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１．平成18年11月中間期の連結業績（平成18年６月１日～平成18年11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11月中間期 2,309 13.6 △13 － △14 －

17年11月中間期 2,032 21.0 34 △63.1 29 △69.1

18年５月期 4,371 20.9 104 △32.7 90 △41.6
 

 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11月中間期 △21 － △2,276 11 － －

17年11月中間期 18 △64.2 3,987 37 3,819 64

18年５月期 89 32.0 19,150 37 18,480 86

（注）①持分法投資損益 18年11月中間期 －百万円 17年11月中間期 －百万円  18年５月期 －百万円

②期中平均株式数(連結) 18年11月中間期  9,528株 17年11月中間期  4,623株  18年５月期  4,665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、対前年中間増減率 
 
(2) 連結財政状態                （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。 

 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11月中間期 1,355 605 44.7 63,363 79 

17年11月中間期 1,282 435 33.9 92,751 48 

18年５月期 1,231 621 50.5 107,617 87 

（注）期末発行済株式数(連結) 18年11月中間期 9,556株 17年11月中間期 4,690株 18年５月期  4,743株
 
(3) 連結キャッシュ･フローの状況         （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。 

 
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11月中間期 △61 △6 162 532 

17年11月中間期 △141 △63 157 413 

18年５月期 △55 52 △20 438 
 
(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 
 
２．平成19年５月期の連結業績予想（平成18年６月１日～平成19年５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 5,004 126 64 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）6,697円36銭 

※ 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
本資料発表日現在における仮定を前提としています。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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につき
ましては、添付資料の７～８ページを参照してください。 

