
平成19年３月期 中間決算短信（連結）  
平成18年11月１日

会社名 株式会社バックスグループ 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ

コード番号 4306 本社所在都道府県 東京都

（URL　http://www.backs.co.jp/）

代表者 役職名 代表取締役社長

 氏名 西岡　雄彦

問い合わせ先 責任者役職名 取締役上級執行役員管理本部長

 氏名 太田　宏義 ＴＥＬ　　（03）5793－7836

決算取締役会開催日 平成18年11月１日

米国会計基準採用の有無 無

１．18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 4,865 (17.9) 149 (△44.5) 148 (△44.8)

17年９月中間期 4,125 (23.6) 269 (20.8) 269 (23.6)

18年３月期 8,963 637 637

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 86 (△44.1) 608 19 605 89

17年９月中間期 154 (26.2) 4,366 79 4,348 91

18年３月期 371 2,629 67 2,616 09
（注）１．持分法投資損益 18年９月中間期 －百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円

２．期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 141,767株 17年９月中間期 35,311株 18年３月期 141,374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

５．平成17年11月９日開催の当社取締役会決議に基づき、平成18年１月20日付をもって普通株式１株を４株に分割しております。

なお、平成18年９月中間期及び平成18年３月期の１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益は、

当該株式分割後の株式数により算出しております。

(2）連結財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 2,709 1,726 63.7 12,163 86

17年９月中間期 2,338 1,486 63.6 42,053 72

18年３月期 2,829 1,705 60.3 12,039 41
（注）１．期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 141,955株 17年９月中間期 35,356株 18年３月期 141,679株

２．平成17年11月９日開催の当社取締役会決議に基づき、平成18年１月20日付をもって普通株式１株を４株に分割しております。

なお、平成18年９月中間期及び平成18年3月期の１株当たり株主資本は、当該株式分割後の株式数により算出しております。

(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

百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 58 △30 △62 1,191

17年９月中間期 113 △25 △84 1,082

18年３月期 342 △101 △92 1,226

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 2社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社
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２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 10,525 500 292

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）2,102円01銭

　　　　（注）当社は平成18年10月12日より平成18年10月26日までに自己株式を3,000株取得しており、それに伴い計算

　　　　　　　の根拠となる発行済株式数は3,000株減少しております。

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

資料発表日における予想を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる

可能性があります。業績予想に関する事項につきましては、添付資料の９ページをご参照ください。
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１．企業集団の状況
１．事業の内容

　当企業集団は、当社及び子会社２社により構成されており、デジタル情報家電メーカー、携帯電話、酒類・飲料等の

消費財や、金融サービスを含むBtoC（Business to Consumer）企業を対象とした営業支援及び販売促進業務のアウトソー

シング事業ならびに人材派遣事業を行っております。

　商材類型別にみると、携帯電話、パソコン、プリンターに代表される「高機能・多機能商材」、飲料・日用品などの

「体験型商材」や、ブロードバンド、金融サービスをはじめとする「契約型商材」などの「説明型商材」の販売に強み

を有しております。

　当社及び株式会社ギガジャパンは、当該業界顧客から販売促進業務及び家電量販店・GMS（General Merchandising 

Store）等の販売チャネルにおける営業支援業務を受託して行うアウトソーシング事業を主に担当し、顧客ニーズに応じ

る形で人材派遣事業も行っております。また株式会社スマートは、ドコモショップ等専売店のスタッフ派遣や販売員派

遣を中心に、当企業集団の業界顧客に特化した人材派遣事業を担当し、顧客ニーズに応じる形でアウトソーシング事業

も行っております。

事業内容 会社名

アウトソーシング事業

当社

株式会社ギガジャパン

株式会社スマート

人材派遣事業

当社

株式会社ギガジャパン

株式会社スマート

２．事業系統図
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連結子会社（議決権の所有割合） 

 

当          社 

（株）ギガジャパン 

（株）スマート 
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２．経営方針
１．経営の基本方針

　当企業集団は、「顧客とスタッフと共に成長し、社会に貢献する」をグループ共通の経営理念として掲げ、顧客の営

業支援・販売促進業務のパートナーとして、価値あるサービスを提供し続けるとともに、社会、株主、顧客、従業員、

スタッフ等のすべてのステークホルダーに対する責任を果たしていくために、継続的な企業価値の増大を図ることを目

標としております。

 当企業集団では、営業・販売・接客の職種を「オレンジカラー」と呼称し、事務系のホワイトカラー、作業系のブルー

カラーに対し、対人コミュニケーションを要する職種として定義し、このような人材で構成された営業・販売組織を運

営することで、企業の営業・販売を支援する独自のビジネスを展開しております。また、これまでの店頭における営業・

販売支援活動の実績を活かし、量販店・GMS等の小売業や飲食業向けに、販売・接客スタッフを提供していくことで、今

後も「総合オレンジカラー企業」として、総合的なサービスの提供に努めてまいります。

２．利益配分に関する基本方針

　当企業集団は、株主への長期的な利益還元を経営上の重要な課題のひとつと位置付けており、財務基盤の強化ならび

に新規事業投資や設備投資などの成長資金を確保しながらも、安定的な株主還元を実施することを基本方針としており

ます。株主配当につきましては、連結配当性向20％以上を基準とし、業績を勘案した上で配当金額を決定してまいりま

す。

 上記の方針を踏まえまして、当期の期末利益配当金につきましては、1株当たり950円（連結配当性向45.2％）を予定し

ております。

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、投資単位の引下げにより、株式の流動性を確保し、より広範な投資家層の参加促進に積極的に取り組む方針

