング事業 福利厚生業務代行 

その他の事業 パソコン教室運営事業、保育所経営他 

 

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・
請負、人材
紹介事業 
(百万円) 

再就職支援
事業 

(百万円)

アウトソー
シング事業
(百万円)

その他の事
業 

(百万円)

合計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円)

 売上高    

(1)外部顧客に対す 
 る売上高 

91,535 1,893 3,934 883 98,247 ― 98,247

(2)セグメント間の 
 内部売上高又は 
 振替高 

138 4 130 140 414 (414) ―

計 91,673 1,898 4,064 1,024 98,661 (414) 98,247

営業費用 88,842 1,411 3,953 1,326 95,533 (410) 95,123

営業利益又は 
営業損失（△） 

2,831 486 110 △302 3,127 (4) 3,123

 (注) １ 事業区分の方法 

事業の区分は、市場およびサービス内容の類似性を考慮し、区分しております。 
 
２ 各区分に属する主要なサービス 

事業区分 主要サービス 

人材派遣・請負、人材紹介事業 人材派遣・請負、人材紹介他 

再就職支援事業 再就職支援 

アウトソーシング事業 福利厚生業務代行 

その他の事業 パソコン教室運営事業、保育所経営、求人サイト運営事業他 
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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・
請負、人材
紹介事業 
(百万円) 

再就職支援
事業 

(百万円)

アウトソー
シング事業
(百万円)

その他の事
業 

(百万円)

合計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円)

 売上高    

(1)外部顧客に対す 
 る売上高 

167,974 3,622 5,776 1,782 179,156 ― 179,156

(2)セグメント間の 
 内部売上高又は 
 振替高 

219 20 245 256 741 (741) ―

計 168,194 3,643 6,021 2,039 179,898 (741) 179,156

営業費用 161,483 2,786 5,352 2,027 171,650 (732) 170,917

営業利益 6,710 856 669 12 8,248 (9) 8,238

 (注) １ 事業区分の方法 

事業の区分は、市場およびサービス内容の類似性を考慮し、区分しております。 
 
２ 各区分に属する主要なサービス 

事業区分 主要サービス 

人材派遣・請負、人材紹介事業 人材派遣・請負、人材紹介他 

再就職支援事業 再就職支援 

アウトソーシング事業 福利厚生業務代行 

その他の事業 パソコン教室運営事業、保育所経営他 
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２．所在地別セグメント情報 

 

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) 

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、記載を省略して

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)  

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、記載を省略して

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) 

全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割合

が90％を超えているため、記載を省略しております。 

 

３．海外売上高 

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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

 

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)  

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

 

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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 
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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 42,595.58円
 

１株当たり純資産額 49,707.75円
 

１株当たり純資産額 47,510.68円
 

１株当たり中間純利益 5,422.71円
 

１株当たり中間純利益 3,427.77円
 

１株当たり当期純利益 9,933.92円
 

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益 

5,352.96円

 

 平成16年７月20日をもって、普通

株式１株につき３株の割合で株式分

割を行っております。当該株式分割

が前期首に行われたと仮定した場合

の１株当たり情報は、それぞれ以下

のとおりとなります。 

前中間連結会

計期間 

前連結会計年度 

１株当たり純

資産額 

31,481.22円 

１株当たり純

資産額 

36,892.02円 

１株当たり中

間純利益 

3,084.18円 

１株当たり当

期純利益 

8,571.13円 

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益 

3,054.84円 

潜在株式調整

後１株当たり

当期純利益 

8,451.19円 
 

 

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益 

3,413.85円

 

 

 

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益 

9,823.28円

 

平成16年７月20日をもって、普通株

式１株につき３株の割合で株式分割

を行っております。当該株式分割が

前期首に行われたと仮定した場合の

１株当たり情報は、それぞれ以下の

とおりとなります。 

 

１株当たり純資産額 36,892.02円

１株当たり当期純利益 8,571.13円
 

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益 

8,451.19円

 

(注) １株当たり中間(当期)純利益および潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、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(百万円) 2,319 1,482 4,363

 普通株主に帰属しない金額(百万円) 

  利益処分による役員賞与金 ― ― 93

 普通株式に係る中間(当期)純利益 

 (百万円) 
2,319 1,482 4,270

 普通株式の期中平均株式数(株) 427,682 432,616 429,841

潜在株式調整後1株当たり中間(当期)

純利益金額 

 中間(当期)純利益調整額(百万円) ― 1 9

 普通株式増加数(株) 5,571 1,289 3,841

  (うち新株引受権) (2,182) (351) (1,278)

  (うち新株予約権) (3,389) (938) (2,563)

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり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3,708個）
―
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(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) 

――――― 株式取得による会社等の買収 

 当社は、平成17年10月26日開催の

取締役会において、株式会社アルバ

イトタイムスの子会社である株式会

社ソシオの株式を取得することを決

議し、同日、「基本合意書」を締結

いたしました。 

(1) 買収の目的 

静岡県を主とした人材派遣、

人材紹介事業のシェア拡大 

(2) 株式取得の相手会社の名称 

株式会社アルバイトタイムス 

(3) 買収する会社の名称、事業内

容、規模 

① 会社の名称 

株式会社ソシオ 

② 事業内容 

一般労働者派遣事業、有料 

職業紹介事業 

③ 規模 

資本金  150百万円 

総資産  964百万円（平成 

     17年２月期実績）

従業員数 60名（平成17年８

     月31日現在） 

(4) 株式取得の時期 

   平成18年２月末日までに取得 

   (注) 平成18年１月25日開催の

当社取締役会において、株

式取得期日を同年１月31日

とすることを決議いたしま

した。 

(5) 取得する株式の数、取得価額、

取得後の持分比率 

① 取得する株式の数 3,000株 

② 取得価額     10億円 

③ 取得後の持分比率 100％ 

 

――――― 

 
 


