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１ 四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無        ： 無 

② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無     ： 無 

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無           ： 有 

    連結 (新規) ８社 (除外)  －社   持分法 (新規)  －社 (除外)  １社 

 

２ 平成18年５月期第３四半期財務・業績の概況（平成17年６月１日～平成18年２月28日） 

（１）経営成績（連結）の進捗状況                    （百万円未満切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 
四半期(当期) 

純 利 益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成18年５月期第３四半期 148,731 13.0 5,505 △10.4 5,484 △10.2 2,596 △21.3 

平成17年５月期第３四半期 131,636 15.5  6,142 16.5 6,106 22.4 3,298 38.4 

(参考)平成17年５月期 179,156 14.1 8,238 7.7 8,289 13.1 4,363 19.6 

 

 １株当たり四半期

（ 当 期 ）純 利益 

潜 在 株 式 調 整 後

１ 株 当 た り 四 半 期

（当期）純利益 

 円 銭 円 銭

平成18年５月期第３四半期 5,999 87 5,952 77 

平成17年５月期第３四半期 7,688 25 7,601 12 

(参考)平成17年５月期 9,933 92 9,823 28 

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 

 

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当第３四半期（平成17年６月１日～平成18年２月28日）におけるわが国経済は、大都市圏と地方

との地域格差は未だ見られるものの、好調な企業業績を背景に、景気の拡大基調が一段と鮮明とな

り、雇用情勢も全般的に改善方向へと向かっています。企業では、これまでの採用抑制の反動に加

えて、団塊世代の大量退職を控えていることから、主に若手を中心とした採用活動を積極化してお

り、企業の「労働力不足感」が高まりつつある中、人材ビジネス市場全般においても引き続き強い

需要となりました。 

このような環境のもと、当社グループでは、積極的な営業展開を継続した結果、全セグメントで

売上増加基調が続き、当第３四半期までの連結売上高は148,731百万円（前年同期比13.0％増）とな

りました。 

利益面では、主力の人材派遣事業において、企業への請求単価の改定交渉を継続して進めている
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ことから、粗利率は徐々に改善してきておりますが、新規事業の先行投資などの影響もあり、連結

営業利益は5,505百万円（前年同期比10.4％減）、連結経常利益は5,484百万円（前年同期比10.2％

減）、連結第３四半期純利益は2,596百万円（前年同期比21.3％減）と、修正計画どおりではありま

すが、前年同期比では減益となっています。 

 

    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138,523百万円、営業利益4,634百万円  

（人材派遣・請負事業） 売上高135,310百万円 

景気回復に伴う需要の拡大に加えて、企業のアウトソーシング化の促進にも牽引され、派遣需要

は堅調に推移しました。特に電機や自動車などの製造業、また、金融業界などからの受注は引き続

き強く、派遣稼働者数も順調に増加しました。なかでも、首都圏地域の伸び率が高く、職種別では

クラリカル（一般事務分野）の派遣が伸長しました。また、派遣料金については、企業への請求単

価の改定交渉を粘り強く継続した結果、緩やかながら単価の上昇基調が続きました。これらの結果、

人材派遣・請負事業の売上高は135,310百万円（前年同期比12.1％増）となりました。 

 

（人材紹介事業） 売上高3,212百万円 

景気回復を受けて企業の採用意欲は依然強く、団塊世代の大量退職を目前に控えていることもあ

り、若年層を中心に新卒・中途採用ともに増加するなど、人材紹介市場全体の拡大が続いています。 

当社グループにおいても、子会社のパソナキャレントを中心に展開しているキャリア層の紹介事

業が高い成長を持続するとともに、グループ全体で取り組んでいる紹介予定派遣事業も拡大したこ

とから、国内の人材紹介事業は2,111百万円（前年同期比28.5％増）となりました。 

しかし一方で、海外での紹介事業が1,101百万円（前年同期比3.2％増）と前年同期並みにとどま

ったこともあり、人材紹介事業全体の売上高は3,212百万円（前年同期比18.5％増）となりました。 

 

