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平成１8年５月期 個別中間財務諸表の概要               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           中間配当制度の有無 有 
            単元株制度採用の有無 無 
 

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

（１）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  ％ 
70,463     8.3  
65,053    14.2 

百万円  ％ 
2,106  △19.8 
2,625    24.5 

百万円  ％ 
2,226  △18.8 
2,741    36.1 

17年５月期 132,034    10.9 5,462    △0.1 5,569     4.3 
 

 中間(当期)純利益 
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  ％ 
1,236   △8.3 
1,347    19.5 

円  銭 
2,858  69 
3,151  73 

 

17年５月期 3,008     7.9 6,825  57  

(注) ①期中平均株式数 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 

②会計処理の方法の変更   無 

③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）配当状況 

 
１株当たり中間配当金 １株当たり年間配当金 

 
17年11月中間期 
16年11月中間期 

  円  銭 
0   0 
0   0 

円  銭 
―  ― 
―  ― 

17年５月期 ―  ― 1,500  00 

 

（３）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 
33,097 
31,337 

百万円 
22,459 
20,061 

％ 
67.9 
64.0 

円  銭 
51,903    27 
46,489  25 

17年５月期 32,866 21,952 66.8 50,575  84 

（注）期末発行済株式数 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 

 

２ 18年５月期の業績予想（平成17年６月１日～平成18年５月31日） 
１株当たり年間配当金 

 売上高 経常利益 当期純利益 
期 末   

 
通 期 

百万円 
144,630 

百万円
4,930 

百万円
2,780 

円 銭 
1,500  00 

円 銭
1,500  00 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)  6,424円 40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。 
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中間財務諸表等 

① 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成16年11月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年11月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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  1,412 1,068 3,171 

２ 売掛金  13,242 13,509 12,439 

３ 貯蔵品  64 77 66 

４ 繰延税金資産  483 499 550 

５ その他  1,076 1,186 1,034 

貸倒引当金  △53 △41 △45 

流動資産合計   16,226 51.8 16,300 49.2  17,217 52.4

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物  1,089 1,471 1,440 

(2) 土地  655 655 655 

(3) その他  194 302 299 

   計  1,939 6.2 2,430 7.4 2,395 7.3

２ 無形固定資産    

(1) ソフトウェア  781 634 762 

(2) その他  60 60 60 

   計  842 2.7 694 2.1 823 2.5

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  188 346 397 

(2) 関係会社株式  9,047 10,392 9,378 

(3) 繰延税金資産  716 297 255 

(4) 敷金及び保証金  2,231 2,347 2,270 

(5) その他  176 350 163 

貸倒引当金  △32 △62 △35 

   計  12,328 39.3 13,671 41.3 12,429 37.8

固定資産合計   15,110 48.2 16,796 50.8  15,649 47.6

資産合計   31,337 100.0 33,097 100.0  32,866 100.0
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前中間会計期間末 

(平成16年11月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年11月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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 短期借入金  1,122 ― ― 

２ 未払費用  5,354 5,812 6,176 

３ 未払法人税等  440 873 447 

４ 未払消費税等 ※２ 1,149 1,267 1,478 

５ 賞与引当金  829 787 815 

６ その他  1,591 1,187 1,267 

流動負債合計   10,487 33.5 9,929 30.0  10,185 31.0

Ⅱ 固定負債    

１ 退職給付引当金  55 ― ― 

２ 役員退職慰労引当金  412 516 466 

３ その他  319 190 262 

固定負債合計   787 2.5 707 2.1  729 2.2

負債合計   11,275 36.0 10,637 32.1  10,914 33.2

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   8,232 26.3 8,297 25.1  8,285 25.2

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  3,770 3,835 3,823 

２ その他資本剰余金  3,597 3,597 3,597 

資本剰余金合計   7,367 23.5 7,432 22.5  7,420 22.6

Ⅲ 利益剰余金    

１ 任意積立金  ― 4,500 ― 

２ 中間(当期)未処分 
  利益 

 4,462 2,135 6,123 

利益剰余金合計   4,462 14.2 6,635 20.0  6,123 18.6

Ⅳ その他有価証券評価 
  差額金 

  ― ― 93 0.3  123 0.4

資本合計   20,061 64.0 22,459 67.9  21,952 66.8

負債・資本合計   31,337 100.0 33,097 100.0  32,866 100.0
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② 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(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   65,053 100.0 70,463 100.0  132,034 100.0

