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１．平成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 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 32,265 (   7.7 ) 1,305 (△27.2 ) 1,350 (△25.0 )

17年９月中間期 29,956 (   9.7 ) 1,792 ( △3.4 ) 1,801 ( △3.5 )

18年３月期 60,312 2,662 2,655

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 649 (△31.6 ) 5,929.77 5,897.61
17年９月中間期 949 (△11.0 ) 8,741.81 8,632.75　 

18年３月期 1,070 9,833.58 9,733.19

（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 109,482株 17年９月中間期 108,610株 18年３月期 108,871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であります。

(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 26,034 6,521 25.1 59,505.74
17年９月中間期 24,246 5,993 24.7 55,186.34

18年３月期 28,447 6,146 21.6      56,209.90

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 109,600株 17年９月中間期 108,610株 18年３月期 109,352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

百万円 百万円 百万円 百万円
18年９月中間期 △2,225 △493 11 10,504
17年９月中間期 △3,404 △963 △964 9,672

18年３月期 333 △1,542 △589 13,211

(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 ９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） １社 （除外） ―社 持分法（新規） ―社 （除外） ―社

２．平成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 68,000 2,691 1,427

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　13,027円69銭

※　上記の業績予想は、本資料の発表日現在における入手可能な情報に基づき作成したものであり、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場合があります。業績予想に関する事項については、添付資料の８ページをご
参照ください。



１．企業集団の状況
当社は、純粋持ち株会社であり、事業間のシナジー効果を引き出すべく、子会社に対する経営指導、管理及びこれに

附帯する業務を主要な事業内容としております。

当社グループは、当社及び子会社16社（うち連結子会社９社）により構成されており、人材関連事業、教育事業、介

護事業及びその他の事業を展開しております。

(1) 人材関連事業

 人材関連事業については、ヒューマンリソシア株式会社、株式会社ダイジョブ及びヒューマンエンジニアリング

株式会社で行っております。

(2) 教育事業

教育事業については、ヒューマンアカデミー株式会社、at human USAで行っております。

(3) 介護事業

介護事業については、ヒューマンリソシア株式会社で行っております。 

(4) その他の事業

その他の事業については、ヒューマンビジネスサービス株式会社、ヒューマンプランニング株式会社及びヒュー

マンスポーツエンタテインメント株式会社での取り組みに加えまして、当社は、平成18年５月10日に、コスメティッ

ク関連事業を目的として、ダッシングディバインターナショナル株式会社を設立いたしました。

当社及び関係会社の事業に係る位置づけは、次のとおりであります（平成18年９月30日現在）。

事業の種類別セグメント 主な事業の内容 会社名

人材関連事業

人材派遣事業

業務受託事業

 人材紹介事業

ヒューマンリソシア株式会社（連結子会社）

株式会社ダイジョブ（連結子会社）

 ヒューマンエンジニアリング株式会社（連結子会社）

教育事業
社会人教育事業

全日制教育事業

ヒューマンアカデミー株式会社（連結子会社）

at human USA（連結子会社）

介護事業

訪問介護サービス事業

デイサービス事業

グループホーム事業

居宅介護支援事業

ヒューマンリソシア株式会社（連結子会社）

その他の事業

事務管理受託業務

広告関連業務

不動産関連業務

旅行代理店業

損害保険代理店業

スポーツエンターテインメント事業

 コスメティック関連事業

ヒューマンビジネスサービス株式会社（連結子会社）

ヒューマンプランニング株式会社（連結子会社）

ヒューマンスポーツエンタテインメント株式会社（連結子会社）

 ダッシングディバインターナショナル株式会社（連結子会社）

（注）１．当中間連結会計期間より、「人材関連事業」と「教育事業」との記載順序を変更しております（以下同じ）。

 ２．非連結子会社であるヒューマックス株式会社、at human.com(HK)Limited、上海修曼人才有限公司、Australian 

Language Institute Pty Ltd、ＨＧ第一号投資事業有限責任組合、天津修曼人才教育諮詢有限公司及びHuman 

I.K.株式会社は、記載を省略しております。

 ３．ヒューマンリソシア株式会社（連結子会社）は、平成18年12月１日をもって、ヒューマンエンジニアリング株

式会社（連結子会社）を吸収合併することといたしました。
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以上の内容を事業系統図によって示すと、次のとおりであります（平成18年９月30日現在）。

 

お  客  様 

社会人教育・ 

全日制教育等 

そ   の   他   の   事   業 

ヒューマンスポーツ 

エンタテインメント㈱ 

ダッシングディバ 

インターナショナル㈱ 

㈱ダイジョブ ヒューマンエンジニアリング㈱ ヒューマンリソシア㈱ 

人  材  関  連  事  業 介護事業 

当社（ヒューマンホールディングス㈱） 

人材派遣・

人材紹介等 

訪問介護・ 

デイサービス等 

求人情報・

人材紹介 

特定派遣 スポーツエンター

テインメント事業 

コスメティック

関連 

経営管理 事務管理 広告 サービスの提供 

そ の 他 の 事 業 

ヒューマンビジネスサービス㈱ 

そ の 他 の 事 業 

ヒューマンプランニング㈱ 

教  育  事  業 

ヒューマンアカデミー㈱ 

 

（注）　　この他、at human USAは、米国において教育事業を営んでおります。
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２．経営方針
(1) 経営の基本方針

  当社グループでは、綱領として「為世為人」を掲げております。これは、人は自分のためだけではなく、自分以

外の人のため、社会のために自らの力を最大限に発揮してこそ真の自己実現ができるという意味であります。その

ために、当社グループは、人を中心とした豊かな社会づくりに貢献することを使命としております。

 当社グループは、SELFing（自己確立のプロセス）サポートを通じ、お客様とともにお客様の「なりたい自分」を

発見し、「社会のニーズ」と「なりたい自分」をマッチングさせるプロセスを設計し、最適な教育コンテンツやア

ドバイスを提供いたします。また、お客様に最適な生き方・働き方を提案し、お客様と社会の最適な関係を創造い

たします。

　「いつでも人がまんなか」、ヒューマンは、人を中心とした豊かな社会づくりに貢献し、社会に人材を送り出し

ていく会社を目指して、社会の変化に柔軟に対応しながら、企業価値の最大化に努めてまいります。

(2) 利益配分に関する基本方針

　当社は、平成14年８月に純粋持ち株会社として設立され、配当原資は、主に子会社からの受取配当金であります。

当社の利益配分の基本方針は、将来の事業展開と財務体質強化のために内部留保の充実を図るとともに、業績動向

等を総合的に勘案して、安定的に株主の皆様への利益還元を行うことであります。

当期の利益配当金につきましては、上記方針にもとづき、１株あたり2,500円を配当することを予定しております。

内部留保金につきましては、長期的な視点に立って、当社グループの今後の事業展開への投資に有効に活用して

いきたいと考えております。

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

当社は、適正な株価の形成を促進するために、株式の流動性を高めつつ、一方で当社株式の長期的な安定保有を

促進することが必要であると考えております。

　投資単位の引下げにつきましては、個人株主の拡大のために有用な施策のひとつであると考えており、当社株価

の推移や株式市場の動向等を勘案しながら、慎重に検討を進めていくべきであると考えております。

(4) 目標とする経営指標

当社グループは、積極的に売上高の拡大を図りながら、経営効率の改善を目指して利益率の向上を重要課題とし

て連結売上高経常利益率８％を当面の目標として取り組んでまいります。

(5) 中長期的な会社の経営戦略

当社グループは、成長局面にある事業分野にて発生する人材不足に着目し、必要となる人材を養成し、社会への

橋渡しを行っていくことを基本的な事業スキームとしております。今後とも人材関連事業及び新規事業における売

上の拡大と教育事業における利益率の向上に努めてまいります。そして、拡大するビジネスチャンスに果敢に取り

組むとともに、経営環境の変化に機敏に対応して、積極的に事業展開してまいります。

この事業展開に対応すべく、当社は、純粋持ち株会社として、下記の４点を基本戦略として取り組んでまいりま

す。

第一に、グループガバナンスの強化と経営の最適化を進めてまいります。当社は、純粋持ち株会社として、子会

社間のシナジー効果を引き出しグループ全体の価値を高めることを重視したグループガバナンスの強化に努めてま

いります。また、グループの経営方針を子会社に提示し、子会社からは事業の状況の報告を受けて、必要に応じて

事業再編等を行ってまいります。一方、ブランディング活動として、「SELFing」の浸透によるカウンセリング体制

の強化や、グループシナジーと子会社の認知度の向上を意図した広告プロモーションを推進してまいります。

　第ニに、グループシナジー効果を高める新規成長市場への参入に積極的に取り組んてまいります。現在取り組ん

でいる「癒し」、「健康」、「きれい」という切り口での新規事業への取り組みや事業提携等を進めながら、教育

事業においてはその事業で働く人材を養成、輩出していくというグループシナジーの強化に努めてまいります。ま

た、ＨＧ第一号投資事業有限責任組合は、当社グループの経営戦略に沿う有望な投資案件への投資を行ってまいり

ます。さらに、当社グループ内で「ヒューマンアントレプレナーインキュベーション制度」（社内起業制度）を導

入しており、従業員からの新しいアイデアを積極的に事業化していく所存であります。

　第三に、経営管理システムの強化に努めております。当社グループにおきましては、四半期連結決算体制の構築

をしており、今後も正確かつ迅速な開示に努めてまいります。また、新規事業、事業提携等を機動的に行える体制

も充実を図ってまいります。一方で、法令等の改正にも柔軟に対応できるコンプライアンス体制の強化に努めてま

いります。
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　第四に、海外事業の展開強化を図ってまいります。海外現地法人におきまして、国内の語学関連事業に関連し、