利益面では、人材派遣事業において、業界に先駆けて実施した、派遣労働者の支払単価の引上げ

が既に一巡していることから、企業への請求単価の上昇により、派遣事業の粗利率は当中間連結会

計期間よりも改善してきています。また、需給の逼迫感から、業界では派遣人材の募集費が増加傾

向にありますが、当社では、支払単価の引上げなど、優秀人材の獲得・囲い込み施策により、前年

同期とほぼ同水準に抑えることができました。 

 

以上の結果、セグメントの売上高は138,523百万円（前年同期比12.3％増）、営業利益は4,634百

万円（前年同期比5.7％減）となりました。 

 

② 再就職支援事業 売上高2,977百万円、営業利益781百万円 

再就職支援市場自体はマイナス成長が続く中、当社グループのパソナキャリアアセットは、引き

続き前年同期を上回る成長を続けており、拠点網やコンサルタントなどのサービスレベルを維持し

たことで、大型案件の受注も進みました。しかしながら、契約単価の下落もあり、売上高は2,977百
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万円（前年同期比4.4％増）、営業利益は781百万円（前年同期比4.9％減）となりました。 

 

③ アウトソーシング事業 売上高6,151百万円、営業利益551百万円 

福利厚生のアウトソーシングサービスに対する企業や官公庁の需要は引き続き高く、当社グルー

プのベネフィット・ワンでは従来のサービスに加えて、カフェテリアプラン（選択型福利厚生）や

福利厚生全般のソリューション営業などの付加価値の高いサービスを強化し、市場の需要に対応し

たことにより、売上高は6,151百万円（前年同期比40.2％増）となりました。利益については、コス

ト抑制に努めたことに加えて、連結調整勘定償却費が減少したことなどにより、営業利益は551百万

円（前年同期比89.4％増）と大幅な増収増益となりました。 

 

④ その他の事業 売上高1,695百万円、営業損失460百万円 

保育事業や海外での語学事業などの従来事業が堅調に推移したことに加えて、ウェブ関連事業な

どを立ち上げたこともあり、売上高は1,695百万円（前年同期比12.1％増）となりましたが、主に新

規事業の先行投資や創業赤字負担により、営業損失は460百万円（前年同期は97百万円の利益）とな

りました。 

 

（事業別の売上高内訳）                        （百万円未満切捨）         

18年５月期 
第３四半期 
（当四半期） 

17年５月期 
第３四半期 
(前四半期) 

参考 
前期(通期) 

 

金額 構成比

対前年同 
期増減率 

金額 構成比 金額 構成比
 百万円 ％ ％ 百万円 ％ 百万円 ％

人材派遣・請負､ 

人 材 紹 介 事 業 
138,523 93.1 12.3 123,402 93.7 168,194 93.9 

再就職支援事業 2,977 2.0 4.4 2,852 2.2 3,643 2.0 

アウトソーシング事業 6,151 4.1 40.2 4,387 3.3 6,021 3.4 

そ の 他 の 事 業 1,695 1.2 12.1 1,512 1.2 2,039 1.1 

消 去 又 は 全 社 (615) △0.4 － (517) △0.4 (741) △0.4 

合 計 148,731 100.0 13.0 131,636 100.0 179,156 100.0 
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（２） 財政状態（連結）の変動状況                     

 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

平成18年５月期第３四半期 44,515 22,720 51.0 52,470 50 

平成17年５月期第３四半期 38,055 19,386 51.0 44,871 04 

(参考)平成17年５月期 42,884 20,644 48.1 47,510 68 

 

 【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
 百万円 百万円 百万円 百万円

平成18年５月期第３四半期 1,941 △3,439 △653 10,117 

平成17年５月期第３四半期 1,638 △2,711 129 9,480 

(参考)平成17年５月期 5,298 △3,705 175 12,203 

 

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］ 

① 財政状態（連結）の変動状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べて1,631百万円増加（3.8％