であります。直近では、平成18年1月20日付で1：4の株式分割を実施しております。今後も業績向上や財政状態に応じて

適正な株式投資単位の水準を維持するための施策を積極的に行ってまいります。

４．目標とする経営指標

　当社は株主利益の増大を重視しており、収益性と資本効率を高めて総合的な企業価値を増大させるという観点から、

連結ROE（株主資本当期利益率）を重要な経営目標と定め、連結ROE 20％以上の維持・継続に努めるとともに、事業の生

産性、健全性を図る指標として、中期的には営業利益率8％以上の実現を目指し、引き続きその向上に努めることを目標

としております。

５．中長期的な経営戦略

　当企業集団は、「顧客とスタッフと共に成長し、社会に貢献する」の経営理念のもと、「企業の営業支援・販売促進

業務のパートナー」として、総合オレンジカラー人材ビジネスを行うことを基本戦略としております。

 これに基づき、

 

(1) BtoC企業に加え販売チャネルに対する販売促進、業務運営に関するあらゆる需要に対応

(2) 顧客層拡大による事業ポートフォリオの最適化

(3) 幅広い年齢層の求職者に対し、多種多様な就業形態を提供

 

 これら３つの柱を軸に、事業拡大を図っていくことで、「総合オレンジカラー企業」へと発展を遂げると共に「営業支

援分野のナンバーワン企業」の地位確立を中期的な経営戦略と位置付けております。

６．対処すべき課題

　事業の安定性とリスク分散を鑑み、今後継続して事業ポートフォリオにおける顧客業種別売上構成のバランスを勘案

しつつ、モバイル、デジタル、金融に続く新たな顧客業種の柱を築くべく、顧客層の拡大並びに新規商材の開拓を行う

とともに、全国拠点網を活用した全国的な需要の取り込みにも注力してまいります。

 また、「オレンジカラー・スタッフ」によるBtoC企業を対象とした営業・販売支援サービスに加え、これまで積み重ね

てきた店頭販売促進のノウハウを活かし、販売チャネル向けの人材派遣、人材紹介を行ってまいります。顧客層を拡大

することで、幅広い年齢層に対し、多種多様な業務及び就業形態を提供できるように体制を整え、仕事と人材のマッチ

ング率を高めてまいります。

 また、需要増大に備え人材供給力を強化するため、事業所の増設のみならず、自社求人情報専門サイト「デジバイト

®.com」の有効活用を推進いたします。また全国レベルでスキルが統一されたスタッフを提供すべく、オリジナルコンテ

ンツを用いたｅラーニングを積極的に活用し、登録スタッフのレベル向上並びに標準化に努めてまいります。
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　人材派遣事業においては、携帯電話キャリアショップ向け人材派遣、クレジットカード加入業務向け人材派遣等、顧

客のニーズに対応するため体制強化に努め、拡大させてまいります。また、業界に特化した人材派遣・人材紹介事業の

展開においては、アパレル業界専門の自社求人・求職サイト「アパジョブ・ドットコム」( http://www.appajob.com/

 )（注）を活用した、求人企業様の発注オンライン化、登録者データの活用並びに個人情報管理の強化等、ウェブサイ

トの利用をした事業モデルを更に強化してまいります。

（注）従来の「アパレルジョブ・ドットコム」(　http://www.apparel-job.com/　)を、平成18年11月１日付で名称変更

いたしました。

７．親会社等に関する事項

　当社には親会社等は存在しないため、該当事項はございません。

８．内部管理体制の整備・運用状況

 (1) 内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規定の整備状況その他内部管理体制の整備状況

　当社では、人事部、総務部、財務経理部、IT戦略部、業務推進部を含む管理部門と業務部門である営業本部との間

で相互牽制機能を備えつつも、業務のスピードを損なわない内部管理体制を目指しております。そのために業務管理

基幹システムや電子稟議システムのメリットを最大限に活用し、決裁の迅速化と各部門のチェック機能強化の両立を

実現しております。また、社内業務全般にわたる諸規定が網羅的に整備されており、各職位が明確な権限と責任のも

と業務を遂行しております。また、内部管理体制の更なる強化並びに業務の効率化を目的として、適宜諸規定の見直

しを実施しております。

 また、社長直轄のコンプライアンス室を設置し、法令遵守指導にあたらせるとともに、定時および随時に当社およ

び子会社の内部監査を実施し、適法性の面からだけではなく、妥当性や効率性の改善に関する指摘・指導をしており

ます。

　尚、当社の内部管理体制の整備・運用状況の詳細につきましては、別途公表しておりますコーポレート・ガバナン

ス報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」をご参照下さい。

 (2) 内部管理体制の充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況

　具体的な取組み状況については以下の通りであります。

　① 情報資産管理の取組みの一環として、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証を取得

　② 業務運営における内部牽制機能強化を目的に管理本部内に業務推進部を設置

 ９．その他、会社の経営上の重要な事項

　該当事項はございません
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３．経営成績及び財政状況
１．当中間連結業績の概況