今後活性化が予想される国際人材移動ビジネスの足がかりとして、引き続き語学教育や職業訓練教育の提供を進め

てまいります。

(6) 会社の対処すべき課題

　当社グループは、中長期的な経営戦略の推進に向けて、各事業は下記の項目を当面の重点課題として取り組んで

まいります。

①人材関連事業

人材関連事業におきましては、競合他社との差別化を図るために、地域に密着した営業活動の促進、マスターズ

マネージャー（大手企業OB）の拡充、教育事業との連携強化を引き続き進めてまいります。

重点分野としまして、大手企業グループに対する営業の強化、人材派遣の主力職種であるCAD分野及び技術系エ

ンジニアを中心とした特定派遣分野での拡大、外資系人材マーケットへの取り組みを強化してまいります。

人材登録におきましては、求人サイトの充実及び教育事業との連携による修了生のスタッフ登録への働きかけに

注力してまいります。

さらに、人材派遣の契約更新率の向上のため、人材のマッチング強化、顧客企業へのフォロー体制の強化に努め

てまいります。

②教育事業

教育事業におきましては、ローコストオペレーションの徹底による経営効率の向上と顧客満足度（CS）の向上に

主眼をおいた、ビジネスモデルの確立を目指してまいります。また、受講生・講師・従業員間の情報共有や講師主

導のコミュニケーションサービスを一層推進してまいります。

商品展開としましては、「癒し」、「健康」、「きれい」等をキーワードにした新しいコンセプトの商品を投入

するなど、マーケットの成長分野に対して柔軟に対応をしてまいります。また、多様化するライフスタイルに対応

するために携帯電話等のモバイル機器を学習ツールとした商品の提供等を進めてまいります。さらに、18歳人口が

減少傾向となっている中、新規商品の開発を推進し、対象顧客層の拡大に努めてまいります。

③介護事業

介護事業におきましては、平成18年４月の介護保険法改正を踏まえ、介護予防サービスへ取り組み、要支援及び

要介護度１、２の顧客向けサービスの維持・向上に努めます。

拠点展開に関しましては、ヘルパーステーションとデイサービスセンターの併設を基本としての出店を進めると

ともに、グループホームの増設及び有料老人ホーム事業への参入にも努めてまいります。

④その他の事業

その他の事業におきましては、グループ各社の業務の効率化を図るとともにグループ全体の最適化を目指して、

コントロール機能の充実に努めてまいります。

また、スポーツエンターテインメント事業、コミュニティサイト「コトパラ」（ソーシャル・ネットワーキン

グ・サービス）の運営及び主として介護事業に関わる不動産事業に重点的に取り組んでまいります。

平成18年５月に開始したコスメティック関連事業において、教育事業との連携によるネイリストの養成に注力し

てまいります。

 (7) 親会社等に関する事項

該当事項はありません。

(8) 内部管理体制の整備・運用状況

内部管理体制の整備・運用状況の詳細につきましては、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」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」に記載しております。

(9) 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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３．経営成績及び財政状態
(1) 経営成績

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、企業収益の改善を背景とした設備投資の増加や雇用環境の改善に

よる個人消費の増加により、引き続き回復基調で推移いたしました。

当社グループは、当社を純粋持株会社として、主に人材関連事業、教育事業及び介護事業を展開しております。

当社グループを取り巻く環境は、人材関連事業におきましては、企業の雇用情勢の改善により需要は好調に推移

しておりますが、競合各社による派遣スタッフの新規登録者確保の競争がますます激化いたしました。

また、教育事業におきましては、終身雇用や年功序列の崩壊により、個人の生き方や働き方への考え方に変化が

見られ、専門技術の習得や資格取得に対する意欲が向上しております。一方で、マーケット内における顧客獲得の

競争が激しくなっており、業界再編の動きが表面化いたしました。

介護事業におきましては、本格的な高齢社会を迎え、介護サービス市場の拡大が続いております。一方、介護保

険制度の改定により、介護報酬の引き下げが行われるなど、市場環境は大きな転換期を迎えております。また、新

規事業者の参入や事業者間における経営統合などにより競争が激化しております。

このような状況下において、当社グループは、人々の生き方・働き方をサポートし、社会に対して人材を送り出

していく会社を目指して、事業を推進してまいりました。人材関連事業では大手企業グループへの営業をさらに推

進し、教育事業との連携による専門分野への営業強化に注力いたしました。教育事業では校舎の新設を実施すると

ともに、新規の講座開発を推進いたしました。介護事業では事業所の拡充を進め、介護予防サービスによる軽度者

の自立支援の充実を図りました。また、当期を「ビジネスモデルの育成・強化の期」と位置づけ、新規事業の展開

を推進いたしました。

この結果、当中間連結会計期間における業績は、売上高につきましては教育事業は受講生数の減少により前年同

期を下回りましたが、人材関連事業、介護事業及びその他の事業の伸びにより、全体では前年同期比7.7%増の32,265

百万円となりました。利益につきましては、教育事業及び介護事業の営業利益が前期を下回ったことに加え、新規

事業の立ち上げ費用が先行したことにより、経常利益は前年同期比25.0%減の1,350百万円、中間純利益は前年同期

比31.6%減の649百万円となりました。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。なお、売上高につきましては、「４．中間連結財