増）し、44,515百万円となりました。株主資本は、前連結会計年度末に比べて2,075百万円増加

（10.1％増）し、22,720百万円となりました。株主資本比率は、前連結会計年度末に比べて2.9ポイ

ント上昇し、51.0％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31,851百万円と前連結会計年度末に比べて894百万円

の減少（2.7％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9,690百万円と前連結会計年度末に比べて2,054百万円減少（17.5％減）したこと、受取手形及

び売掛金が19,735百万円と前連結会計年度末に比べて1,738百万円増加（9.7％増）したことなどに

よるものです。固定資産は12,664百万円と前連結会計年度末に比べて2,525百万円の増加（24.9％

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3,543百万円と前連

結会計年度末に比べて479百万円増加（15.7％増）したこと、子会社株式の取得による連結調整勘定

などにより無形固定資産が2,750百万円と前連結会計年度末に比べて1,336百万円増加（94.6％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16,938百万円と前連結会計年度末に比べて978百万円の減少（5.5％減）

となりました。これは法人税等の納付により未払法人税等が1,104百万円と前連結会計年度末に比べ

て310百万円減少（21.9％減）したこと、賞与の支払いにより賞与引当金が740百万円と前連結会計

年度末に比べて443百万円減少（37.5％減）したことなどによるものです。固定負債は1,458百万円

と前連結会計年度末に比べて271百万円の増加（22.8％増）となりました。 

 

② 連結キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は2,086百万円減少（前第３四半期連結会

計期間は945百万円の減少）し、当第３四半期連結会計期間末現在の残高は10,117百万円となりまし

た。当第３四半期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
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します。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

税金等調整前第３四半期純利益は前年同期比653百万円減の5,416百万円となりましたが、売上債

権の増加額が1,101百万円、法人税等の支払額が2,616百万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1,941百万円（前第３四半期連結会計期間は1,638百万円の増加）となりました。 

 

（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938百万円、ソフトウェアなどの無形固定資産の取得による支

出616百万円、子会社株式の取得による支出1,619百万円などにより、投資活動による資金の減少は

3,439百万円（前第３四半期連結会計期間は2,711百万円の減少）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722百万円などにより、財務活動による資金の減少は653百万円（前第３四半期連結

会計期間は129百万円の増加）となりました。 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

中間決算時（平成18年１月25日）に発表いたしました通期の連結業績予想に修正はありません。 

  

  （参考）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） 
 予想売上高 予想経常利益 予想当期純利益 

１株当たり予 

想当期純利益 
 百万円 百万円 百万円 円 銭

通  期 203,900 7,470 3,490 8,059 67 

  （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433,020株で算出しております。 
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第３四半期連結財務諸表 

① 第３四半期連結貸借対照表 

 

 前第３四半期連結会計期間末

(平成17年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間末

(平成18年２月28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 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  9,022 9,690  11,745

２ 受取手形及び売掛金  17,075 19,735  17,997

３ 有価証券  461 461  461

４ たな卸資産  193 258  333

５ 繰延税金資産  495 533  803

６ その他  1,375 1,238  1,474

貸倒引当金  △74 △66  △69

流動資産合計  28,550 75.0 31,851 71.6  32,745 76.4

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物 1,728 2,031 1,851 

(2) 土地 656 795 656 

(3) その他 458 2,843 7.5 715 3,543 8.0 555 3,063 7.1

２ 無形固定資産   

(1) ソフトウェア 1,063 1,458 1,209 

(2) 連結調整勘定 148 1,199 117 

(3) その他 84 1,296 3.4 91 2,750 6.1 86 1,413 3.3

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 718 1,265 972 

(2) 長期貸付金 67 260 66 

(3) 繰延税金資産 753 640 549 

(4) 敷金及び保証金 2,840 3,107 2,986 

(5) その他 1,052 1,202 1,157 

貸倒引当金 △67 5,364 14.1 △105 6,371 14.3 △70 5,662 13.2

固定資産合計  9,505 25.0 12,664 28.4  10,138 23.6

資産合計  38,055 100.0 44,515 100.0  42,884 100.0
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 前第３四半期連結会計期間末