　当企業集団の主要マーケットである移動体通信業界は、第３世代携帯比率が前年44.0％から62.0％と堅調に推移し、

平成18年9月の携帯電話契約数は対前年比5.3％増の9,381万件*1に達しました。また、携帯電話向け地上波デジタル放送

（ワンセグ放送）の開始や携帯事業者の新規参入、2006年10月24日に導入された番号ポータビリティ制導入により、移

動体通信各社のシェア争いが一層激化する状況にありました。　また、デジタル家電業界においては、総務省公表の「ブ

ロードバンド契約者数」の推移から順調に利用者が増加し、平成18年3月末にインターネット接続サービスの契約数が

3,144万人*2に達する中、ブロードバンド関連の需要が順調に推移したことに加え、新商品の投入等によりその他の商材

の需要が堅調に推移しました。

　クレジットカード業界においては、ショッピング取扱高（新規供与額）が93年から03年までの10年間で年平均10％強

の成長率で推移（消費者信用統計ベース）しており、安定高成長である一方、競合状況は上位10企業のシェアの合算が、

市場の約8割弱と寡占状態が強まっており、また合従連衡等により業界の序列が変貌する中、競争は極めて厳しいとの推

測も出されています*3。

　こうした状況のもと全国のモバイル分野、デジタル分野、金融分野及び新規分野はそれぞれ順調に推移した結果、前

年同期と比較し増収となりましたが、モバイル常勤分野における競争の激化と、大型キャンペーンの獲得不足の影響に

より、特に関東圏の売上高が伸び悩みました。

　また、利益率の高い大型キャンペーンの減少と利益率の低い特定クライアント案件の売上構成比向上による影響によ

り売上総利益率が低下し、販管費率が上昇しました。その影響で前年同期と比較し、経常利益、当期純利益共に減益と

なりました。

　これらの結果、当中間期における連結売上高は4,865百万円（前年同期比17.9％増）となりました。

　また、連結経常利益は、148百万円（前年同期比44.8％減）、連結中間純利益は、86百万円（前年同期比44.1％減）と

なりました。

（注）*１出典：社団法人　電機通信事業者協会「携帯電話／IP接続サービス／PHS／無線呼出し契約数」をもとに算出

*２出典：総務省「ブロードバンドサービス等の契約者数（平成18年６月末）」（平成18年９月11日付最新デー

タ）をもとに算出

*３出典：月間消費者信用「特集：2010年のクレジットカード市場」（2004年12月号）より抜粋
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２．主なセグメント別の業績

(1）事業セグメント別

①　アウトソーシング事業

　アウトソーシング事業では、関東圏の売上高が伸び悩んだものの、全国事業所の需要が引き続き旺盛であったた

め、モバイル分野、デジタル分野、金融分野及び新規分野にて売上高は堅調に推移しました。一方、利益について

は利益率の高いキャンペーン需要が伸びなかったことに加え、利益率の低い特定クライアント案件の売上高構成比

が向上したことで、売上総利益率が低下しました。この結果、当中間期における売上高は3,994百万円（前年同期比

13.3％増）となり、営業利益は、190百万円（前年同期比38.4％減）となりました。

②　人材派遣事業

　人材派遣事業では、携帯電話キャリアショップ等専売店向けのスタッフ派遣が順調に推移したことに加え、金融

顧客（クレジットカード加入促進業務向け労働者派遣）の需要が旺盛であった結果、当中間期における売上高は871

百万円（前年同期比45.2％増）となり、営業利益は、40百万円（前年同期比120.0％増）となりました。

(2）地域別

①　関東圏*１

　関東圏での需要獲得並びにスタッフ採用の効率化を図るべく、前期に宇都宮事業所、高崎事業所、新潟事業所を

開設し、関東圏の全エリアに対応可能な組織を構築しましたが、モバイル分野の常勤市場における競争激化やデジ

タル分野及び金融分野における大型キャンペーンの獲得不足が影響した結果、当中間期における売上高は2,905百万

円（前年同期比5.4％増）となりました。

②　全国*２

　全国では、前期新たに開設しました盛岡事業所、北陸事業所が貢献したことに加え、既存全国事業所の需要も順

調に推移し、特にモバイル分野及び金融分野が大幅に伸張した結果、当中間期における売上高は1,960百万円（前年

同期比43.3％増）となりました。

(3）顧客業界別

①　モバイル*３

　モバイル分野では、番号ポータビリティ制度の導入を控え、各キャリア共、新サービスメニューや新端末の投入

に注力する等、活発な市場競争下にあり、当社をはじめとする営業支援企業や人材派遣企業間において、競争環境

が激化したことにより、関東圏のモバイル分野の売上高が伸び悩んだものの、一方で全国のモバイル分野は順調に

売上高が推移した結果、当中間期における売上高は2,991百万円（前年同期比18.0％増）となりました。

②　デジタル*４

　デジタル分野では、新商材投入の端境期にあたり、大型キャンペーンの受注が不足し、また新たな大型デジタル

案件の獲得には至らなかったものの、既存クライアントに対する需要を深耕すべく、各事業所単位で継続的な営業

活動を行った結果、当中間期における売上高は1,038百万円（前年同期比16.4％増）となりました。

③　金融*５

　金融分野では、流通との提携クレジットカードの発行が依然活発でありますが、当中間期においては大型キャン

ペーンの受注が不足し、関東圏の金融分野の売上高が伸び悩んだものの、全国事業所において需要を深耕すべく営

業活動を行い、前年同期と比較し全国の金融分野の売上高が倍増した結果、当中間期における売上高は650百万円

（前年同期比21.3％増）となりました。

④　新規*６

　新規分野では、消費財メーカーからの需要が堅調に推移した結果、当中間期における売上高は186百万円（前年同

期比15.3％増）となりました。

（注）

*１：　東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬及び新潟を指します。

*２：　上記*1以外の地域すべてを指します。

*３：　移動体通信顧客群（キャリア、代理店など）を示します。
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*４：　ＰＣ、デジタル家電メーカー（プリンター、DVD、デジタルカメラ、セキュリティソフトなど）及び回線（ブ

ロードバンド、光通信）プロバイダーを示します。

*５：　銀行・クレジットカード会社などの金融サービス業界を示します。

*６：　上記*3、*4、*5以外の一般消費財メーカー、アパレル、コールセンター等を示します。
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３．キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して35

百万円減少となり、当中間連結会計期間期末残高は11億91百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、当中間連結会計期間は58百万円（前中間連結会計期間比48.7％減）となりました。

主な要因は、売上債権の回収によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果支出した資金は、当中間連結会計期間は30百万円（前中間連結会計期間比21.7％増）となりました。

主な要因は、有形固定資産の取得による支出16百万円と無形固定資産の取得による支出７百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果支出した資金は、当中間連結会計期間は62百万円（前中間連結会計期間比25.2％減）となりました。