務諸表等」「注記事項」「⑤セグメント情報」「ａ．事業の種類別セグメント情報」をご参照ください。

 (a)人材関連事業

人材派遣事業におきましては、引き続き業容の拡大及び営業体制の強化に積極的に取り組み、マスターズマ

ネージャー（大手企業OB）による大手企業グループへの営業をさらに推進するとともに、教育事業との連携によ

る専門分野への営業強化に注力いたしました。職種別の売上では、主な派遣職種であるCAD・CATIAオペレータ、

一般事務等が順調に拡大したことに加え、専門特化職種として注力している販売接客職や、医療事務などのメ

ディカル関連職に加え、製造派遣分野が顕著な伸びを示しました。

派遣スタッフ等の確保については、TVCM等の広告展開やインターネット経由での登録促進に注力するとともに、

シニア層を対象とした求人情報サイト「シニアＷＯＲＫ」、海外の求人情報サイト「海外転職ＷＯＲＫ」を立ち

上げるなど、ホームページでの求人情報提供の充実を図りました。また、業界全体として派遣スタッフ等の確保

が難しくなっている中、幅広い分野にわたるセミナー・イベントを積極的に展開し、勤労意欲の高い人材の確保

に努めるとともに、セミナー・イベント情報専用のサイト「ステップアップＮＥＸＴ」を開設いたしました。

事業所の展開につきましては、受注の増加に対応するため、金沢支社（石川県）を新規開設いたしました。

人材紹介事業事業につきましては、IT・ネットワーク業界や建築・不動産業界への営業を強化するとともに、

紹介予定派遣の獲得に注力いたしました。

この結果、売上高は前年同期比19.4%増の21,269百万円、営業利益は前年同期比6.8%増の602百万円となりまし

た。
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(b)教育事業

社会人教育事業におきましては、前期に経営効率の改善を目指した不採算校舎の統廃合による教室面積の削減

と、教育訓練給付制度施行による競合他社増加による影響で、新規契約が伸び悩み、受講生数が減少いたしまし

た。

校舎の新設としましては、草津校（滋賀県）を開校した他、「セルフ・コンディショニング・スタジオ」（ピ

ラティスやヨガ等のエクササイズ系をはじめとして、リラクゼーション系、フィニッシング系等の自分を高める

プログラム）として京都スタジオ（京都府）と三宮スタジオ（兵庫県）の２校舎等を開校いたしました。主な新

規講座としては、フライトアテンダント講座を開講いたしました。また、ネイリスト講座のラインナップを強化

するなど、教育訓練給付制度対象外の「癒し」、「健康」、「きれい」をキーワードとする新規商品の開発に注

力いたしました。

全日制教育事業におきましては、高校在学中に海外留学準備教育を行うコースなど、18歳以外を対象とした商

品ラインナップを強化し、対象年齢層の拡大を図りました。また、既存校舎の在校生数は、マンガ、パフォーミ

ングアーツで増加いたしましたが、ゲーム、スポーツ、モードスタイリング等の主要カレッジで減少したため、

全体では若干の減少となりました。

この結果、売上高は前年同期比13.0%減の9,458百万円、営業利益は前年同期比51.5%減の440百万円となりまし

た。

(c)介護事業

介護事業におきましては、平成18年４月の介護保険法改正を踏まえ、介護予防サービスによる軽度者の自立支

援の充実を図りました。また、利用者数は、事業所の新設により順調に増加いたしました。さらに、ケアマネー

ジャーの採用を積極的に行うとともに、教育事業のホームヘルパー（訪問介護員）講座の修了生を積極的に採用

し、教育事業とのシナジーを強化いたしました。

事業所の展開につきましては、デイサービスセンターとして、あじさいの湯（千葉県）、豊橋の湯（愛知県）、

八尾の湯（大阪府）、西公園の湯（福岡県）、灘の湯（兵庫県）を新規開設いたしました。一方、フランチャイ

ズ事業所として展開しておりました美笹の湯（埼玉県）が契約期間満了となりました。これにより、事業所は、

全国で48ヶ所となりました。

この結果、売上高は前年同期比9.2％増の1,267百万円となりましたが、新規開設事業所の初期費用の発生に加

え、第３四半期に開設予定の３事業所の先行費用が影響し、営業損失は5百万円（前年同期は55百万円の営業利

益）となりました。

(d)その他の事業

その他の事業におきましては、主にグループ各社の事務管理受託業務を展開しながら、グループ内の業務の効

率化を推進いたしました。また、前期より展開しておりますスポーツエンターテインメント事業、コミュニティ

サイト「コトパラ」（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の運営事業を引き続き推進することに加え、

平成18年５月にダッシングディバインターナショナル株式会社を設立し、コスメティック関連事業に参入するな

ど、新規事業にも積極的に取り組みました。

この結果、売上高は前年同期比128.7%増の270百万円となりましたが、新規事業の立ち上げ費用が先行したこ

とにより、営業利益は前年同期比47.8%減の74百万円となりました。
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(2)財政状態

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ2,707

百万円減少し、10,504百万円となりました。

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増減要因は、以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は、2,225百万円となりました。これは主に、税金等調整

前中間純利益が1,327百万円あったものの、教育事業の季節的な特性による前受金の減少額が3,321百万円、法人税等

の支払額が619百万円あったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、493百万円となりました。これは主に、拠点展開及び

業務システム開発等への設備投資が479百万円あったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間における財務活動による資金の増加は、11百万円となりました。これは主に、借入金の約定返

済が721百万円、配当金の支払額が273百万円ありましたが、長期借入により1,000百万円を調達したことによるもの

であります。

なお、当社グループの主な経営指標は、次のとおりであります。

平成17年９月中間期 平成18年９月中間期 平成18年３月期

自己資本比率（％） 24.7 25.1 21.6

時価ベースの自己資本比率（％） 79.7 71.1 92.6

債務償還年数（年） ― ― 7.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― ― 6.8

（注）１．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

２．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。

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

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

象としております。また、利払いにつきましては、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．平成17年９月中間期、平成18年９月中間期に係る債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営

業キャッシュ・フローがマイナスであるため、記載しておりません。
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(3)通期の見通し

今後の経済環境につきましては、企業業績も好調を持続することが見込まれるなど、景気は引き続き回復基調で推

移するものと予測されます。また、団塊世代の退職による労働力の減少により、企業の人材採用ニーズはますます加

熱していくものと思われます。

当社グループの主要な事業領域である人材関連事業、教育事業及び介護事業におきましては、今後も規制緩和・少

子高齢化・2007年問題をキーワードとした社会環境の影響を大きく受けるものと考えております。また、当社グルー

プの事業領域においては、今後もますます競争激化が進むものと考えられます。

このような状況のもと、当社グループは、こうした環境変更にも柔軟に対応すべく、新規事業を積極的に展開しつ

つ、各事業間のシナジー効果を高め、業績の拡大を図ってまいります。

通期における業績見通しにつきましては、本年８月10日の予想通り、売上高68,000百万円、経常利益2,691百万円、

当期純利益1,427百万円を見込んでおります。

通期におけるセグメント別の業績につきましては、以下のとおり予想しております。

人材関連事業におきましては、引き続き市場の拡大による受注拡大を見込んでおり、また、大手企業グループへの

営業推進や、教育事業との連携による専門分野への営業強化等により、売上高・営業利益は前期実績を上回る見込み

であります。

教育事業におきましては、社会人教育事業及び全日制教育事業の双方において受講生が減少いたしました。一方、

「癒し」、「健康」、「きれい」をキーワードとする新規校舎の開設を進めましたが、収益改善に貢献するには至っ

ておりません。この結果、教育事業の売上高・営業利益は前期実績を下回る見込みであります。

介護事業におきましては、利用者数が当初予定通り増加すると見込んでおり、売上高は前期実績を上回る見込みで

あります。しかし、事業所の開設にともなう初期費用の発生と介護保険法改正の影響により営業利益は前期実績を下

回る見込みであります。

その他の事業におきましては、スポーツエンターテインメント事業、「コトパラ」（ソーシャル・ネットワーキン

グ・サービス）及び「basketball japan tv」（bjリーグ全試合のブロードバンド配信を中心としたバスケットボー

ル情報総合サイト）の運営事業において広告収入等の増加が見込まれることに加え、新たに参入いたしましたコスメ

ティック関連事業の売上が貢献するため、売上高・営業利益は前期実績を上回る見込みであります。

当社は、純粋持ち株会社としてグループ会社間のシナジー効果がより発揮できるように、グループガバナンスと経

営管理体制の強化に努め、長期的な収益構造の改善に努めてまいります。
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(4)事業等のリスク

当社グループの事業展開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があると考えられる

事項を記載しております。また、必ずしもリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であ

ると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から開示しております。

　当社は、これらのリスクの発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針であり

ます。

①当社グループの経営体制について

(a)主要子会社の業績等の推移

当社は、平成14年８月に純粋持ち株会社として設立され、平成15年３月期より連結財務諸表を作成しており

ます。このため、当社グループの経営成績及び財政状態の期間比較を行うための十分な期間の財務数値が得ら

れず、今後の業績を判断する材料としては不十分な面があります。

(b)当社の収益及び当社が支払う配当について

当社は、子会社から受け取る経営管理料（経営指導料及び商標管理料）並びに受取配当金を収益として計上

しており、この経営管理料は、当該項目に関わる当社の運営費用相当額をまかなうものであります。

　当社の支払う配当は、子会社からの配当を原資としておりますので、子会社が十分な利益を計上することが

できず、当社に対して配当を支払えない状況が生じた場合には、当社は配当を支払えなくなる可能性がありま

す。

②海外事業における損失について

当社グループにおける海外事業は、その事業展開によって国内事業とのシナジー効果を創出することを目論ん

でおります。しかしながら、海外現地法人は、いずれも業歴が浅く、黒字化には至っておりません。今後とも、

営業体制を強化してまいりますが、現地の景気悪化、競合他社との競争激化に加えてテロ事件等の不測の事態が

発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

③法的規制等について

当社グループの事業の中には、行政、政府機関等の許可または指定を受けているものがあります。 また、消費

者契約法やその他の一般的な法規制の適用も受けております。

これらについて、当局による法改正がなされた場合、あるいは万一これらの規制に抵触する事態が生じた場合

には、当社グループの事業活動が制限される可能性があります。

(a)人材派遣について

当社グループは、労働者派遣法にもとづき、厚生労働大臣に、「一般労働者派遣事業」は許可を受け、「特

定労働者派遣事業」は届出をして、人材の派遣を行っております。労働者派遣法には、労働者派遣事業の適正

な運営を確保するために、欠格事由が定められております。

当社グループは、法令遵守の徹底に努めておりますが、法令違反等が発生して欠格事由に該当した場合には、

事業許可や届出の取消、または事業の停止等が命じられることがあり、当社グループの業績に影響を及ぼす可

能性があります。

(b)人材紹介について

当社グループは、職業安定法にもとづき、厚生労働大臣に、「有料職業紹介事業」の許可を受け、人材の紹

介を行っております。職業安定法には、人材紹介事業の適正な運営を確保するために、欠格事由が定められて

おります。

当社グループは、法令遵守の徹底に努めておりますが、法令違反等が発生して許可基準等が満たされない場

合には、事業許可の取消等が命じられることがあり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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(c)教育訓練給付制度