－  － 
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（添付資料） 
１．企業集団の事業内容 

当社グループは、当社及び子会社２社（連結子会社である株式会社エコミック及び株式会社セールスアウト

ソーシング）により構成されており、一般労働者派遣及び有料職業紹介を主たる業務としております。当社グ

ループは、人材関連ビジネスを幅広く手懸け、企業に対し効果的な人材活用と売上高及び利益に直結する人材

の新たな活用方法を総合的に提案する一方、人材に対しては雇用形態の変化と自己のキャリアを生かすことが

できる転職・就職に必要な雇用情報を提供しております。さらにスキルアップに必要な情報の提供及びアドバ

イスを積極的に行い、変化する雇用形態に対応できる就職意識を高揚させることで、早期に就業を実現できる

ようバックアップしております。また、平成16年５月期より国及び北海道をはじめとする行政官庁からの再就

職支援に関する業務を受託し、若年者及び失職者に対するサービスを提供しております。 

  当社グループの事業内容及び当社と子会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

  なお、事業区分については「連結財務諸表等 注記事項（セグメント情報）」に掲げる事業の種類別セグメ

ント情報の区分によっております。 

(1) 人材派遣関連事業（当社及び連結子会社株式会社セールスアウトソーシング） 

当事業は、労働者派遣法に基づく一般労働者派遣事業であります。一般労働者派遣事業とは、常時雇用す

る労働者のみを派遣する「特定労働者派遣事業」以外の労働者派遣事業を指します。一般労働者派遣事業に

おいては、派遣元である当社が派遣就労を希望する労働者を事前に登録し、派遣先企業と取り交わす派遣契

約書に基づき当社と雇用契約を締結し、派遣する事業が想定されております。当社は、派遣登録者の中から

派遣先企業の希望条件にかなう労働者を選考して当社に雇い入れ、必要に応じて教育研修を行った上で当社

と派遣先企業の間で締結する労働者派遣契約に基づき、派遣先企業へ派遣しております。派遣登録者の募集

については、新聞・求人誌などの広告媒体やホームページ等に加え、平成17年４月に本社移転の際にオープ

ンさせた就職をサポートするためのフリースペース「キャリアステーション」において登録会や各種セミ

ナーを開催し、登録者への付加サービスを提供し、登録の促進をはかっております。当事業については、当

社グループの内部管理上、下記①人材派遣事業、②メディカル事業及び③アウトソーシング事業に区分して

おります。 

① 人材派遣事業 

薬局・医療機関以外の派遣先企業に対し、平成16年３月に改正された労働者派遣法に基づき、主に一般

事務、経理事務、秘書等の業種と同法改正に伴い派遣期間が３年に延長された営業・販売等で企業の売上

高及び利益に直結しない業種の派遣を行う一般労働者派遣事業であります。また、同法改正により新たに

認められた工場及び倉庫業務への派遣、さらにイベント運営・会場における設営・撤去及び観客の誘導業

務、カード会員の獲得を促進する業務等に関わる人材の派遣を行っております。 

② メディカル事業 

薬局・医療機関を派遣先企業とする一般労働者派遣事業であり、受付業務及び診療報酬請求事務、医療

秘書等のスタッフを派遣しております。以前は調剤薬局への派遣が売上高の７割でありましたが、現在は

病院等の医療機関への派遣も拡大し、事業に占める割合は拮抗しております。 

平成16年３月の労働者派遣法の改正により、６ヶ月を上限に派遣された労働者を派遣先企業で正社員と

して採用できるテンプ・トゥー・パーム（紹介予定派遣）の扱い業種が拡大し、医師や薬剤師等の医療関

連従事者を医療機関に対して派遣することが可能になり、医療業務に関して幅広い派遣業務を行っており

ます。 

    ③ アウトソーシング事業 

 一般労働者派遣事業のうち企業の売上高及び利益に直結する営業・販売の業務を行う人材を派遣、ある

いは当該業務の一部あるいは全部を当社にて受託し、運営・企画・管理等まで当社社員あるいは派遣労働

者が行う代行業務として企業へ人材サービスを提供しております。また、この事業は当社及び連結子会社

株式会社セールスアウトソーシングが行っております。 

(2) 人材紹介事業（当社） 

 当事業は、職業安定法に基づく有料職業紹介事業として人材紹介を行っており、中途採用を予定している

企業の求人ニーズに対して、あらかじめ当社に登録した転職希望者を求人企業に紹介し転職を実現させるも

のであります。当社が紹介した転職希望者の採用が決定した段階で、当該求人企業から紹介手数料を受け

取っております。転職希望者の登録の募集については、新聞・求人誌等の広告媒体や当社のホームページな



どを通じて行っております。 

また、平成16年３月の労働者派遣法の改正により、６ヶ月を上限に派遣された労働者を派遣先企業で正社

員として採用できるテンプ・トゥー・パーム（紹介予定派遣）の扱い業種が拡大し、事務・経理、営業・販

売等に加え、医療関連従事者も対象業務に加わりました。テンプ・トゥー・パームの活用により、派遣期間

中に人材の力量・適性を把握することができ、採用におけるミスマッチを防ぐことができる採用方法として

利用が増えてきております。テンプ・トゥー・パームは採用が決定した際に紹介手数料を受け取ることがで

きるため、人材派遣事業及び人材紹介事業が連携して売上高を拡大させることが可能となりました。 

(3) 再就職支援事業（当社） 

当事業は、現在、民間企業と行政官庁より受託するサービスの大きく２つの業態に分かれております。民

間企業より受託するサービスは、雇用調整を行う企業との再就職支援サービスの業務委託契約に基づき、同

契約先の雇用調整企業の退職予定者等（以下、「再就職支援対象者」という。）に対して再就職支援サービ

スを提供するものであります。上記業務委託契約に基づくサービスは、再就職支援対象者に再就職活動に必

要なカウンセリング及び教育研修を行い、併せて求人企業情報を提供し、必要に応じて求人企業を紹介(※)