主な要因は、配当金の支払による支出86百万円と株式発行による収入23百万円であります。

　なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年３月期 平成18年３月期
平成19年
３月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 64.8 61.7 63.6 60.3 63.7

時価ベースの自己資本比率（％） 460.3 504.4 503.4 1,056.5 438.5

債務償還年数（年） 0.2 0.1 0.0 － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 222.7 391.3 518.3 1,563.4 505.5

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

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※株式時価総額は、期末時価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により計算しております。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結（中間連結）キャッシュ・フロー計算書に記載されている「営業活動に

よるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

４．通期の業績見通し

　平成18年10月11日付当社「平成19年3月期中間期（連結・単独）業績予想及び通期（連結・単独）業績予想の修正に関

するお知らせ」で公表しましたとおり、下期においては番号ポ-タビリティ制によるキャンペーン需要の増加やクレジッ

トカード加入促進案件の受注増加が見込まれる中、新規営業専属部署の立ち上げ等による経営効率の向上と収益力の改

善を目指した事業運営を展開してまいるものの、当該施策が奏功するまで多少の時間を要することが予測されます。こ

れらの要因と上期実績を踏まえ、平成19年３月期の見通しと致しましては、連結売上高10,525百万円（前年比17.4%増）、

連結経常利益500百万円（前年比21.5％減）、連結当期純利益292百万円（前年比21.3％減）を見込んでおります。

－ 9 －



５．事業等のリスク

　当企業集団の事業活動その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、

以下のようなものがあります。

　なお、文中における将来に関する事項は、中間決算短信公表日（平成18年11月１日）現在において当企業集団が判断

したものであります。

(1）個人情報等の流出の可能性

　当企業集団の事業においては、スタッフ情報や消費者情報等の個人情報に接する機会が生じるため、その取扱いに

ついては十分な管理を実施しております。情報に触れる機会のある業務実施スタッフに対して、当社作成の個人情報

取扱マニュアルに基づき当該情報の取扱いについて十分な教育・研修を実施し、さらに日常業務で行うスタッフと管

理マネージャーとのコミュニケーションにおいてもその重要性について啓蒙に努めております。

　また、適切な管理体制を確立・運用をするため、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国内規格「ISMS

適合性評価制度認証基準Ver.2.0」および国際規格「BS7799-2:2002」の認証を2006年2月に取得しております。これに

より、社内ネットワーク、基幹システムを含む社内管理体制を適切に利用できる環境を維持しながら、高いセキュリ

ティレベルの維持・継続を実現しております。

　ただし、当企業集団の取り組みにも関わらず、個人情報の漏洩や不正使用等の事態が発生した場合には、当企業集

団の信用の失墜による取引関係の悪化や、個人情報の漏洩による損害に対する賠償を請求されることも考えられ、当

企業集団の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　平成17年４月に全面施行された「個人情報の保護に関する法律」を踏まえ、より一層社内管理体制の強化を図り、

その取扱いには十分に留意するべく、取り組んでおります。

(2）特定の顧客業種への偏重傾向

　当企業集団は、「説明型商品」の販売に強みを有しており、中でも移動体通信業者とその一次代理店等への売上構

成比率が高くなっておりますが、当該売上構成比率は下記の推移のとおり当期連結会計年度においては61.5％となっ

ております。特定の顧客業種への売上依存度が高いことは将来の継続的・安定的な需要につながるものではないと認

識しており、引き続きデジタル系顧客の新規獲得及び新規業種への更なる参入に努めております。

　しかし、移動体通信業者各社の企業再編・営業活動縮小など事業環境の変化に当企業集団が対応しきれない場合に

は、当企業集団の業績に影響を及ぼす可能性があります。

（売上構成比率の推移）

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

中間 期末 中間 期末 中間

モバイル系（％） 59.7 61.2 61.5 59.8 61.5

非モバイル系（％） 40.3 38.8 38.5 40.2 38.5
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(3）特定の顧客への売上比率の増加

　当企業集団において、当中間連結会計期間のＫＤＤＩ㈱に対する売上比率は30.0％となっております。総売上高に

占める当該顧客の売上比率が高水準である理由としては、主として受注内容の業種がモバイル系売上高（ａｕ）及び

デジタル系売上高（ＤＩＯＮ）と業種がまたがっていること及び全国一括受注による全国地区の売上高の増加による

ものです。当企業集団のリスクは低いと考えておりますが、当該顧客の企業動向に影響を受ける可能性があります。

平成17年３月期 平成18年３月期 平成18年９月期

売上高
（千円）

売上比率
(百分比)
（％）

構成比
（％）

売上高
（千円）

売上比率
(百分比)
（％）

構成比
（％）

売上高
（千円）

売上比率
(百分比)
（％）

構成比
（％）

連結売上高 6,933,695 100.0 8,963,331 100.0 4,865,931 100.0

ＫＤＤＩ㈱ 2,457,218 35.4 (100.0) 2,578,900 28.8 (100.0) 1,461,203 30.0 (100.0)

（モバイル） 1,769,659 25.5 (72.0) 2,284,252 25.5 (88.6) 1,368,203 28.1 (93.6)

（デジタル） 687,559 9.9 (28.0) 294,647 3.3 (11.4) 93,157 1.9 (6.4)

（関東圏） 1,479,438 21.3 (60.2) 1,420,895 15.9 (55.1) 704,101 14.5 (48.2)

（全国） 977,780 14.1 (39.8) 1,158,005 12.9 (44.9) 757,102 15.6 (51.8)