 ヒューマンアカデミー株式会社が行う社会人教育事業は、政府が行う補助金制度の変更によって影響を受け

る場合があります。このような制度の中には、例えば厚生労働省が管轄する教育訓練給付制度があります。同

制度を利用すると、受講する本人はいったん授業料の全額を支払い、講座修了後に、一定の条件を満たしてい

る場合にハローワーク（公共職業安定所）から給付金を受け取ることができます。

 平成15年５月より給付制度が変更され、給付金上限については従来の30万円から20万円に、各講座価格に占

める給付割合の上限は80%から40％に、それぞれ減額されたことに伴い、平成15年４月までに駆け込み需要（講

座申込み）が発生いたしました。

 社会人教育事業におきましては、総申込数に対する同制度の利用比率は10％程度まで低下しておりますが、

今後もこの補助金制度等が変更される場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(d)介護保険法

ヒューマンリソシア株式会社は、介護保険法にもとづき、都道府県知事に、訪問介護・通所介護等は「居宅

介護事業」、グループホーム事業は「認知症対応型共同生活介護」、居宅サービス計画（ケアプラン）の作成

は「居宅介護支援事業」の指定を受け、介護サービスを提供しております。

 厚生労働省令において、従業者の資格要件及び人員数要件、設備等の必要要件やサービス区分、介護報酬等

についても詳細に規定されており、通常の事業活動よりも相対的に強い制約を受けているため、事業の順調な

発展を妨げる可能性があります。

(e)規制変更のリスク

当社グループの各事業は、現時点の規制に従って業務を遂行しております。将来における法令等の変更及び

その影響は現段階では不明でありますが、規制が新設または強化される場合には、当社グループの事業活動に

影響を与える可能性があります。

例えば、介護保険制度は平成18年４月の介護保険制度の改訂により介護報酬の見直しがされ、介護事業者の

採算性に影響を及ぼすことになります。

今後、この規制変更等が行われた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

④業績及びキャッシュフローの季節変動要因について

ヒューマンアカデミー株式会社が行う教育事業におきましては、原則として受講申込み時に入学金及び受講料

の全額を前納していただくこととしております。受領した授業料は、いったん全額を前受金として計上し、受講

期間（役務提供期間）にわたって売上に振り替えております。また、入学金は、開講月に一括して売上に計上し

ております。

主に高校卒業生が入学する全日制教育におきましては、原則４月の入学または進級とし、社会人教育におきま

しても社会慣習的に４月に開講する講座が多くなっております。このため、教育事業における売上は、上半期が

相対的に高く、下半期が低くなる傾向があります。

４月に開講する講座の申込みは、１月から３月に集中します。したがって、営業活動によるキャッシュ・フロー

は、下半期に相対的に高くなる傾向があります。

従いまして、半期業績及びキャッシュ・フローのみからでは、当社グループが十分な利益または資金を得るこ

とができるかどうかの判断資料としては不十分な面があると考えられます。
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⑤人員の確保について

(a)講師の確保について

ヒューマンアカデミー株式会社が行う教育事業におきましては、業界直結型の講座を展開しているため、業

界の第一線で活躍する人物に講師を依頼することを原則としております。そして、社会的ニーズの高い講座を

開発するよう努めておりますが、専門性の高い講座については、講師として教授できる人物の確保が困難な場

合があります。また、社会的ニーズが高いがゆえに実務家が本業に専念されがちであることなどにより、講師

給が比較的高くなる可能性もしくは講師の確保ができずに開講できない可能性もあります。このようなことが

多発する場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(b)派遣スタッフの確保について

ヒュ－マンリソシア株式会社が行う人材派遣事業におきましては、顧客企業の依頼に応じて迅速に登録派遣

労働者をマッチングさせることが重要であり、事業の性質上、派遣スタッフの確保が非常に重要であります。

ヒューマンアカデミー株式会社との連携による専門知識を身に付けた教育事業の修了生にスタッフ登録への

働きかけを行うなどして、専門特化型派遣に注力しておりますが、特に専門性の高い技術者については、必ず

しも適時に確保できる保証がありません。このようなことが多発する場合には、当社グループの業績に影響を

及ぼす可能性があります。

(c)介護スタッフの確保について

介護保険法の施行以来、介護業界における介護スタッフの確保が事業展開のカギとなっております。

　ヒューマンアカデミー株式会社を含めて介護事業者各社ともホームヘルパー講座を開講し、介護スタッフの

養成及び確保に努めております。しかし、適時に介護スタッフを確保できないことが多発する場合には、今後

の事業展開及び利用者数拡大の制約となり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥社員の定着について

当社グループの社員層は若い年齢層に集中しており、将来のキャリアパスを明示しにくいという課題がありま

す。

これに対し社内公募制度や社内起業制度をさらに浸透させるなど、社員自身が主体的に自らのキャリアパスを

描き実現できる人事施策をより重点的に行うことによって、グループ横断でのキャリアアップモデルを構築し優

秀な人材の定着率向上に努めてまいります。また、体系的な教育研修の継続や社員の能力・業績成果に対して応

分に報いる評価制度を充実させることにより、社員育成と社員のやりがいをバックアップする施策の充実を図り

ます。

しかしながら、一定の離職率が継続する場合には、当社グループの人材・ノウハウが社外に流出することにな

り、当社グループの今後の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑦個人情報の取扱いについて

当社グループにおきましては、教育事業における受講生の個人情報、人材関連事業における派遣スタッフ等の

個人情報、介護事業における利用者の個人情報を取り扱っております。

当社及びグループ各社は、個人情報を適切に取扱い、その安全性を確保することを目的として、「プライバシー

マーク」（認定機関　財団法人日本情報処理開発協会）の認証を取得しており、個人情報の収集・管理にあたっ

ては所要の対策を講じております。

しかしながら、何らかの原因により個人情報が流出した場合には、当社グループに対する信用を失うこととな

り、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑧事業投資について

当社グル－プは、グループシナジー効果を高めながら既存事業の周辺分野への展開を図っていくために、今後

とも新規事業、事業提携等を積極的に進めていく所存であります。

これらの投資した事業が、当初予定した成果を上げることができない場合には、当社グループの業績に影響を

及ぼす可能性があります。
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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）
対前中間期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金   9,672,264   10,504,307    13,211,827  

２．売掛金   4,807,807   5,692,368    5,704,786  

３．たな卸資産   177,532   195,269    167,078  

４．繰延税金資産   350,277   366,189    357,278  

５．その他   644,389   687,298    466,963  

貸倒引当金   △26,440   △26,822    △23,134  

流動資産合計   15,625,830 64.4  17,418,611 66.9 1,792,781  19,884,800 69.9

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1)建物及び構築物 ※２  3,251,677   3,211,866    3,122,323  

(2)工具、器具及び備品   131,906   134,013    114,140  

(3)土地 ※２  555,700   555,700    555,700  

(4)その他   26,879   24,747    27,214  

有形固定資産合計   3,966,164 16.4  3,926,327 15.1 △39,836  3,819,379 13.4

２．無形固定資産            

(1)ソフトウェア   463,666   451,093    471,152  

(2)連結調整勘定   514,695   ―    457,506  

(3)のれん   ―   456,445    ―  

(4)その他   175,178   117,564    176,883  

無形固定資産合計   1,153,539 4.8  1,025,103 3.9 △128,436  1,105,542 3.9

３．投資その他の資産            

(1)投資有価証券   723,668   760,482    756,707  

(2)長期貸付金   5,720   39,381    128,596  

(3)差入保証金   2,300,823   2,313,310    2,274,433  

(4)繰延税金資産   134,237   196,435    154,846  

(5)前払年金費用   1,614   ―    ―  

(6)その他   354,873   396,727    369,187  

貸倒引当金   △20,072   △42,185    △45,900  

投資その他の資産
合計

  3,500,866 14.4  3,664,152 14.1 163,285  3,637,870 12.8

固定資産合計   8,620,570 35.6  8,615,583 33.1 △4,987  8,562,792 30.1

資産合計   24,246,400 100.0  26,034,195 100.0 1,787,794  28,447,592 100.0
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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）
対前中間期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金   135,801   133,284    170,989  