するなど再就職活動に有用な内容となっております。当社は、再就職支援対象者に対して提供するサービス

の内容に応じて、委託者である雇用調整企業から報酬を受け取っております。 

  行政官庁より受託する再就職支援サービスは、国の雇用政策として厚生労働省をはじめとする各省庁並びに

北海道庁や市町村を含む地方公共団体等より再就職支援サービスの業務委託を受け、受託地域における失業者

を対象に早期就職を実現するためにカウンセリング、就職セミナーの実施、求人情報等を提供する業務を行っ

ております。当社は、失業者に対して提供するサービス内容に応じて、委託者である行政官庁より報酬を受け

取っています。 

（※）当社は、職業安定法に基づく有料職業紹介事業の許可を取得して求人企業の紹介を行っております。 

(4) その他（連結子会社株式会社エコミック） 

 上記(1)から(3)の各事業のほか、株式会社エコミックがペイロール事業等を行っております。ペイロール

とは顧客企業の役職員に関する給与情報並びに勤怠情報に基づき、顧客企業の賃金規程に従って役職員の給

与計算事務を代行する業務であります。 

 

[事業系統図] 

 上述した当社グループの事業内容を事業系統図で示すと次のとおりであります。 

 

（連結子会社） 
㈱ｾｰﾙｽ 

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ 

顧 客 企 業 

そ の 他
（ペイロール事業等）

（連 結 子 会 社）
㈱ エ コ ミ ッ ク

労
働
者
の
派
遣

転
職
希
望
者
の
紹
介

再
就
職
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

給
与
計
算
事
務
の
代
行

人材派遣事業 ﾒﾃﾞｨｶﾙ事業

人 材 派 遣 関 連 事 業 
人材紹介事業 再就職支援事業

当 社 

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ事業 

※ 連結子会社株式会社エコミックは、札幌証券取引所アンビシャス市場に株式を上場しております。

－  － 
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２．経営方針 
(1) 会社の経営方針の基本方針  