(平成17年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間末

(平成18年２月28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 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  372 458  721

２ 短期借入金  384 384  307

３ 未払金  2,198 1,864  2,169

４ 未払費用  6,895 8,276  8,542

５ 未払法人税等  546 1,104  1,414

６ 未払消費税等  1,740 2,082  2,047

７ 賞与引当金  718 740  1,183

８ その他  1,742 2,027  1,529

流動負債合計  14,599 38.3 16,938 38.0  17,916 41.8

Ⅱ 固定負債   

１ 長期未払金  177 1  124

２ 繰延税金負債  5 136  5

３ 退職給付引当金  389 548  398

４ 役員退職慰労引当金  587 757  646

５ その他  11 14  12

固定負債合計  1,170 3.1 1,458 3.3  1,187 2.8

負債合計  15,770 41.4 18,396 41.3  19,104 44.6

   

(少数株主持分)   

少数株主持分  2,899 7.6 3,398 7.7  3,135 7.3

   

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  8,258 21.7 8,318 18.7  8,285 19.3

Ⅱ 資本剰余金  7,393 19.4 7,453 16.7  7,420 17.3

Ⅲ 利益剰余金  3,755 9.9 6,675 15.0  4,821 11.2

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金  0 0.0 210 0.5  124 0.3

Ⅴ 為替換算調整勘定  △22 △0.0 62 0.1  △6 △0.0

資本合計  19,386 51.0 22,720 51.0  20,644 48.1

負債、少数株主持分 
及び資本合計  38,055 100.0 44,515 100.0  42,884 100.0
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② 第３四半期連結損益計算書 
 

  

 

前第３四半期連結会計期間

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28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 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  131,636 100.0 148,731 100.0  179,156 100.0

Ⅱ 売上原価  104,278 79.2 118,703 79.8  141,925 79.2

売上総利益  27,357 20.8 30,028 20.2  37,231 20.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費  21,215 16.1 24,523 16.5  28,992 16.2

営業利益  6,142 4.7 5,505 3.7  8,238 4.6

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息 6 16 20 

２ 国庫補助金収入 16 15 22 

３ 消費税等免税益 24 ― 70 

４ 消費税還付金 14 ― ― 

５ その他 41 104 0.0 55 86 0.1 65 178 0.1

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息 17 10 20 

２ 持分法による 
  投資損失 

63 31 31 

３ コミットメントライ 
  ン手数料 

21 28 34 

４ 新株発行費償却 21 1 21 

５ その他 16 140 0.1 35 107 0.1 19 128 0.1

経常利益  6,106 4.6 5,484 3.7  8,289 4.6

Ⅵ 特別利益   

１ 投資有価証券売却益 ― 5 ― 

２ 関係会社株式売却益 ― 1 ― 

３ 持分変動によるみな 
  し売却益 

391 ― 393 

４ 貸倒引当金戻入益 4 396 0.3 ― 7 0.0 7 401 0.2

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除売却損 73 71 88 

２ 投資有価証券売却損 0 ― 0 

３ 関係会社株式売却損 6 ― 6 

４ 持分変動によるみな 
  し売却損 

― 4 ― 

５ 本社移転費用 254 ― 254 

６ 役員特別退職慰労金 97 432 0.3 ― 75 0.1 97 447 0.2
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前第３四半期連結会計期間

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28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) 

税金等調整前第３四 
半期(当期)純利益 

 6,069 4.6 5,416 3.6  8,243 4.6

法人税、住民税 
及び事業税 

1,568 2,319 2,691 

法人税等調整額 886 2,455 1.9 181 2,501 1.7 698 3,389 1.9

少数株主利益  315 0.2 318 0.2  490 0.3

第３四半期(当期) 
純利益 

 3,298 2.5 2,596 1.7  4,363 2.4
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③ 第３四半期連結剰余金計算書 