２．１年以内返済予定
長期借入金

※２  1,175,860   1,228,200    1,218,300  

３．前受金   9,130,191   8,491,478    11,812,893  

４．未払金   4,094,441   5,192,295    4,893,830  

５．未払法人税等   762,008   666,276    567,119  

６．未払消費税等   421,645   641,028    582,248  

７．賞与引当金   567,967   613,573    578,738  

８．その他   573,263   544,937    732,509  

流動負債合計   16,861,179 69.6  17,511,074 67.2 649,895  20,556,628 72.3

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金 ※２  1,033,300   1,616,300    1,347,900  

２．退職給付引当金   95,798   124,868    132,109  

３．役員退職慰労引当金   183,847   202,887    194,668  

４．その他   78,485   57,234    69,620  

固定負債合計   1,391,431 5.7  2,001,290 7.7 609,858  1,744,298 6.1

負債合計   18,252,611 75.3  19,512,365 74.9 1,259,754  22,300,927 78.4

            

（少数株主持分）            

少数株主持分   ― ―  ― ― ―  ― ―

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   1,284,125 5.3  ― ― △1,284,125  1,293,400 4.5

Ⅱ　資本剰余金   794,125 3.3  ― ― △794,125  803,400 2.8

Ⅲ　利益剰余金   3,912,128 16.1  ― ― △3,912,128  4,033,273 14.2

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  5,585 0.0  ― ― △5,585  12,257 0.1

Ⅴ　為替換算調整勘定   △2,174 △0.0  ― ― 2,174  4,334 0.0

資本合計   5,993,789 24.7  ― ― △5,993,789  6,146,665 21.6

負債、少数株主持分
及び資本合計

  24,246,400 100.0  ― ― △24,246,400  28,447,592 100.0
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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）
対前中間期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本         

１．資本金  ― ― 1,296,500 5.0  ― ―

２．資本剰余金  ― ― 806,500 3.1  ― ―

３．利益剰余金  ― ― 4,409,097 16.9  ― ―

株主資本合計  ― ― 6,512,097 25.0 6,512,097 ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券
評価差額金

 ― ― 7,450 0.1  ― ―

２．為替換算調整勘定  ― ― 2,282 0.0  ― ―

評価・換算差額等合計  ― ― 9,732 0.1 9,732 ― ―

純資産合計  ― ― 6,521,829 25.1 6,521,829 ― ―

負債純資産合計  ― ― 26,034,195 100.0 26,034,195 ― ―
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(2）中間連結損益計算書

  

前中間連結会計期間

（自　平成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）

対前中間期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   29,956,648 100.0  32,265,787 100.0 2,309,138  60,312,976 100.0

Ⅱ　売上原価   20,458,785 68.3  22,861,972 70.9 2,403,186  42,293,513 70.1

売上総利益   9,497,863 31.7  9,403,814 29.1 △94,048  18,019,462 29.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  7,705,715 25.7  8,098,264 25.1 392,548  15,356,569 25.5

営業利益   1,792,147 6.0  1,305,550 4.0 △486,597  2,662,892 4.4

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  1,431   3,022    10,708   

２．受取配当金  394   375    398   

３．検定手数料  19,923   13,053    29,315   

４．その他  29,619 51,369 0.1 78,537 94,989 0.3 43,620 74,258 114,681 0.2

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  27,291   19,529    49,121   

２．投資有価証券評価損  ―   16,218    44,704   

３．消費税差額  6,542   7,052    12,482   

４．その他  8,334 42,169 0.1 6,826 49,626 0.1 7,456 15,580 121,888 0.2

経常利益   1,801,347 6.0  1,350,913 4.2 △450,434  2,655,685 4.4

Ⅵ　特別利益            

１．貸倒引当金戻入益  2,831 2,831 0.0 ― ― ― △2,831 ― ― ―

Ⅶ　特別損失            

１．固定資産除却損 ※２ 87,154   22,883    316,326   

２．投資有価証券評価損  8,732   962    73,273   

３．貸倒引当金繰入額  ― 95,886 0.3 ― 23,845 0.1 △72,041 28,144 417,745 0.7

税金等調整前
中間(当期)純利益

  1,708,292 5.7  1,327,067 4.1 △381,224  2,237,940 3.7

法人税、住民税及び
事業税

 765,859   725,022    1,206,610   

法人税等調整額  △7,015 758,844 2.5 △47,158 677,863 2.1 △80,980 △39,262 1,167,347 1.9

中間(当期)純利益   949,448 3.2  649,204 2.0 △300,243  1,070,592 1.8
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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   794,125  794,125

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１．増資による新株の発行  ― ― 9,275 9,275

Ⅲ　資本剰余金中間期末(期末)残高   794,125  803,400

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   3,216,951  3,216,951

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１．中間(当期)純利益  949,448  1,070,592  

２．連結子会社増加による剰余金増加高  25,789 975,237 25,789 1,096,382

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  271,525  271,525  

２．連結子会社減少による剰余金減少高  8,535 280,060 8,535 280,060

Ⅳ　利益剰余金中間期末(期末)残高   3,912,128  4,033,273

      

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 評価・換算差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他有価証
券評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高

（千円）
1,293,400 803,400 4,033,273 6,130,073 12,257 4,334 16,592 6,146,665

中間連結会計期間中の

変動額

新株の発行 3,100 3,100  6,200    6,200

剰余金の配当（注）   △273,380 △273,380    △273,380

中間純利益   649,204 649,204    649,204

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）

    △4,807 △2,052 △6,859 △6,859

中間連結会計期間中の

変動額合計（千円）
3,100 3,100 375,824 382,024 △4,807 △2,052 △6,859 375,164

平成18年９月30日残高

（千円）
1,296,500 806,500 4,409,097 6,512,097 7,450 2,282 9,732 6,521,829

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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）

対前中間期比

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）
増減

（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  1,708,292 1,327,067  2,237,940

減価償却費  316,182 315,995  643,475

連結調整勘定償却額  57,188 ―  114,376

のれん償却額  ― 57,188  ―

貸倒引当金の増減額(減少：△)  △4,275 △27  18,245

賞与引当金の増減額(減少：△)  8,528 34,835  19,299

退職給付引当金の増減額
(減少：△)

 32,549 △7,241  70,475

役員退職慰労引当金の増減額
(減少：△)

 8,097 8,219  18,918

受取利息及び受取配当金  △1,825 △3,398  △11,107

支払利息  27,291 19,529  49,121

固定資産除却損  52,652 7,620  204,104

投資有価証券評価損  8,732 17,180  117,978

売上債権の増減額(増加：△)  △135,305 12,299  △1,032,038

たな卸資産の増減額(増加：△)  12,980 △28,264  23,646

仕入債務の増減額(減少：△)  △13,614 △37,694  21,408

前受金の増減額(減少：△)  △4,162,662 △3,321,156  △1,480,344

未払消費税等の増減額
(減少：△)

 △82,771 78,551  52,706

その他  △400,080 △77,641  711,043

　　　小　計  △2,568,039 △1,596,936 971,103 1,779,250

利息及び配当金の受取額  9,157 10,756  11,036

利息の支払額  △27,701 △19,532  △49,189

法人税等の支払額  △818,042 △619,292  △1,407,537

営業活動による
キャッシュ・フロー

 △3,404,625 △2,225,003 1,179,622 333,560
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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）

対前中間期比

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）
増減

（千円）
金額（千円）

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  △351,318 △317,920  △592,651

無形固定資産の取得による支出  △36,249 △69,862  △143,020

投資有価証券の取得による支出  △82,421 △30,000  △219,301

連結範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出

※２ △534,854 ―  △534,854

差入保証金の増加による支出  △64,585 △92,082  △161,053

差入保証金の減少による収入  112,196 49,063  230,336

貸付による支出  △8,487 △34,540  △131,006

貸付金の回収による収入  1,627 2,181  3,146

その他  1,000 ―  6,373

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △963,092 △493,161 469,930 △1,542,029

Ⅲ　財務活動による
　　キャッシュ・フロー

     

長期借入れによる収入  ― 1,000,000  1,000,000

長期借入金の返済による支出  △693,360 △721,700  △1,336,320

新株発行による収入  ― 6,200  18,550

配当金の支払額  △271,525 △273,380  △271,525

財務活動による
キャッシュ・フロー

 △964,885 11,120 976,005 △589,295

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 4,435 △474 △4,909 9,159

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
(減少：△)

 △5,328,167 △2,707,519 2,620,647 △1,788,604

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  14,965,830 13,211,827 △1,754,002 14,965,830

Ⅶ　新規連結に伴う
現金及び現金同等物の増加額

 42,390 ― △42,390 42,390

Ⅷ　連結除外に伴う
現金及び現金同等物の減少額

 △7,788 ― 7,788 △7,788

Ⅸ　現金及び現金同等物の中間期末
(期末)残高

※１ 9,672,264 10,504,307 832,043 13,211,827
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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）