当社は「信頼のお付き合いをモットーに社会のブレーンたらん」を経営理念に、質の高いサービスを提供

し確実な成果を提供することで企業並びに人材から高い信頼を得られるよう人材ビジネスを展開しておりま

す。 

企業においては、企業業績の回復と拡大を実現するには人材の有効活用が重要な課題といえます。当社は

企業が求める業務の効率化とそれを実現する人事体制に関する多様なニーズに対し、人材派遣・人材紹介・

再就職支援・アウトソーシング等により 適なサービスを提供し、人材を通して企業業績の向上をバック

アップしてまいります。 

一方、厳しい雇用環境の中で、就職・転職を目指す人材に対してはそのキャリアに応じて豊富な求人情報を

提供することに加え、自己の就業適正の確認とスキルアップを目指す人材に対し、研修･訓練に関するアドバ

イスを行うことで早期就業のバックアップを行ってまいります。 

  そのために当社社員は企業に対して人事・経営手法に関するコンサルタントとして信頼されるべく研鑽を

重ね、企業が求める人材ニーズに対し的確で有効な人材サービスを提供し、人件費の削減と業績の拡大を実

現する提案を行ってまいります。人材に対してもキャリアに適した多種多様な雇用形態の周知と就業意欲の

高揚、専門知識を習得する機会のアドバイスを行いスキルアップを促すことで、企業と人材のベストマッチ

を迅速に実現し、企業・人材へ高度なワンストップサービスを提供しております。加えて、国及び北海道を

中心とする地方公共団体が行う雇用対策に対して当社が蓄積したノウハウを活用することにより、再就職を

早期に実現できる提案を積極的に行うことで、行政官庁より地域に特化した再就職支援関連の業務を受託し、

地域の雇用対策の一翼を担うことで業界における差別化を目指しております。 

(2) 会社の利益分配に関する基本方針 

    当社は、利益還元を経営上の重要な課題と考えておりますが、将来の事業拡大に備え、内部留保による企

業体質の強化を図りながら、業績に応じて株主の皆様に対し安定した配当を維持していくことを利益配分に

関する基本方針としております。 

当面は、今後の経営基盤強化のため、安定した財務体質を目指し、新たな事業展開に備え、内部留保に重

点を置き将来のキャッシュ・フローの増大を目指していく所存であります。当期につきましては、１株当た

り800円の配当を実施する予定であります。 

(3) 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

    当社は、投資単位の引き下げにつきましては、株式の流動性の向上と株式市場への個人投資家の参加を促

がす有効な施策と認識しており、経営上の重要な課題と考えております。この考え方に沿って平成18年６月

１日付けをもって株式の分割を実施し、流動性の向上を見極めております。今後も株主の皆様の利益、株式

市場の動向、当社株価水準、株主数、業績、その効果等を勘案し、慎重に判断してまいりたいと考えており

ます。 

(4) 目標とする経営指標 

当社は、自己資本当期純利益率（ＲＯＥ 18.0％）を重視し、この指標に注力することが株主利益の増大

につながるものと考えております。当中間連結会計期間におきましては前期を下回る結果となりましたが、

当期末に向けて、業績を拡大させ改善をはかってまいります。 

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

    景気は緩やかな回復基調で推移し、企業の業績も回復を示しておりますが、北海道内における経営環境及

び雇用環境とも未だ予断を許さない状況であります。 

当社は企業に対しては人材の有効活用による組織の活性化、業績及び利益を確保するための各種提案を行

い、企業における人材ニーズに対してワンストップサービスの提供を目指しております。 

    また、人材に対しては求人情報の提供に加え自分のニーズに合致した働き方を提案するなど早期就業のた

めのアドバイスを行っております。 

このように当社グループは企業と人材の 適な雇用関係を提案し、高い満足感を得ることができる付加価

値の高い人材サービスの提供を目指し、事業展開を行っております。 

企業と人材の新たな関係を構築できる人材会社として高い信頼を得て人材市場を拡大し、北海道内におい

て確固たる地位を確立し、地域経済においても大きな影響力を有し、業績拡大することを中長期的な目標と

して事業を展開しております。 



－  － 
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   ① 人材派遣関連事業  

人材派遣関連事業（人材派遣事業、メディカル事業及びアウトソーシング事業）においては、当社の基

幹事業であり、今後も売上高の拡大と利益の安定的な確保を目指しております。 

一般派遣事業においては新規顧客の獲得に向けた営業力の強化、既存顧客においてはフォロー態勢の充

実をはかり、顧客との深耕と併せ顧客における人材の多様化するニーズを的確に捉え、迅速に派遣の提案

を行い業績の拡大をはかります。 

メディカル事業においては調剤薬局への営業に加え、大型病院への営業を強化し病院等の医療施設にお

けるトータル的な人材サービスを提案し、大口案件の受注を目指しております。また、医療事務だけでは