(4）社会保険の加入について

　厚生年金への加入要件について、当該要件の加入対象枠が今後、国会審議の動向により短期労働者への適用に広がっ

た場合、当企業集団のスタッフの社会保険加入人員数が増加する可能性があります。ただし、アウトソーシング事業

においては現在の適用対象となるスタッフに関しては積極的に契約社員としての雇用を推進し、社会保険への加入を

同時に勧めております。人材派遣事業においては、契約期間が２ヶ月を超える場合、適用対象となるスタッフ全員に

対し加入を推進しているため、加入要件の変動による影響は少ないと考えております。

(5）スタッフ確保について

　当企業集団の主力であるモバイル、デジタル系の「説明型商品」の販売には、高いコミュニケーションスキルを持

つスタッフが必要不可欠と言えます。紙媒体だけではなく、主力商品を扱うことのできる“デジタルに強い”スタッ

フを募集するべく、WEB媒体を主として採用戦略を構築するとともに、自社サイトである求人情報専門サイト「デジバ

イト®.com」及び「アパジョブ.com」（注）も有効活用していく方針です。また、今後は販売チャネルに対する人材派

遣、人材紹介を行っていき、顧客層を拡大することで、幅広い年齢層に対し、多種多様な業務及び就業形態を提供で

きるように体制を整え、仕事と人材のマッチング率を高めてまいります。

　ただし、需要の急増、商材の片寄り等により、クライアントのニーズに適合したスタッフが十分に確保できない場

合には、当企業集団の成長戦略に支障をきたす可能性があります。

（注）従来の「アパレルジョブ.com」を、平成18年11月１日付で名称変更いたしました。

(6）法的規制について

　当企業集団が行う事業に適用される労働基準法、労働者派遣法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金

保険法その他関連法令は、労働市場を取り巻く社会情勢の変化に応じて改正または解釈の変更が行われる可能性があ

ります。その場合、当社の業績においても重大な影響を受ける可能性があります。

(7）事業の許認可について

　当企業集団においては、厚生労働大臣の許可を受け、一般労働者派遣事業及び有料職業紹介事業を行っております。

　一般労働者派遣事業は労働者派遣法において派遣元事業主が欠格事由に該当したり、法令違反をしたりした場合、

事業許可の取消もしくは事業停止を命じられる旨が定められております。また、有料職業紹介事業においても職業安

定法に基づき、同様に欠格事由や処分が定められています。

　当社企業集団では、社員教育やコンプライアンス部門におけるモニタリング等を通じて、法令違反の未然防止に努

めておりますが、万一当企業集団もしくは従業員による重大な法令違反が発生し、事業許可の取り消しや事業の停止

を命じられた場合には人材派遣事業を行うことができなくなり、業績に影響を与える可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金   1,082,868   1,191,357   1,226,586  

２　受取手形及び売掛
金

  914,514   1,095,698   1,211,778  

３　繰延税金資産   14,544   28,594   25,103  

４　その他   46,637   58,450   32,448  

貸倒引当金   △977   △1,336   △982  

流動資産合計   2,057,588 88.0  2,372,764 87.6  2,494,933 88.2

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物  45,323   37,397   41,347   

(2）工具器具備品  24,783 70,107  32,684 70,082  22,731 64,078  

２　無形固定資産           

(1）ソフトウェア  50,484   68,224   74,129   

(2）その他  3,238 53,723  3,238 71,463  3,238 77,368  

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券  －   30,000   30,000   

(2）敷金及び保証金  157,100   164,943   162,898   

(3）その他  389 157,489  177 195,120  283 193,182  

固定資産合計   281,320 12.0  336,665 12.4  334,628 11.8

資産合計   2,338,909 100.0  2,709,430 100.0  2,829,562 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形及び買掛
金

  2,504   35,803   46,012  

２　短期借入金   8,700   －   －  

３　未払法人税等   110,159   76,450   192,129  

４　未払消費税等   81,949   75,150   137,987  

５　未払費用   491,630   559,379   604,733  

６　賞与引当金   －   38,315   －  

７　その他   157,115   197,610   142,957  

流動負債合計   852,059 36.4  982,710 36.3  1,123,821 39.7

負債合計   852,059 36.4  982,710 36.3  1,123,821 39.7

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   394,579 16.9  － －  395,240 14.0

Ⅱ　資本剰余金   420,559 18.0  － －  421,219 14.9

Ⅲ　利益剰余金   713,719 30.5  － －  931,290 32.9

Ⅳ　自己株式   △42,008 △1.8  － －  △42,008 △1.5

資本合計   1,486,849 63.6  － －  1,705,741 60.3

負債・資本合計   2,338,909 100.0  － －  2,829,562 100.0

（純資産の部） 　　           

Ⅰ　株主資本           

　１　資本金   － －  406,970 15.0  － －

　２　資本剰余金   － －  432,958 16.0  － －

　３　利益剰余金 　　   － －  928,961 34.3  － －

　４　自己株式 　　   － －  △42,169 △1.6  － －

　　株主資本合計   － －  1,726,720 63.7  － －

　　純資産合計   － －  1,726,720 63.7  － －

　　負債・純資産合計   － －  2,709,430 100.0  － －

           

－ 13 －



(2）中間連結損益計算書

  

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   4,125,624 100.0  4,865,931 100.0  8,963,331 100.0

Ⅱ　売上原価   3,069,497 74.4  3,718,230 76.4  6,680,170 74.5

売上総利益   1,056,127 25.6  1,147,700 23.6  2,283,161 25.5

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  786,370 19.1  997,987 20.5  1,645,501 18.4