１．連結の範囲に関する

事項

(1)連結子会社の数　８社

連結子会社の名称

ヒューマンアカデミー㈱

ヒューマンリソシア㈱

ヒューマンプランニング㈱

（旧ヒューマンプランニングサー

ビス㈱）

at human USA

ヒューマンビジネスサービス㈱

（旧ヒューマンインターナショナ

ル㈱）

㈱ダイジョブ 

ヒューマンエンジニアリング㈱

ヒューマンスポーツエンタテイン

メント㈱

　なお、当中間連結会計期間にお

いて、ヒューマンビジネスサービ

ス㈱は重要性が増加したことによ

り、㈱ダイジョブは株式の取得に

より子会社となったため、連結の

範囲に含めております。

　また、ヒューマンエンジニアリ

ング㈱及びヒューマンスポーツエ

ンタテインメント㈱は、当中間連

結会計期間において新たに設立し

たため、連結の範囲に含めており

ます。

　一方、at human.com(HK)

Limitedは、実質的に休眠状態と

なったことにより重要性が減少し

たため、当中間連結会計期間より

連結の範囲から除いております。

(1)連結子会社の数　９社

連結子会社の名称

ヒューマンアカデミー㈱

ヒューマンリソシア㈱

ヒューマンビジネスサービス㈱

at human USA

ヒューマンプランニング㈱

㈱ダイジョブ 

ヒューマンエンジニアリング㈱

ヒューマンスポーツエンタテイン

メント㈱

ダッシングディバインターナショ

ナル㈱

　なお、ダッシングディバイン

ターナショナル㈱は、当中間連結

会計期間において新たに設立した

ため、連結の範囲に含めておりま

す。

(1)連結子会社の数　８社

連結子会社の名称

ヒューマンアカデミー㈱

ヒューマンリソシア㈱

ヒューマンビジネスサービス㈱

（旧ヒューマンプランニングサー

ビス㈱）

at human USA

ヒューマンプランニング㈱

（旧ヒューマンインターナショナ

ル㈱）

㈱ダイジョブ

ヒューマンエンジニアリング㈱ 

ヒューマンスポーツエンタテイン

メント㈱ 

　なお、当連結会計年度において、

ヒューマンプランニング㈱は重要

性が増加したことにより、㈱ダイ

ジョブは株式の取得により子会社

となったため、連結の範囲に含め

ております。

　また、ヒューマンエンジニアリ

ング㈱及びヒューマンスポーツエ

ンタテインメント㈱は、当連結会

計年度において新たに設立したた

め、連結の範囲に含めておりま

す。

　一方、at human.com(HK)

Limitedは、実質的に休眠状態と

なったことにより重要性が減少し

たため、当連結会計年度より連結

の範囲から除いております。
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項目
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）

(2)非連結子会社の名称等

非連結子会社

at human.com(HK)Limited

ヒューマックス㈱

上海修曼人才有限公司

Australian Language 

Institute Pty Ltd

ＨＧ第一号投資事業有限責任組合

天津修曼人才教育諮詢有限公司

ライフエンタテイメント㈱

(2)非連結子会社の名称等

非連結子会社

at human.com(HK)Limited

ヒューマックス㈱

上海修曼人才有限公司

Australian Language 

Institute Pty Ltd

ＨＧ第一号投資事業有限責任組合

天津修曼人才教育諮詢有限公司

Human I.K.㈱

(2)非連結子会社の名称等

非連結子会社

at human.com(HK)Limited

ヒューマックス㈱

上海修曼人才有限公司

Australian Language

Institute Pty Ltd

ＨＧ第一号投資事業有限責任組合

天津修曼人才教育諮詢有限公司

Human I.K.㈱

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小規模

であり、合計の総資産、売上高、中

間純損益(持分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)等は、いず

れも中間連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためであります。

（連結の範囲から除いた理由）

同左

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小規模

であり、合計の総資産、売上高、当

期純損益(持分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)等は、いず

れも連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する

事項

(1)持分法適用の非連結子会社及び

関連会社

なし

(1)持分法適用の非連結子会社及び

関連会社

なし

(1)持分法適用の非連結子会社及び

関連会社

なし

(2)持分法を適用していない非連結

子会社

at human.com(HK)Limited

ヒューマックス㈱

上海修曼人才有限公司

Australian Language 

Institute Pty Ltd

ＨＧ第一号投資事業有限責任組合

天津修曼人才教育諮詢有限公司

ライフエンタテイメント㈱

(2)持分法を適用していない非連結

子会社及び関連会社

非連結子会社

at human.com(HK)Limited

ヒューマックス㈱

上海修曼人才有限公司

Australian Language 

Institute Pty Ltd

ＨＧ第一号投資事業有限責任組合

天津修曼人才教育諮詢有限公司

Human I.K.㈱

関連会社

ライフエンタテイメント㈱

(2)持分法を適用していない非連結

子会社及び関連会社

非連結子会社

at human.com (HK）Limited

ヒューマックス㈱

上海修曼人才有限公司

Australian Language Institute 

Pty Ltd

ＨＧ第一号投資事業有限責任組合

天津修曼人才教育諮詢有限公司

Human I.K.㈱

関連会社

ライフエンタテイメント㈱

（持分法の適用から除いた理由）

　非連結子会社は、中間純損益(持分

に見合う額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等からみて、持分法の対象

から除いても中間連結財務諸表に及

ぼす影響が軽微であり、かつ、全体

としても重要性がないためでありま

す。

（持分法の適用から除いた理由）

　非連結子会社及び関連会社は、中

間純損益(持分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)等からみて、

持分法の対象から除いても中間連結

財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要性がないた

めであります。

（持分法の適用から除いた理由）

　非連結子会社及び関連会社は、当

期純損益(持分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)等からみて、

持分法の対象から除いても連結財務

諸表に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないため

であります。

３．連結子会社の中間決算

日（決算日）等に関す

る事項

　連結子会社のうちat human USAの

中間決算日は、６月30日であります。

中間連結財務諸表の作成にあたって

は、同日現在の中間財務諸表を使用

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

な調整を行っております。

同左 　連結子会社のうちat human USAの

決算日は、12月31日であります。連

結財務諸表の作成にあたっては、同

日現在の財務諸表を使用し、連結決

算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行って

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）

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

　中間連結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)を採用して

おります。

イ.有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定)を採用し

ております。

イ.有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　連結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)を採用しており

ます。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用

しております。

　なお、投資事業有限責任組合及

びそれに類する組合への出資（証

券取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）について

は、組合等の財産の持分相当額を

有価証券として計上し、組合等の

営業により獲得した損益の持分相

当額を損益として計上しておりま

す。

時価のないもの

同左

 

時価のないもの

同左

ロ.デリバティブ

時価法

ロ.デリバティブ

同左

ロ.デリバティブ

同左

ハ.たな卸資産

教材

　総平均法による原価法を採用し

ております。

ハ.たな卸資産

同左

 

ハ.たな卸資産

同左

商品、貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法を

採用しております。

 

 

 

(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

　当社及び国内連結子会社は定率

法を採用しております(但し、平成

10年４月１日以降に取得した建物

(附属設備を含む)は定額法によっ

ております)。在外連結子会社は定

額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物　　　５～50年

工具、器具及び備品　５～15年

イ.有形固定資産

同左

 

 

 

イ.有形固定資産

同左

 

 

 

ロ.無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間(５年)に基づいております。

ロ.無形固定資産

同左

ロ.無形固定資産

同左
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項目
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）

(3)重要な引当金の計上

基準

イ.貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失

に備えるため、当社及び国内連結

子会社は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

計上することとしております。

イ.貸倒引当金

同左

イ.貸倒引当金

同左

ロ.賞与引当金

　当社及び主要な連結子会社は従

業員に対する賞与の支給に備える

ため、支給見込額の当中間連結会

計期間負担額を計上しております。

ロ.賞与引当金

同左

ロ.賞与引当金

　当社及び主要な連結子会社は従

業員に対する賞与の支給に備える

ため、支給見込額の当連結会計年

度負担額を計上しております。

ハ.退職給付引当金

　当社及び主要な連結子会社にお

いて、従業員の退職給付に備える

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、その発生

時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(５年)によ

る定額法により按分した額を、そ

れぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理することとしております。

ハ.退職給付引当金

同左

 