なく薬剤師等の医療関連技術者を派遣するため、新規顧客開拓に向けた営業の強化も課題であります。 

アウトソーシング事業においては家電量販店への販売スタッフの派遣の拡大に加え、アパレルメーカー、

食品メーカー他の新規顧客への営業を強化し、売上高と利益のさらなる拡大が課題といえます。 

各事業に共通する大きな課題は、優秀な人材の確保と迅速な提案体制と考えております。人材の確保に

ついてはホームページ及び広告媒体に加え、就職を希望する方が自由に就職情報を閲覧でき、カウンセリ

ングも受けることができる就業サポートスペース「キャリアステーション」において、登録会・イベン

ト・セミナー等を多数企画することで、登録希望者の来社を促進し、人材の確保をはかってまいります。

また、登録者及び稼働スタッフに向けては各種研修会を提供し、スキルアップの支援を行い、優秀な人材

の確保に努めてまいります。 

   ② 人材紹介事業   

人材紹介事業においては、当社において利益率の高い事業であり、売上高の拡大が利益の増加に直結す

るため営業の強化が大きな課題と思われます。加えて、企業に紹介できる優秀な人材の確保にも注力しな

ければなりません。営業の強化に向けては人員を増員させております。人材の確保に関してはホームペー

ジのリニューアルなどを繰り返し、内容・機能を充実させ登録を促進しております。また、顧客企業と就

職希望者が直接面談できる「転職フェア」を当社にて開催し、優秀な人材の来社を促し登録に結びつける

イベントも実施しております。 

新規顧客の確保に併せ、登録された優秀な人材を迅速にマッチングさせることにより業績の拡大を目指

してまいります。 

③ 再就職支援事業 

再就職支援事業については企業における雇用調整のニーズを的確に捉え、雇用調整の実施に向けたコン

サルティング営業の充実を図り、売上高を拡大してまいります。また、国及び札幌市より受託しました若

年者及び失職者向けの再就職支援を行う各サポート施設の運営に加え、北海道庁及びその他市町村から受

託した再就職支援サービスの実施を通し蓄積されたノウハウを活用し、行政官庁をはじめ地方公共団体が

行う雇用政策を早期に察知し、再就職支援セミナー等の各種再就職支援サービスの提案を行うことで、今

後も継続して官民一体となった再就職支援業務の受託を拡大してまいります。 

さらに平成19年４月より本格的に実施される「市場化テスト」（行政機関が行っている公共サービスを

民間にも開放し、競争原理を導入し、価格と質の面で官民どちらが担い手にふさわしいかを決める制度）

の受託に向けての準備を進めています。 

   ④ その他ペイロール事業等 

     企業における管理コストを管理部門の本来業務に集中させるため、給与計算事務の代行業務等の質の高

いサービスを提供することで業績を拡大させることが課題であります。そのため営業の強化に加え、首都

圏を中心にアライアンスパートナーとの関係を緊密にすることで受託の拡大を目指しております。 

(6) 会社の対処すべき課題 

    当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更及び新たに発生した

課題はありません。 

(7) 親会社に関する事項 

  該当事項はありません。 

(8) その他、会社の経営上の重要な事項（役員との間の重要な取引に関する事項等） 

   該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状況 

(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、企業業績の回復に伴う設備投資の増加に加え、個人消費も

当期に入った本年６月に比べるとその伸びは鈍化したものの、堅調に推移するなど景気は回復基調の様相を

呈しました。 

雇用情勢においては、全国の有効求人倍率が平成18年11月で1.07倍（北海道は同0.54倍）、完全失業率も

同4.0％（北海道は平成18年７月～９月平均値5.3％）で推移し雇用環境も景気の回復に歩調を合わせ改善傾

向にありました。しかしながら北海道においては未だ回復の実感を得られない景気状況が続いております。 

このような環境下で当社グループ（当社及び連結子会社２社）は、企業における人材の有効活用と人材に

対しては早期就職の実現に向けた各種サービスの提供等、常に新たな取り組みを行ってまいりました。人材

派遣関連事業（人材派遣事業、メディカル事業及びアウトソーシング事業）においては売上高を大きく伸ば

すことができましたが、利益率の高い人材紹介事業が前年同期比横ばいで推移、再就職支援事業においても

売上高及び利益とも前年同期を下回ることとなり、売上高は上場以来６期連続の増収となりましたが利益に

つきましては前年同期比で減益となりました。 

この結果、当中間連結会計期間の業績は売上高2,309,252千円（前年同期比13.6％増）、営業損失13,602千

円（前年同期は営業利益34,342千円）、経常損失14,019千円（前年同期は経常利益29,223千円）、中間純損

失21,686千円（前年同期は中間純利益18,433千円）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。 