営業利益   269,756 6.5  149,712 3.1  637,660 7.1

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  4   62   7   

２　受取手数料  903   126   1,088   

３　消費税納付差額  163   16   802   

４　未払配当金戻入  －   108   －   

５　その他  268 1,339 0.0 3 318 0.0 189 2,089 0.0

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  218   115   218   

２　コミットメントラ
イン設定手数料

 895   842   1,793   

３　その他  175 1,289 0.0 99 1,057 0.0 487 2,500 0.0

経常利益   269,807 6.5  148,973 3.1  637,249 7.1

Ⅵ　特別利益           

１　貸倒引当金戻入益  96   －   91   

２　投資有価証券売却
益

 － 96 0.0 72 72 0.0 － 91 0.0

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産除却損 ※２ 58   815   198   

２　原状回復費用  －   －   360   

３　前期損益修正損 ※３ 6,873 6,931 0.1 － 815 0.1 6,873 7,431 0.1

税金等調整前中間
（当期）純利益

  262,971 6.4  148,229 3.0  629,908 7.0

法人税、住民税及
び事業税

 100,848   65,500   260,772   

法人税等調整額  7,924 108,773 2.7 △3,491 62,008 1.2 △2,633 258,139 2.9

中間(当期)純利益   154,198 3.7  86,220 1.8  371,769 4.1
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(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

 中間連結剰余金計算書

  

前中間連結会計期間
 

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   419,652  419,652

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１　新株予約権等の行使
による新株の発行

 907 907 1,567 1,567

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

  420,559  421,219

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   630,054  630,054

Ⅱ　利益剰余金増加高      

中間（当期）純利益  154,198 154,198 371,769 371,769

Ⅲ　利益剰余金減少高      

配当金  70,534 70,534 70,534 70,534

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

  713,719  931,290

      

中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 
株主資本

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

 平成18年３月31日　残高（千円） 395,240 421,219 931,290 △42,008 1,705,741 1,705,741

 中間連結会計期間中の変動額       

　新株の発行 11,730 11,730   23,460 23,460

　剰余金の配当   △88,549  △88,549 △88,549

　中間純利益   86,220  86,220 86,220

　自己株式の取得    △165 △165 △165

　自己株式の処分  9  4 13 13

　株主資本以外の項目の中間連結会計期

　間中の変動額（純額）
      

 中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
11,730 11,739 △2,329 △161 20,979 20,979

 平成18年９月30日　残高（千円） 406,970 432,958 928,961 △42,169 1,726,720 1,726,720
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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17年４月１日

至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

至　平成18年９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17年４月１日

至　平成18年３月31日)

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益  262,971 148,229 629,908

減価償却費  18,937 22,048 41,889

貸倒引当金の増減額（△は減少）  △96 354 △91

賞与引当金の増加額  － 38,315 －

受取利息及び受取配当金  △5 △63 △8

支払利息  218 115 218

固定資産除却損  58 815 198

売上債権の増減額（△は増加）  △38,511 116,079 △335,775

仕入債務の増減額（△は減少）  △500 △10,208 43,007

未払消費税等の増減額（△は減少）  △24,166 △62,836 31,870

未払費用の増減額（△は減少）  9,286 △45,354 122,389

その他  17,269 21,968 12,760

小計  245,461 229,463 546,368

利息及び配当金の受取額  5 63 8

利息の支払額  △218 △115 △218

法人税等の支払額  △131,854 △171,203 △204,113

営業活動によるキャッシュ・フロー  113,393 58,208 342,045

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △7,394 △16,926 △16,560

無形固定資産の取得による支出  △5,399 △7,348 △36,978

投資有価証券の取得による支出  － △4,230 △30,000

敷金及び保証金の差入による支出  △12,628 △2,044 △20,309

敷金及び保証金の戻入による収入  300 － 1,922

投資活動によるキャッシュ・フロー  △25,122 △30,549 △101,926

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

長期借入金の返済による支出  △16,600 － △25,300

株式の発行による収入  1,815 23,460 3,135

配当金の支払額  △69,257 △86,195 △70,006

自己株式取得・売却による収支  － △151 －

財務活動によるキャッシュ・フロー  △84,042 △62,887 △92,171

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額(△は減少）  4,229 △35,228 147,947

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,078,639 1,226,586 1,078,639

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残

高
 1,082,868 1,191,357 1,226,586
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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

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　　２社

連結子会社名　　株式会社ギガジャパン

株式会社スマート

(2）主要な非連結子会社の名称等

　非連結子会社はありません。

２．持分法の適用に関する事項

　該当事項はありません。

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項

　連結子会社の中間決算日は中間連結決算日と同一であります。

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

①　有価証券 

　　　その他有価証券

　　　　時価のないもの　　移動平均法による原価法

②　デリバティブ　　　　時価法

ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、時価評価せず、その金銭の受

払の純額を金利交換の対象となる負債に係る利息に加減して処理しております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　定率法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　３年～15年

工具器具備品　　　　３年～15年

②　無形固定資産

　自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しており

ます。

　　　③　長期前払費用（投資その他の資産「その他」）

　　　　　定額法を採用しております。　　　　　

(3）重要な引当金の計上基準

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（ただし、法人税法の定める法定繰入

率が貸倒実績率を上回る場合には法定繰入率）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

を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

  従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上しております。

 （追加情報）

　平成18年４月１日以降開始する連結会計年度から、当社及び連結子会社の従業員の給与規定が一部改定された

ことに伴い、賞与支給制度が開始されたことから、当中間連結会計期間末において賞与引当金を計上しておりま

す。

(4）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(5）その他中間連結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。
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５．中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　中間連結キャッシュ・フロー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

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。

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

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号　平成17年12月9

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号　平成17年12月

9日）を適用しております。従来の資本の部の合計に相当する金額は1,726,720千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部については、中間連結財務諸表規則の改正に伴い、

改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。

 

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

―――――――

 

 

（中間連結損益計算書）

 「未払配当金戻入」は、前中間連結会計期間まで営業外収

益の「その他」に含めて表示していましたが、営業外収益

の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間における「未払配当金戻入」

の金額は113千円であります。 
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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17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