ハ.退職給付引当金

　当社及び主要な連結子会社にお

いて、従業員の退職給付に備える

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

額に基づき計上しております。

　数理計算上の差異は、その発生

時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(５年)によ

る定額法により按分した額を、そ

れぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理することとしております。

ニ.役員退職慰労引当金

　当社及び主要な連結子会社は役

員の退職慰労金支給に充てるため、

内規に基づく当中間連結会計期間

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

　当社及び主要な連結子会社は役

員の退職慰労金支給に充てるため、

内規に基づく当連結会計年度末要

支給額を計上しております。

(4)重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間連結

決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益としており

ます。なお、在外子会社等の資産及

び負債は、在外子会社等の中間決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場に

より円貨に換算し、換算差額は資本

の部における為替換算調整勘定に含

めております。

　外貨建金銭債権債務は、中間連結

決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益としており

ます。なお、在外子会社等の資産及

び負債は、在外子会社等の中間決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場に

より円貨に換算し、換算差額は純資

産の部における為替換算調整勘定に

含めております。

　外貨建金銭債権債務は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益としております。

なお、在外子会社等の資産及び負債

は、在外子会社等の決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場により円貨に

換算し、換算差額は資本の部におけ

る為替換算調整勘定に含めておりま

す。
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項目
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）

(5)収益の計上基準 教育事業売上の計上基準

イ.授業料収入

　受講期間に対応して計上してお

ります。

教育事業売上の計上基準

イ.授業料収入

同左

教育事業売上の計上基準

イ.授業料収入

同左

ロ.入学金収入

　受講開始日の属する中間連結会

計期間に計上しております。

ロ.入学金収入

同左

ロ.入学金収入

　受講開始日の属する連結会計年

度に計上しております。

(6)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

(7)重要なヘッジ会計の

方法

イ.ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしておりますので、

特例処理を採用しております。

イ.ヘッジ会計の方法

同左

イ.ヘッジ会計の方法

同左

ロ.ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段） 　(ヘッジ対象）

金利スワップ　　借入金の利息

ロ.ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

ロ.ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

ハ.ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避

する目的で金利スワップ取引を

行っており、ヘッジ対象の識別は

個別契約毎に行っております。

ハ.ヘッジ方針

同左

ハ.ヘッジ方針

同左

ニ.ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段の変動額の累計額と

ヘッジ対象の変動額の累計額を比

較して有効性を判定することとし

ております。

　ただし、金利スワップの特例処

理の要件を満たしているものにつ

いては、有効性の評価を省略して

おります。

ニ.ヘッジ有効性評価の方法

同左

 

ニ.ヘッジ有効性評価の方法

同左

(8)その他中間連結(連結)

財務諸表作成のための

重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理

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(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）

(固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会　平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号　平成15年10月31日）

を適用しております。これによる損益に与え

る影響はありません。

―――――――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

　平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適

用しております。これによる損益に与える影

響はありません。

―――――――――― (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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は6,521,829千円であります。

　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）

（中間連結貸借対照表）

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第97号）が平

成16年６月９日に公布され、平成16年12月１日より適用となること及

び「金融商品会計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号）

が平成17年２月15日付で改正されたことに伴い、当中間連結会計期間

から投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（証券取引

法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）を投資有価証券と

して表示する方法に変更いたしました。

　なお、当中間連結会計期間末の「投資有価証券」に含まれる当該出

資の額は94,448千円であり、前中間連結会計期間末における投資その

他の資産「その他」に含まれている当該出資の額は65,048千円であり

ます。

（中間連結貸借対照表）

　当中間連結会計期間末より、改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

き、「連結調整勘定」及び「営業権」を「のれん」と表示しておりま

す。

　なお、前中間連結会計期間末において、「営業権」は、中間連結貸

借対照表の無形固定資産「その他」に53,876千円含まれております。

（中間連結損益計算書）

「消費税差額」は、前中間連結会計期間まで営業外費用の「その他」

に含めて表示しておりましたが、営業外費用の総額の100分の10を超え

たため区分掲記いたしました。

　なお、前中間連結会計期間における「消費税差額」の金額は4,765千

円であります。

――――――――――

 

――――――――――

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」として掲記

されていたものは、当中間連結会計期間から「のれん償却額」と表示

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 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,709,020（千円）          2,016,247（千円） 1,796,460（千円）

※２　担保資産 ※２　担保資産 ※２　担保資産

　長期借入金(１年以内返済予定長期借入

金含む）521,400千円の担保として供して

いるものは、次のとおりであります。

　長期借入金(１年以内返済予定長期借入

金含む）441,800千円の担保として供して

いるものは、次のとおりであります。

　長期借入金(１年以内返済予定長期借入

金含む）481,600千円の担保として供して

いるものは、次のとおりであります。

 （千円）

建　物 310,786

土　地 308,200

計 618,986

 （千円）

建　物     298,308

土　地      308,200

計 606,508

（千円）

建　物  304,547

土　地 308,200

計 612,747

（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17年４月１日
至　平成18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。

 （千円）

広告宣伝費 1,612,426 

退職給付費用 77,045 

役員退職慰労引当金

繰入額
13,941 

従業員給与賞与 2,765,364 

賞与引当金繰入額 434,874 

減価償却費 128,430 

連結調整勘定償却額 57,188 

※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。

 （千円）

広告宣伝費 1,609,036 

退職給付費用 46,547 

役員退職慰労引当金

繰入額
20,573 

従業員給与賞与 2,986,397 

賞与引当金繰入額 521,399 

減価償却費 114,119 

貸倒引当金繰入額 6,646 

のれん償却額 57,188 

※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。

 （千円）

広告宣伝費 3,219,801 

退職給付費用 153,628 

役員退職慰労引当金

繰入額
34,874 

従業員給与賞与 6,026,834 

賞与引当金繰入額 481,848 

減価償却費 252,356 

貸倒引当金繰入額 8,189 

連結調整勘定償却額 114,376 

※２　固定資産除却損の内容

 （千円）

建物及び構築物 51,758 

工具、器具及び備品 717 

ソフトウェア 176 

撤去費用等 34,501 

　計 87,154 

※２　固定資産除却損の内容

 （千円）

建物及び構築物 7,491 

工具、器具及び備品 129 

撤去費用等 15,262 

　計 22,883 

※２　固定資産除却損の内容

 （千円）

建物及び構築物 189,269 

工具、器具及び備品 5,967 

ソフトウェア 8,867 

撤去費用等 112,222 

　計 316,326 
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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） 109,352 248 ― 109,600

合計 109,352 248 ― 109,600

（注)普通株式の発行済株式の増加248株は、会社法施行日前に付与された新株予約権の権利行使によるものであります。

　２．新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。

　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29日

定時株主総会
普通株式 273,380 2,500 平成18年３月31日 平成18年６月30日

（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

該当事項はありません。
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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）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 9,672,264

預入期間が３か月を

越える定期預金
―

現金及び現金同等物 9,672,264

 （千円）

現金及び預金勘定 10,504,307

預入期間が３か月を

越える定期預金
―

現金及び現金同等物 10,504,307

 （千円）

現金及び預金勘定 13,211,827

預入期間が３か月を

越える定期預金
―

現金及び現金同等物 13,211,827

※２　株式取得により新たに連結子会社となっ

た㈱ダイジョブの資産及び負債の主な内

訳

　株式の取得により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、

並びに株式の取得価額と取得に伴う支出

（純額）との関係は次のとおりでありま

す。　　

 （千円）

流動資産 43,955

連結調整勘定 571,883

その他の固定資産 4,321

流動負債 △47,026

固定負債 △17,933

株式の取得価額 555,200

現金及び現金同等物 △20,345

差引：連結範囲の変更を

伴う子会社株式の

取得による支出 

534,854

※２        ―――――――――― ※２　株式取得により新たに連結子会社となっ

た㈱ダイジョブの資産及び負債の主な内

訳

　株式の取得により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、

並びに株式の取得価額と取得に伴う支出

（純額）との関係は次のとおりでありま

す。　　

 （千円）

流動資産 43,955

連結調整勘定 571,883

その他の固定資産 4,321

流動負債 △47,026

固定負債 △17,933

株式の取得価額 555,200

現金及び現金同等物 △20,345

差引：連結範囲の変更を

伴う子会社株式の

取得による支出 

534,854
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①　リース取引

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

　１．その他有価証券で時価のあるもの

 

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）

取得原価
（千円）

中間連結貸借
対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

中間連結貸借
対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額
（千円）

差額
（千円）

株  式 33,994 42,378 8,383 33,994 41,934 7,939 33,994 43,812 9,817

合　計 33,994 42,378 8,383 33,994 41,934 7,939 33,994 43,812 9,817

　２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 

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）

中間連結貸借対照表計上額
(千円)

中間連結貸借対照表計上額
(千円)

連結貸借対照表計上額
(千円)

その他有価証券    

(1)非上場株式 31,880 30,917 31,880

(2)投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資
94,448 132,649 140,654