       ① 人材派遣関連事業 

      人材派遣関連事業（人材派遣事業、メディカル事業及びアウトソーシング事業）のうち、人材派遣事

業においては、コールセンターからの受託の継続と増員の受託に加え、大口案件が継続し、さらに新規

顧客の拡大が売上高に貢献しました。また、北海道庁や大学などの独立行政法人への派遣も堅調に推移

し、加えてイベント関連の業務や軽作業関連の派遣も大幅に売上高を伸ばし売上高は前年を上回りまし

た。さらに売上原価の低減努力も利益に大きく貢献しました。この結果、売上高は773,443千円（前年同

期比28.9％増）、営業利益は80,112千円（同63.1％増）となりました。 

メディカル事業においては、継続する公立病院の受託において大幅な増員となり売上高を伸ばすこと

ができ、医療事務スタッフの派遣に加え医療関連技術者の派遣も増加傾向にあり、売上高及び利益とも

前年同期を上回りました。売上高は247,246千円（同21.9％増）、営業利益は16,875千円(同16.2％増)と

なりました。 

アウトソーシング事業においては、販売アウトソーシングが家電メーカー及び携帯電話会社からの受

託を大幅に増やすことができ、売上高を伸ばすことができましたが、セールスアウトソーシング事業に

おける通信会社から受託した業務の契約が途中終了したことにより当初予定の利益を計上することがで

きず、利益を大きく落とす結果となりました。この結果、売上高は876,333千円（同14.6％増）、営業利

益は29,259千円（同46.1％減）となりました。 

この結果、人材派遣関連事業につきましては、売上高1,897,023千円（同21.0％増）、営業利益は

126,247千円（同7.1％増）となりました。   

      ② 人材紹介事業 

人材紹介事業においては、営業及び経理の紹介業務に加え薬剤師や医師等の医療関連技術者の紹介を

積極的に行いました。また、在京本社の札幌支店における求人に対し採用代行を行う新たな業務を受託

するなど、売上高を拡大することができましたが、人員の増員と登録者募集のための広告宣伝費が増え

たことにより利益は大きく前年同期を下回る結果となりました。この結果、売上高は43,537千円（前年

同期比8.3％増）、営業利益は12,854千円（同44.2％減）となりました。 

       ③ 再就職支援事業 

再就職支援事業においては、民間企業からの再就職支援業務の受託は前年同期とほぼ横ばいで推移し

ましたが、厚生労働省等、国及び北海道を中心とした地方公共団体からの再就職支援業務の受託が低減

し、国が進める新たな施策である「市場化テスト」の業務の受託が継続しているものの売上高は前年同

期を大きく下回る結果となりました。この結果、売上高は269,807千円（同21.5％減）、営業損失は

1,736千円（前年同期は営業利益46,962千円）となりました。 

       ④ その他 
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その他（ペイロール事業等）については、新規開拓を積極的に行うことと併せ、提携先との協力体制

を強化することで新規の受託を拡大することができ、加えて経費の削減に努力し売上高及び利益とも前

年同期を上回ることができました。この結果、売上高は98,883千円（前年同期比22.2％増）、営業利益

は4,179千円（同340．9％増）となりました。 

 

(2) 財政状態 

① 当中間連結会計期間のキャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は短期借入れによる収入等が

税金等調整前中間純損失20,558千円の計上及び売掛金の増加、法人税等の支払、長期借入金の返済等を上

回ったため、期首残高に比べて94,791千円増加し、当中間連結会計期間末には532,992千円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

営業活動の結果使用した資金は61,049千円（前年同期比57.0％減）となりました。これは主に税金等調

整前中間純損失20,558千円の計上及び売掛金の増加、法人税等の支払いによる支出等が買掛金の増加額を

上回った結果であります。 

投資活動の結果使用した資金は6,847千円（同89.2％減）であります。これは主に無形固定資産の取得に

よる支出であります。 

財務活動の結果得られた資金は162,688千円（同3.1％増）であります。これは主に短期借入れによる収

入等が長期借入金の返済による支出等を上回った結果であります。 

   （キャッシュ・フローの指標） 

 
平成17年５月期

平成17年11月

中間期 
平成18年５月期 

平成18年11月

中間期 

自己資本比率（％） 36.2 33.9 50.5 44.5 

時価ベースの自己資本比率（％） 147.3 113.4 115.6 49.4 

債務償還年数（年） 2.8 － － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 15.19 － － － 

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 

             株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い  

  ※ 各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

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

用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利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、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払