66,670千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

90,522千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

79,648千円であります。

２　貸出コミットメントライン契約

　当社は、資金調達の機動性及び安定性の

確保を目的として取引銀行２行と貸出コ

ミットメントライン契約を締結しておりま

す。

　当中間連結会計期間末における貸出コ

ミットメントラインに係る借入未実行残高

等は次のとおりであります。

貸出コミットメントラインの総額

600,000千円

借入実行残高 －

差引額 600,000千円

２　貸出コミットメントライン契約　　　　

　

 

　　　同左

２　貸出コミットメントライン契約

　当社は、資金調達の機動性及び安定性の

確保を目的として取引銀行２行と貸出コ

ミットメントライン契約を締結しておりま

す。

　当連結会計年度末における貸出コミット

メントラインに係る借入未実行残高等は次

のとおりであります。

貸出コミットメントラインの総額

600,000千円

借入実行残高 －

差引額 600,000千円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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。

役員報酬 35,912千円

従業員給与 250,263

地代家賃 85,856

※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。

役員報酬 41,262千円

従業員給与 276,821

賞与引当金繰入額 38,315

求人費 108,748

地代家賃 106,079

貸倒引当金繰入額 354

※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。

役員報酬 77,175千円

従業員給与 524,007

求人費 188,783

地代家賃 182,697

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

ります。

建物及び構築物 6千円

工具器具備品 52

合計 58千円

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

ります。

工具器具備品

ソフトウェア

34千円

780

合計 815千円

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

ります。

建物及び構築物 6千円

ソフトウェア 97

固定資産除却費用 95

合計 198千円

※３　平成16年10月基幹システムの導入により

生じた残業代誤算によるスタッフへの追

加給与支払い分等であります。

※３　　　　　 ――――― ※３　平成16年10月基幹システムの導入により

生じた残業代誤算によるスタッフへの追

加給与支払い分等であります。　　　 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

  当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
　　前連結会計年度末

　　株式数（株）

　　当中間連結会計期間

　　増加株式数（株）

　　当中間連結会計期間

　　減少株式数（株）

　当中間連結会計期間末

　株式数（株）

発行済株式

　普通株式（注）１、２ 148,239 276 0 148,515

 　　　合計 148,239 276 0 148,515

 自己株式

　普通株式（注）３、４ 6,559 0 0 6,560

 　　　合計 6,559 0 0 6,560

(注)　１．当中間連結会計期間の発行済株式の増加276株は、新株予約権の行使による増加であります。

　　　２．当中間連結会計期間の発行済株式の減少0.56株は、株式の消却による減少であります。

　　　３．当中間連結会計期間の自己株式の増加0.96株は、端株の買取による増加であります。

　　　４．当中間連結会計期間の自己株式の減少0.64株は、端株の買増請求による売渡0.08株、自己株式の消却0.56株に

　　　　　よる減少であります。

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
 新株予約権の目的と

 なる株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数  当中間連結会

 計期間末残高

（千円）

 前連結会計

 年度末

 当中間連結会

 計期間増加

 当中間連結会

 計期間減少

 当中間連結会

 計期間末

提出会社 第１回新株予約権 普通株式 96 96 －

（親会社） 第２回新株予約権（注）１ 普通株式 1,112 320 792 －

第３回新株予約権（注）２、

３
普通株式 1,178 51 1,127 －

合計  1,208 1,178 371 2,015 －

(注)　１．当中間連結会計期間の第２回新株予約権の減少320株は、新株予約権の行使276株、新株予約権の失効44株によ

　　　　　る減少であります。

　　　２．当中間連結会計期間の第３回新株予約権の増加1,178株は、新株予約権の発行による増加であります。

　　　３．当中間連結会計期間の第３回新株予約権の減少51株は、新株予約権の失効による減少であります。

３．配当に関する事項

(１)　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

 平成18年６月27日 普通株式 88,549 625 平成18年３月31日  平成18年６月28日

 (２)　基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

　　　　該当事項はありません。

（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17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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

現金及び預金勘定 1,082,868千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金等
－

現金及び現金同等物 1,082,868千円

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

現金及び預金勘定 1,191,357千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金等
－

現金及び現金同等物 1,191,357千円

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

現金及び預金勘定 1,226,586千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金等
－

現金及び現金同等物 1,226,586千円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び中間期末残高相当額

(1）           ―――――

 

(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

（千円）

 

減価償却

累計額相

当額

（千円）

 

中間期末

残高相当

額

（千円）

ソフト

ウェア
 6,000  5,000  1,000

  

取得価額

相当額

（千円）

 

減価償却

累計額相

当額

（千円）

 

期末残高

相当額

（千円）

ソフト

ウェア
 6,000  5,600  400

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）            ――――― (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,052千円

１年超 －

合計 1,052千円

１年内 423千円

１年超 －

合計 423千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

(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 639千円

減価償却費相当額 600

支払利息相当額 17

支払リース料 426千円

減価償却費相当額 400

支払利息相当額 2

支払リース料 1,278千円

減価償却費相当額 1,200

支払利息相当額 27

(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
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

 該当事項はありません。

 

 

 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

１．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

（千円）

(1)その他有価証券

非上場株式 30,000

 

 

前連結会計年度末（平成18年3月31日）

１．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

（千円）

(1)その他有価証券

非上場株式 30,000

（デリバティブ取引関係）

　前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）及び前連結会計年度末（平成18年３月31日）において、デリバティブ取

引は、全てヘッジ会計を適用しているため、また、当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）においてはデリバティ

ブ取引は行っていないため、記載を省略しております。
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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17年４月１日　至　平成17年９月30日）

アウトソーシ
ング事業
（千円）

人材派遣事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 3,525,393 600,231 4,125,624 － 4,125,624

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高
10,143 73 10,216 (10,216) －