Ⅱ 売上原価   53,765 82.6 59,141 83.9  109,047 82.6

売上総利益   11,287 17.4 11,321 16.1  22,986 17.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費   8,662 13.4 9,214 13.1  17,524 13.3

営業利益   2,625 4.0 2,106 3.0  5,462 4.1

Ⅳ 営業外収益 ※１  133 0.2 145 0.2  156 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  17 0.0 26 0.0  48 0.0

経常利益   2,741 4.2 2,226 3.2  5,569 4.2

Ⅵ 特別利益   ― ― ― ―  10 0.0

Ⅶ 特別損失   385 0.6 140 0.2  399 0.3

税引前中間(当期) 
純利益 

  2,356 3.6 2,085 3.0  5,181 3.9

法人税、住民税 
及び事業税 

 393 820 1,247 

法人税等調整額  614 1,008 1.5 29 849 1.2 925 2,172 1.6

中間(当期)純利益   1,347 2.1 1,236 1.8  3,008 2.3

前期繰越利益   3,114 899  3,114

中間(当期)未処分 
利益 

  4,462 2,135  6,123

    

 



ファイル名:18期SQ短信単体②.doc 更新日時:1/24/2006 9:48 AM 印刷日時:06/01/24 12:29 
 
最終稿 
 

― 5 ― 

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 
 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

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

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

 

(1) 有価証券 

 子会社株式及び関連会社

株式 

  移動平均法による原価

法 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

―――― 

  

 

 

 

  

  時価のないもの 

   移動平均法による原

価法 

(1) 有価証券 

 子会社株式及び関連会社

株式 

     同左 

 

 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

（評価差額金は全部資

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 
     同左 
 

(1) 有価証券 

 子会社株式及び関連会社

株式 

     同左 

 

 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

差額金は全部資本直入

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 

     同左 

 (2) たな卸資産 

 貯蔵品 

  最終仕入原価法による

原価法 

(2) たな卸資産 

 貯蔵品 

     同左 

(2) たな卸資産 

 貯蔵品 

     同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 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 

    定率法 

(1) 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 

(1) 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 

 (2) 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 

(2) 無形固定資産 

 ソフトウェア 

同左 

(2) 無形固定資産 

 ソフトウェア 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

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

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

３ 引当金の計上基準 (1) 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。 

(1) 貸倒引当金 
同左 

(1) 貸倒引当金 
同左 

 (2) 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。 

(2) 賞与引当金 
同左 

(2) 賞与引当金 
同左 

 (3) 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に充

てるため、当期末におけ

る退職給付債務および年

金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末に

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、

発生年度の翌事業年度に

一括損益処理しておりま

す。 

(3) 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に充

てるため、当期末におけ

る退職給付債務および年

金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末に

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、

発生年度の翌事業年度に

一括損益処理しておりま

す。なお、当中間会計期

間末においては年金資産

の額が退職給付債務に未

認識数理計算上の差異を

加減した額を上回るた

め、長期前払費用（52百

万円）として処理してお

ります。 

(3) 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に充

てるため、当事業年度末

における退職給付債務お

よび年金資産の見込額に

基づき、当事業年度末に

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、

発生年度の翌事業年度に

一括損益処理しておりま

す。なお、当事業年度末

においては年金資産の額

が退職給付債務に未認識

数理計算上の差異を加減

した額を上回るため、長

期前払費用（64百万円）

として処理しておりま

す。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

  役員退職慰労金および

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。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

(4) 役員退職慰労引当金 

  役員退職慰労金および

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。 

４ 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 

５ その他中間財務諸

表(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 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

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

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

前事業年度 
(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。 

―――― 

 

 

追加情報 

 

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

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

前事業年度 
(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、当事業年度から「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99百万円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益が99百万

円減少しております。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

前中間会計期間末 
(平成16年11月30日) 

当中間会計期間末 
(平成17年11月30日) 

前事業年度末 
(平成17年５月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

181百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

390百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

281百万円

※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 

―――― 

 

 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 

  (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

62百万円

 