 

 
前第３四半期連結会計期間
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28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 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 346 346 32 32 373 373

Ⅲ 資本剰余金第３四半期末 
  (期末)残高 

7,393 7,453  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 第３四半期(当期)純利益 3,298 3,298 2,596 2,596 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 55 338 92 741 55 339

Ⅳ 利益剰余金第３四半期末 
  (期末)残高 

3,755 6,675  4,821
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④ 第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前第３四半期連結会計期間

(自 平成16年６月１日
至 平成17年２月28日)

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年６月１日
至 平成18年２月28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 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 

税金等調整前第３四半期 
(当期)純利益 

6,069 5,416 8,243

減価償却費 469 678 682

その他償却費 66 8 69

連結調整勘定償却額 102 90 134

貸倒引当金の増加額 
(△減少額) 

△5 31 △7

賞与引当金の増加額 
(△減少額) 

△389 △455 75

退職給付引当金の増加額 121 148 129

役員退職慰労引当金の 
増加額 

52 111 110

受取利息及び受取配当金 △9 △19 △23

支払利息 17 10 20

為替差損(△差益) △1 6 △4

持分法による投資損失 63 31 31

持分変動によるみなし 
売却損(△売却益) 

△391 4 △393

固定資産除売却損 73 71 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 
(△売却益) 

0 △5 0

関係会社株式売却損 
(△売却益) 

6 △1 6

売上債権の増加額 △1,183 △1,101 △2,098

たな卸資産の減少額 
(△増加額) 

32 78 △107

その他資産の減少額 
(△増加額) 

113 249 △294

営業債務の増加額 
(△減少額) 

△353 △951 1,456

未払消費税等の減少額 △376 △14 △76

その他負債の増加額 156 259 377

役員賞与の支払額 △61 △107 △61

小計 4,697 4,537 8,486

利息及び配当金の受取額 12 31 20

利息の支払額 △21 △10 △24

法人税等の支払額 △3,050 △2,616 △3,182

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

1,638 1,941 5,298

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) 

△378 38 △414

有形固定資産の取得 
による支出 

△1,246 △938 △1,766
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前第３四半期連結会計期間

(自 平成16年６月１日
至 平成17年２月28日)

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年６月１日
至 平成18年２月28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 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

有形固定資産の売却 
による収入 

12 ― 15

無形固定資産の取得 
による支出 

△288 △616 △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 

△108 △20 △108

投資有価証券の売却 
による収入 

68 19 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 

― △858 ―

連結の範囲の変更を伴う子 
会社株式の取得による収入 

60 6 ―

連結の範囲の変更を伴う子 
会社株式の売却による支出 

△136 ― △136

子会社株式の追加取得によ 
る支出 

― △761 ―

子会社株式の一部売却によ 
る収入 

― 21 ―

貸付金の実行による支出 △74 △181 △89

貸付金の回収による収入 166 59 178

営業譲受による支出 ― ― △17

その他投資活動による収入 633 198 750

その他投資活動による支出 △1,424 △406 △1,703

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

△2,711 △3,439 △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) 

△9 68 △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 

△175 △157 △226

株式の発行による収入 693 65 746

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 

1,011 18 1,023

親会社による配当金の 
支払額 

△283 △644 △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 

129 △653 175

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

△2 65 9

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増加額(△減少額) 

△945 △2,086 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 
第３四半期末(期末)残高 

9,480 10,117 12,203
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第３四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

    

項目 
前第３四半期連結会計期間
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28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  

(1) 連結子会社の数 39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 

・株式会社ソシオ 

・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 

・有限会社生活オアシス 

・フォーチュンクラブ組合

・Pasona N A, Inc. 