計 3,535,536 600,304 4,135,841 (10,216) 4,125,624

営業費用 3,225,777 581,904 3,807,682 48,185 3,855,867

営業利益 309,759 18,399 328,159 (58,402) 269,756

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

アウトソーシ
ング事業
（千円）

人材派遣事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 3,994,674 871,256 4,865,931 － 4,865,931

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高
8,670 0 8,670 (8,670) －

計 4,003,344 871,256 4,874,601 (8,670) 4,865,931

営業費用 3,812,612 830,787 4,643,399 72,819 4,716,218

営業利益 190,732 40,469 231,201 (81,489) 149,712

 

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

アウトソーシ
ング事業
（千円）

人材派遣事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 7,631,990 1,331,341 8,963,331 － 8,963,331

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高
19,021 73 19,095 (19,095) －

計 7,651,011 1,331,415 8,982,426 (19,095) 8,963,331

営業費用 6,982,380 1,236,830 8,219,211 106,460 8,325,671

営業利益 668,631 94,584 763,215 (125,555) 637,660

　（注）１．事業区分は、役務の種類・性質を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な事業

(1）アウトソーシング事業………フィールドスタッフ業務、ラウンダー業務

(2）人材派遣事業…………………労働者派遣業務、人材紹介業務
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３．前中間連結会計期間における営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は

58,402千円であり、その主なものは、親会社の管理部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間における営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は

81,489千円であり、その主なものは、親会社の管理部門に係る費用であります。

前連結会計年度における営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は125,555

千円であり、その主なものは、親会社の管理部門に係る費用であります。

２．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１日

　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）において、本邦以外の

国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

３．海外売上高

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１日

　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）において、海外売上高

がないため、該当事項はありません。
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　平成17年11月９日開催の取締役会の

決議に基づき、次のように株式分割に

よる新株式を発行いたします。

１．株式分割（無償交付）の目的

　　投資家の皆様により投資しやすい

　　環境を整えるため、株式分割を実

　　施し、当社１株当たり投資金額の

　　引下げと株式の流動性を高めるこ

　　とを目的とするものであります。

２．平成18年１月20日付で普通株式１

　　株につき４株に分割いたします。

（１） 分割により増加する株式数

　　　普通株式　110,987.67株

（２） 分割方法

　　　平成17年11月30日最終の株主名

　　　簿及び実質株主名簿に記載され

　　　た株主の所有株式数を、１株に

　　　つき４株の割合をもって分割い

　　　たします。

（３） 配当起算日

　　　平成17年10月１日

３．１株当たり情報に及ぼす影響

　当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前中間連結会計期間及

び前連結会計年度における１株当たり

情報並びに当期首に行われたと仮定し

た場合の当中間連結会計期間における

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

当中間連結会

計期間

前連結会計年

度

１株当たり純

資産額

１株当たり純

資産額

１株当たり純

資産額

 9,537円63銭 10,513円43銭  9,933円73銭

１株当たり中

間純利益金額

１株当たり中

間純利益金額

１株当たり中

間純利益金額

1,014円34銭 1,091円70銭 1,998円58銭

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益金

額

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益金

額

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益金

額

869円78銭 1,087円23銭 1,835円27銭

　平成18年10月11日開催の当社取締役

会決議により、会社法第165条第３項の

規定により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、自己株式を取

得することを決議し、以下のとおり実

施いたしました。

１. 自己株式の取得に関する取締役会

　　の決議の内容

（１）自己株式の取得を行う理由

　　　　経営環境の変化に対応した機

　　　　動的な資本政策を図るため、

　　　　自己株式を取得するものであ

　　　　ります。

（２） 取得する株式の種類 

　　　当社普通株式

（３） 取得する株式の総数

　　　3,000株を上限とする。

　　　（発行済株式総数に占める割合

　　　2.01％）　　

（４） 株式の取得価額の総額 

　　　300,000,000円を上限とする。

（５） 取得する期間

　　　平成18年10月12日から平成19年

　　　3月30日まで

２．取得の方法

　　市場買付による

３．取得日

　　平成18年10月12日から平成18年10

　　月26日まで

４．取得した株式の種類及び数 

　　普通株式　3,000株

５．取得価額

　　156,117千円

　平成17年６月28日開催の当社第16回

定時株主総会での承認に基づき、平成

18年４月25日開催の当社取締役会にお

いてストックオプションの目的で新株

予約権を発行することを決議いたしま

した。

１．新株予約権の発行日

　　平成18年４月26日

２．新株予約権の数(個)

　　1,178個

３．新株予約権の目的となる株式の種

　　類　　

　　普通株式

４．新株予約権の目的となる株式の数

　　(株)　　

　　1,178株

５．新株予約権の発行価額

　　無償

６．新株予約権の行使時の払込金額

　　197,114円

７．新株予約権の行使の条件

  ①新株予約権の割当を受けた者は、

　　権利行使時においても、当社また

　　は当社子会社の取締役、監査役ま

　　たは従業員の地位にあることを要

　　する。

　②予約権の割当を受けた者の相続人

　　はその新株予約権を行使すること

　　ができない。

８．新株予約権の譲渡に関する事項

　　本新株予約権の譲渡については当

　　社の取締役会の承認を要するもの

　　とする。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当企業集団が行うアウトソーシング事業及び人材派遣事業は、提供するサービスの性格上、生産実績の記載に馴染ま

ないため、当該記載を省略しております。

(2）受注実績

　当企業集団が行うアウトソーシング事業及び人材派遣事業は、長期継続受注のものと短期単発受注のものが混在して

いることから、受注実績を正確に把握することが困難であるため、当該記載を省略しております。

(3）販売実績

　当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％）

アウトソーシング事業 3,994,674 113.3

人材派遣事業 871,256 145.2

合計 4,865,931 117.9

　（注）１　主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

ＫＤＤＩ㈱ 1,184,823 28.7 1,461,203 30.0

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

－ 26 －