    (2)金融機関からの借入に対す

る債務保証 

Pasona N A,Inc. 29百万円

 

 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

 
 

(中間損益計算書関係) 

 

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

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

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取配当金 91百万円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取配当金 125百万円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取配当金 93百万円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 8百万円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 2百万円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 12百万円
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 52百万円

無形固定資産 128百万円
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 124百万円

無形固定資産 147百万円
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 168百万円

無形固定資産 270百万円
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(リース取引関係) 

 

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

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

前事業年度 
(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 30 29 1 

有形固定資
産その他 

641 402 239 

ソフトウェ
ア 

343 216 127 

合計 1,015 648 367 

 

 (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 5 5 0

有形固定資
産その他

554 381 172

ソフトウェ
ア 

338 275 63

合計 898 662 236

 

 (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 5 4 0

有形固定資
産その他 

582 333 249

ソフトウェ
ア 

338 241 96

合計 926 579 346

 
 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 229百万円 

１年超 142 

合計 372 
 

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 157百万円

１年超 82 

合計 239 
 

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 227百万円

１年超 124 

合計 351 
 

 (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 149百万円 

減価償却費相当額 144 

支払利息相当額 3 
 

 (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 129百万円

減価償却費相当額 125 

支払利息相当額 2 
 

 (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 288百万円

減価償却費相当額 279 

支払利息相当額 6 
 

 (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。 

 (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 1,060百万円 

１年超 1,966 

合計 3,027 
  

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料 

１年内 1,241百万円

１年超 755 

合計 1,996 
  
  

（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 1,223百万円

１年超 1,353 

合計 2,577 
  

 



ファイル名:18期SQ短信単体②.doc 更新日時:1/24/2006 9:48 AM 印刷日時:06/01/24 12:29 
 
最終稿 
 

― 10 ― 

(有価証券関係) 

 

前中間会計期間末(平成16年11月30日） 

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの 

区分 
中間貸借対照表計上額

(百万円) 

時価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

子会社株式 5,370 12,256 6,886 

合計 5,370 12,256 6,886 

(注) 株式会社ベネフィット・ワンは平成16年９月17日をもって日本証券業協会に店頭登録して 

   おります。 

 

当中間会計期間末(平成17年11月30日） 

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの 

区分 
中間貸借対照表計上額

(百万円) 

時価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

子会社株式 6,056 21,515 15,459 

合計 6,056 21,515 15,459 

 

前事業年度末(平成17年５月31日） 

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの 

区分 
貸借対照表計上額 

(百万円) 

時価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

子会社株式 5,370 13,039 7,668 

合計 5,370 13,039 7,668 

(注) 株式会社ベネフィット・ワンは平成16年９月17日をもってジャスダックに株式の店頭登録 

    （現ジャスダック証券取引所上場）しております。  
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(１株当たり情報) 

 

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

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

前事業年度 
(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 46,489.25円

 

１株当たり純資産額 51,903.27円

 

１株当たり純資産額 50,575.84円

 

１株当たり中間純利益 3,151.73円

 

１株当たり中間純利益 2,858.69円

 

１株当たり当期純利益 6,825.57円

 
潜在株式調整後１株当
たり中間純利益 

3,111.19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。 

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純

資産額 

39,403.87円 

１株当たり純

資産額 

43,203.73円 

１株当たり中

間純利益 

2,732.67円 

１株当たり当

期純利益 

6,542.65円 

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益 

2,706.68円 

潜在株式調整

後１株当たり

当期純利益 

6,451.10円 
  

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益 

2,850.18円

 
  

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益 

6,765.10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

前事業年度における１株当たり情報

については以下のとおりとなりま

す。 

 

１株当たり純資産額 43,203.73円

１株当たり当期純利益 6,542.65円

 
潜在株式調整後１株当
たり当期純利益 

6,451.10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)

当中間会計期間 

(自 平成17年６月１日

 至 平成17年11月30日)

前事業年度 

(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) 1,347 1,236 3,008

 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 ― ― 75

 普通株式に係る中間(当期)純 

 利益(百万円) 
1,347 1,236 2,933

 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) 
― ― ―

 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) 

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

前事業年度 
(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％ 
 

―――― 
 

 