計 126,328 163,567 172,534

（注）時価評価されていないその他有価証券のうち非上場株式について、当中間連結会計期間において962千円、前中間連

結会計期間及び前連結会計年度において、8,732千円減損処理を行っております。

③　デリバティブ取引

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

④　ストック・オプション等

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。
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⑤　セグメント情報

ａ．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)

 
教育事業
（千円）

人材関連事業
（千円）

介護事業
（千円）

その他の事業
（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
10,867,592 17,809,561 1,161,178 118,315 29,956,648 ― 29,956,648

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
3,199 178,240 ― 1,203,847 1,385,287 △1,385,287 ―

計 10,870,792 17,987,802 1,161,178 1,322,163 31,341,936 △1,385,287 29,956,648

営業費用 9,964,108 17,423,970 1,105,871 1,179,431 29,673,382 △1,508,880 28,164,501

営業利益 906,683 563,831 55,307 142,731 1,668,554 123,593 1,792,147

(注)１．事業区分は、事業の種類、性質の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業の主な内容

(1)教育事業…………社会人教育、全日制教育

(2)人材関連事業……人材派遣、人材紹介、業務受託

(3)介護事業…………訪問介護サービス、デイサービス、グループホーム、居宅介護支援

(4)その他の事業……事務管理受託、広告関連、不動産関連、旅行代理店、損害保険代理店、スポーツエンターテ

インメント事業

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は382,601千円であり、その主なもの

は当社にかかる費用であります。

　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)

 
人材関連事業
（千円）

教育事業
（千円）

介護事業
（千円）

その他の事業
（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
21,269,346 9,458,297 1,267,556 270,586 32,265,787 ― 32,265,787

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
142,729 5,796 ― 1,252,432 1,400,958 △1,400,958 ―

計 21,412,075 9,464,094 1,267,556 1,523,018 33,666,745 △1,400,958 32,265,787

営業費用 20,809,830 9,023,961 1,272,617 1,448,519 32,554,928 △1,594,692 30,960,236

営業利益 602,244 440,133 △5,061 74,499 1,111,816 193,733 1,305,550

(注)１．事業区分は、事業の種類、性質の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業の主な内容

(1)人材関連事業……人材派遣、人材紹介、業務受託

(2)教育事業…………社会人教育、全日制教育

(3)介護事業…………訪問介護サービス、デイサービス、グループホーム、居宅介護支援

(4)その他の事業……事務管理受託業務、広告関連業務、不動産関連業務、旅行代理店業務、損害保険代理店業、

スポーツエンターテインメント事業、コスメティック関連事業

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は394,152千円であり、その主なもの

は当社にかかる費用であります。
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　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)

 
教育事業
（千円）

人材関連事業
（千円）

介護事業
（千円）

その他の事業
（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
19,744,374 37,805,730 2,360,187 402,683 60,312,976 ― 60,312,976

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
6,122 337,156 ― 2,394,064 2,737,343 △2,737,343 ―

計 19,750,497 38,142,887 2,360,187 2,796,747 63,050,319 △2,737,343 60,312,976

営業費用 18,943,348 36,824,849 2,283,011 2,581,092 60,632,301 △2,982,217 57,650,083

営業利益 807,148 1,318,037 77,176 215,655 2,418,018 244,873 2,662,892

(注)１．事業区分は、事業の種類、性質の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業の主な内容

(1)教育事業…………社会人教育、全日制教育

(2)人材関連事業……人材派遣、人材紹介、業務受託

(3)介護事業…………訪問介護サービス、デイサービス、グループホーム、居宅介護支援

(4)その他の事業……事務管理受託業務、広告関連業務、不動産関連業務、旅行代理店業務、損害保険代理店業、

スポーツエンターテインメント事業

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は766,419千円であり、その主なもの

は当社にかかる費用であります。

ｂ．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)

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、記載を省略しております。

ｃ．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)

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、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）

１株当たり

純資産額
55,186円34銭

１株当たり

中間純利益金額
8,741円81銭

１株当たり

純資産額
 59,505円74銭

１株当たり

中間純利益金額
  5,929円77銭

１株当たり

純資産額
 56,209円90銭

１株当たり

当期純利益金額
 9,833円58銭

潜在株式調整後

１株当たり

中間純利益金額

8,632円75銭

当社は、平成17年9月20日付で株式１株につ

き２株の割合で株式分割を行っております。

なお当該株式分割が前期首に行われたと仮定

した場合の１株当たり情報については、それぞ

れ以下のとおりであります。

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
36,596円70銭

１株当たり純資産額
48,654円21銭

１株当たり
中間純利益金額

10,395円54銭

１株当たり
当期純利益金額

13,939円05銭

なお、潜在株式調
整後１株当たり中間
純利益金額について
は、新株予約権の残
高はありますが、当
社株式は非上場であ
り、かつ店頭登録も
していないため、期
中平均株価が把握で
きませんので記載し
ておりません。

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益金額

13,757円13銭

潜在株式調整後

１株当たり

中間純利益金額

 5,897円61銭

 

 

潜在株式調整後

１株当たり

当期純利益金額

 9,733円19銭

当社は、平成17年９月20日付で株式１株につ

き２株の割合で株式分割を行っております。

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の前連結会計年度における１株当た

り情報については、以下のとおりであります。

前連結会計年度

１株当たり純資産額 48,654円21銭

１株当たり
当期純利益金額

13,939円05銭

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益金額

13,757円13銭

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

おりであります。

 
前中間連結会計期間

（自　平成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）

１株当たり中間(当期)純利益金額    

中間(当期)純利益(千円) 949,448 649,204 1,070,592

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) 949,448 649,204 1,070,592

期中平均株式数(株) 108,610 109,482 108,871

    

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(千円) ― ― ―

普通株式増加数(株) 1,372 597 1,123

（うち新株予約権） 1,372 597 1,123

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
１．提供能力

　人材関連事業における派遣労働者の登録者数は、次のとおりであります。

平成18年３月31日現在（人） 増加数（人） 減少数（人） 平成18年９月30日現在（人）

250,075 36,628 1,379 285,324

(注)減少数につきましては、当中間連結会計期間において、稼働見込みのない登録派遣スタッフの登録を抹消したもの

であります。

　教育事業における受講生を収容できる教室数及び収容座席数は、次のとおりであります。

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）

 教室数（室）  収容座席数（席）  教室数（室）  収容座席数（席） 教室数（室） 収容座席数（席）

北海道・東北地区 49 1,039 45 981 46 988

関東地区 206 4,529 202 4,303 196 4,348

中部地区 59 1,140 59 1,147 61 1,165

近畿地区 157 3,391 173 3,597 174 3,657

中国・四国地区 41 635 41 568 41 592

九州・沖縄地区 72 1,152 70 1,143 71 1,135

海外（USA） 10 177 10 177 10 177

合計 594 12,063 600 11,916 599 12,062

２．受注状況

　該当事項はありません。
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３．販売実績

　当中間連結会計期間における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

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）

販売高（千円） 構成比（％） 販売高（千円） 構成比（％） 販売高（千円） 構成比（％）

人材関連事業       

人材派遣事業 16,530,804 55.2 20,137,751 62.4 35,310,661 58.6

業務受託事業 804,846 2.7 572,641 1.8 1,519,495 2.5

人材紹介事業 466,348 1.5 556,495 1.7 965,517 1.6

その他附帯事業 7,561 0.0 2,459 0.0 10,056 0.0

小計 17,809,561 59.4 21,269,346 65.9 37,805,730 62.7

教育事業       

社会人教育事業 6,185,360 20.7 5,079,823 15.7 11,363,659 18.8

全日制教育事業 4,682,232 15.6 4,378,474 13.6 8,380,714 13.9

小計 10,867,592 36.3 9,458,297 29.3 19,744,374 32.7

介護事業       

訪問介護サービス事業 272,396 0.9 243,213 0.8 497,795 0.8

デイサービス事業 129,879 0.5 204,893 0.6 348,422 0.6

併設型事業 719,048 2.4 737,682 2.3 1,434,488 2.4

その他附帯事業 39,854 0.1 81,767 0.3 79,481 0.1

小計 1,161,178 3.9 1,267,556 4.0 2,360,187 3.9

その他の事業 118,315 0.4 270,586 0.8 402,683 0.7

合計 29,956,648 100.0 32,265,787 100.0 60,312,976 100.0

(注)記載している金額につきましては、消費税等は含んでおりません。

　人材関連事業における派遣スタッフ及び期間スタッフの月平均稼働人数（平成18年４月～平成18年９月）は、次の

とおりであります。

月平均稼働スタッフ数

13,808人

　教育事業における受講生の月平均人数（平成18年４月～平成18年９月）は、次のとおりであります。

月平均受講生数

25,135人
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