・Pasona Taiwan 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. 
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項目 
前第３四半期連結会計期間
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28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) 

 ・Pelham International  

 Limited 

 

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

ナグローバルおよび株式

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。 

・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 Europe 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、

フォーチュンクラブ組合

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。 

株式会社ソシオおよび有

限会社生活オアシスは、

新規取得により連結子会

社となっております。 

 Pasona Europe 

Limitedは、株式の追加

取得により当第３四半期

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。 

 Pasona Europe 

Limitedは、Cannon- 

Persona Recruitment 

Limitedから商号を変更

しております。 

・Pelham Search Pacific 

 Limited 

・Pasona Education Co., 

  Limited 

・Pasona Asia Co., 

 Limited 

・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

ーおよび株式会社パソナ

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 
前第３四半期連結会計期間
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28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        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。 

(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 
 

  Pasona Europe 

  Limited（旧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 連結子会社の第３

四半期決算日(決

算日)等に関する

事項 

 株式会社パソナテックそ

の他27社の第３四半期決算

日は12月末日であります。

 第３四半期連結財務諸表

の作成にあたっては、それ

ぞれの第３四半期決算日現

在の財務諸表を使用してお

ります。ただし、第３四半

期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。 

 Pasona Europe Limited

の第３四半期決算日は５月

末日であり、第３四半期連

結財務諸表の作成にあたっ

ては、第３四半期連結決算

日現在で実施した仮決算に

基づく第３四半期財務諸表

を使用しております。 

 Pasona Management  

Consultancy(Shenzhen) 

Co., Ltd.の第３四半期決

算日は９月末日であり、第

３四半期連結財務諸表の作

成にあたっては、12月末日

現在で実施した仮決算に基

づく第３四半期財務諸表を

使用しております。 

 株式会社ソシオの第３四

半期決算日は11月末日であ

り、第３四半期連結財務諸

表の作成にあたっては、２

月末日で実施した決算に基

づく財務諸表を使用してお

ります。 

 その他の連結子会社36社

の第３四半期決算日は12月

 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 
前第３四半期連結会計期間
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28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) 

  

末日であり、第３四半期連

結財務諸表の作成にあたっ

ては、12月末日現在の第３

四半期財務諸表を使用して

おります。なお、第３四半

期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。 

 

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 

   第３四半期決算日の

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 

    

(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 

 

 

 



ファイル名:第18期 第3四半期開示（ 終）-②連結(百万円）.doc 更新日時:3/28/2006 9:02 AM 印刷日時:06/03/28 18:01 
終稿 

 本発表文は、一般に公表するための記者発表文であり、本発表文に記載されている将来に関する記述の部分は資料作成時に

おいて当社が各種情報により判断した将来情報でありますが、その内容を当社として保証するものではありません。予想数字

等は、今後の経済情勢、市場動向等の変化による不確実性を含有しております。 

 また、本発表文は投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、投資家ご自身の判断で行うようお願

い致します。 

― 17― 

 

項目 
前第３四半期連結会計期間
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28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) 

 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

務および年金資産の見込

額に基づき、当第３四半

期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

務および年金資産の見込

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

基づく第３四半期末要支

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。 

(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) その他第３四半期

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 第３四半期連結キ

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 

 連結キャッシュ・フロ－

計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許

現金、随時引き出し可能な

預金および容易に換金可能

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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事業の種類別セグメント情報   

 

前第３四半期連結会計期間(自平成16年６月１日 至平成17年２月28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 

123,260 2,837 4,208 1,330 131,636 ― 131,636

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

142 14 178 181 517 (517) ―

計 123,402 2,852 4,387 1,512 132,154 (517) 131,636

営業費用 118,487 2,030 4,095 1,414 126,029 (535) 125,494

営業利益 4,914 821 291 97 6,124 17 6,142

(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 

 

当第３四半期連結会計期間(自平成17年６月１日 至平成18年２月28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 

138,331 2,970 5,952 1,476 148,731 ― 148,731

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

192 6 198 218 615 (615) ―

計 138,523 2,977 6,151 1,695 149,347 (615) 148,731

営業費用 133,889 2,196 5,599 2,155 143,840 (614) 143,226

営業利益又は 
営業損失（△） 

4,634 781 551 △460 5,506 (1) 5,505

(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。 
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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 

 
 

所在地別セグメント情報   

前第３四半期連結会計期間(自平成16年６月１日 至平成17年２月28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。 

 

当第３四半期連結会計期間(自平成17年６月１日 至平成18年２月28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。 
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平成１８年５月期 第３四半期財務・業績の概況（個別）      
  平成18年３月29日  

 

    
上場会社名 株式会社パソナ (コード番号：4332  東証第一部、大証ヘラクレス)

（ＵＲＬ http://www.pasona.co.jp/）  

代 表 者 
代 表 取 締 役 
グループ代表兼社長 

南部 靖之  

問合せ先責任者 
取 締 役 常 務 執 行 役 員 
経 営 企 画 室 長 

川崎 悦道 (ＴＥＬ：（03）6734－1100) 

        

１ 平成18年５月期第３四半期財務・業績の概況（平成17年６月１日～平成18年２月28日） 

（１）経営成績の進捗状況                        （百万円未満切捨）    

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 
四半期(当期) 

純 利 益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成18年５月期第３四半期 105,960 8.9 3,493 △11.3 3,608 △10.8 2,026 △4.2 

平成17年５月期第３四半期 97,330 12.6 3,937 5.3 4,044 11.8 2,114 4.1 

(参考 )平成 17年５月期 132,034 10.9 5,462 △0.1 5,569 4.3 3,008 7.9 

 

 １株当たり四半期

（ 当 期 ）純 利益 

潜 在 株 式 調 整 後

１ 株 当 た り 四 半 期

（当期）純利益 
 円 銭 円 銭

平成18年５月期第３四半期 4,682 76 4,667 14 

平成17年５月期第３四半期 4,928 73 4,876 98 

(参考 )平成 17年５月期 6,825 57 6,765 10 

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 

 

（２）財政状態の変動状況                     

 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

平成18年５月期第３四半期 33,309 23,275 69.9 53,752 32 

平成17年５月期第３四半期 29,744 20,881 70.2 48,330 92 

(参考 )平成 17年５月期 32,866 21,952 66.8 50,575 84 

 

２ 平成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） 

 予想売上高 予想経常利益 予想当期純利益 
１株当たり予 

想当期純利益 
 百万円 百万円 百万円 円 銭

通 期 144,630 4,930 2,780 6,420 03 

（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433,020株で算出しております。 

 



ファイル名:第18期 第3四半期開示（最終）④個別.doc 更新日時:3/28/2006 9:03 AM 印刷日時:06/03/28 18:06 
 
最終稿 

 本発表文は、一般に公表するための記者発表文であり、本発表文に記載されている将来に関する記述の部分は資料作成時に

おいて当社が各種情報により判断した将来情報でありますが、その内容を当社として保証するものではありません。予想数字

等は、今後の経済情勢、市場動向等の変化による不確実性を含有しております。 

 また、本発表文は投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、投資家ご自身の判断で行うようお願

い致します。 

― 2 ― 

第３四半期財務諸表 

① 第３四半期貸借対照表 
 

 
前第３四半期会計期間末 

(平成17年２月28日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成18年２月28日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年５月31日) 

区分 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 1,146 1,060 3,171 

２ 売掛金 12,153 13,288 12,439 

３ 貯蔵品 64 76 66 

４ 繰延税金資産 311 357 550 

５ 未収法人税等 241 ― ― 

６ その他 645 700 1,034 

貸倒引当金 △52 △38 △45 

流動資産合計  14,510 48.8 15,445 46.4  17,217 52.4

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物 1,327 1,461 1,440 

(2) 土地 655 655 655 

(3) その他 262 290 299 

   計 2,246 7.6 2,408 7.2 2,395 7.3

２ 無形固定資産   

(1) ソフトウェア 754 577 762 

(2) その他 60 60 60 

   計 815 2.7 638 1.9 823 2.5

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 188 322 397 

(2) 関係会社株式 9,076 11,565 9,378 

(3) 繰延税金資産 544 310 255 

(4) 敷金及び保証金 2,291 2,318 2,270 

(5) その他 100 365 163 

貸倒引当金 △31 △65 △35 

   計 12,170 40.9 14,816 44.5 12,429 37.8

固定資産合計  15,233 51.2 17,863 53.6  15,649 47.6

資産合計  29,744 100.0 33,309 100.0  32,866 100.0
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前第３四半期会計期間末 

(平成17年２月28日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成18年２月28日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年５月31日) 

区分 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 未払費用 4,962 5,471 6,176 

２ 未払法人税等 ― 686 447 

３ 未払消費税等 1,254 1,410 1,478 

４ 賞与引当金 520 464 815 

５ その他 1,353 1,280 1,267 

流動負債合計  8,090 27.2 9,312 27.9  10,185 31.0

Ⅱ 固定負債   

１ 退職給付引当金 44 ― ― 

２ 役員退職慰労引当金 440 547 466 

３ その他 287 173 262 

固定負債合計  772 2.6 720 2.2  729 2.2

負債合計  8,862 29.8 10,033 30.1  10,914 33.2

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  8,258 27.8 8,318 25.0  8,285 25.2

Ⅱ 資本剰余金   

 １ 資本準備金 3,796 3,856 3,823 

 ２ その他資本剰余金 3,597 3,597 3,597 

資本剰余金合計  7,393 24.8 7,453 22.4  7,420 22.6

Ⅲ 利益剰余金   

 １ 任意積立金 ― 4,500 ― 

 ２ 第３四半期(当期) 
      未処分利益 5,228 2,925 6,123 

利益剰余金合計  5,228 17.6 7,425 22.3  6,123 18.6

Ⅳ その他有価証券評価差 
    額金  ― ― 79 0.2  123 0.4

資本合計  20,881 70.2 23,275 69.9  21,952 66.8

負債・資本合計  29,744 100.0 33,309 100.0  32,866 100.0
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② 第３四半期損益計算書 

 

 
前第３四半期会計期間 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年２月28日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28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 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  97,330 100.0 105,960 100.0  132,034 100.0

Ⅱ 売上原価  80,362 82.6 88,780 83.8  109,047 82.6

売上総利益  16,968 17.4 17,179 16.2  22,986 17.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費  13,030 13.3 13,685 12.9  17,524 13.3

営業利益  3,937 4.1 3,493 3.3  5,462 4.1

Ⅳ 営業外収益  139 0.1 152 0.1  156 0.1

Ⅴ 営業外費用  32 0.0 36 0.0  48 0.0

経常利益  4,044 4.2 3,608 3.4  5,569 4.2

Ⅵ 特別利益  8 0.0 ― ―  10 0.0

Ⅶ 特別損失  391 0.4 144 0.1  399 0.3

税引前第３四半期 
(当期)純利益  3,661 3.8 3,464 3.3  5,181 3.9

法人税、住民税 
及び事業税 587 1,270 1,247 

法人税等調整額 959 1,547 1.6 160 1,438 1.4 925 2,172 1.6

第３四半期(当期) 
純利益  2,114 2.2 2,026 1.9  3,008 2.3

前期繰越利益  3,114 899  3,114

第３四半期(当期) 
未処分利益  5,228 2,925  6,123
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第３四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前第３四半期会計期間 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年２月28日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28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 

   第３四半期決算日の

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 

     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 

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 
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項目 
前第３四半期会計期間 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年２月28日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28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) 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、当第３四半期末

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、当第３四半期末

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、当第３四半期

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（63百万

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

基づく当第３四半期末要

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 その他第３四半期

財務諸表(財務諸

表)作成のための

基本となる重要な

事項 

(1) 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。 

 

(1) 消費税等の会計処理 
     同左 

 

(1) 消費税等の会計処理 
     同左 

 

 

 