額を使用しております。 

(3) 通期の見通し 

平成19年５月期に向けて、人材派遣関連事業のうち一般派遣事業は新規開拓も順調に進んでおり、営業利

益率も改善傾向となっています。現状の営業力をもって顧客開拓と人材の提案を迅速に進めることで、予算

を上回る業績を目指しております。また、カード会員獲得などの販売促進業務や軽作業関連の業務も増加し

ており、売上高拡大に寄与するものと考えます。メディカル事業において、道内の医療機関における医療関

連技術者のニーズは高く、病院をはじめとする医療機関への新規営業も順調に推移しており、人材の迅速な

提案により売上高の拡大は可能と考えます。アウトソーシング事業においては家電量販店に向けた販売ス

タッフの派遣拡大余地は十分にあり、新規顧客の拡大と併せ売上高及び利益の確保を目指します。 

人材紹介事業においては薬剤師・医師・看護師をはじめとする医療関連技術者の求人に加えて経営幹部の

求人も増加しており、売上高と利益の確保は可能と考えております。 

人材派遣関連事業及び人材紹介事業においては優秀な人材を各種求人広告媒体及びホームページを活用し

登録の促進を行うことに加え、「キャリアステーション」において登録促進に向けたイベント等を企画し、

登録者を確保することにより、業績に結びつけてまいります。 

再就職支援事業においては積極的な営業活動の結果、道内の建設業者他数社の受託見込みがあり確実に業
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績に結びつけ、利益にも貢献するものと予想されます。また、来年３月までに入札が行われる予定の「市場

化テスト」については十分な準備を行い、受託に向け努力してまいります。 

その他ペイロール事業においても北海道における積極的な営業展開に加え、首都圏の提携企業とのアライ

アンスにより新規顧客の獲得を目指しております。 

当連結会計年度の業績見通しにつきましては、平成18年７月14日に発表いたしました売上高5,004,000千円

（前期比14.5％増）、経常利益126,000千円（同39.5％増）、当期純利益64,000千円（同28.4％減）で、変更

はありません。 

 

(3) 事業等のリスク 

当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクは以下のようなものがありま

す。 

    なお、本項における将来に関する事項は、平成19年１月15日現在において当社グループが判断したもので

あります。 

 

① 法的規制について 

     人材派遣関連事業は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する

法律」（以下、「労働者派遣法」という）に基づき、また、人材紹介事業及び再就職支援事業は「職業安

定法」により規制されております。各法律とも平成16年３月に改正され規制緩和されてきておりますが、

当社は各法律に基づき厚生労働大臣より許可を取得し、法令を遵守して事業運営を行っております。 

     万一、法的規制が再び強化された場合、又は法令違反に該当し許可の取り消し等の指導を受けた場合に

は業績に大きく影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 個人情報の保護について 

     当社グループは人材派遣関連事業、人材紹介事業、再就職支援事業において登録者情報をはじめ多数の

個人情報を扱っており、また、その他ペイロール事業等においても個人の給与情報をはじめとする個人情

報を扱っております。さらに求人情報に付随する企業情報や派遣先企業において機密保持を希望する情報

なども個人情報に含まれるものと考えております。 

     当社では個人情報の管理については平成18年２月に財団法人日本情報処理開発協会が認定する「プライ

バシーマーク」を取得致しました。プライバシーマークの取得後も、各事業部門においては個人情報及び

企業情報の漏洩、さらには派遣先企業の情報漏洩防止のため、より厳格な管理体制を継続し、個人情報の

取り扱いに十分に注意してまいります。 

     しかしながら万一、個人情報の不正使用及び漏洩が発生した場合、当社の信用力は低下し、業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

 

③ 社会保険（健康保険、厚生年金保険）の加入及び料率の影響について 

     当社が雇用する派遣労働者に対しては、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」を遵守し、社会

保険に加入させ、当社も応分の社会保険負担をする義務があります。当社におきましては該当する派遣労

働者全員を加入させております。 

     今後も、社会情勢の変化に伴い保険料率が上昇し、当社保険料負担分が増加した場合には業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

 

④ 人材派遣及び人材紹介事業における優秀な登録スタッフの確保について 

 人材派遣及び人材紹介事業において、質の高い登録スタッフの確保と登録数の拡大に努力しております。

登録スタッフの確保については求人誌や新聞、地下鉄車輌への広告等の媒体と弊社のホームページを活用

し募集を行っております。また、ホームページについては今後も改修を繰り返し、登録希望者及び求人企

業、さらには投資家の皆様にとって利便性を高める努力を継続してまいりますが、今後の運用により登録

スタッフの拡大を十分に見込めるものと考えております。 

加えて、本社移転に併せ開設したオープンスペースの就業サポートのフリースペースの「キャリアス

テーッション」において、日々来社する登録希望者への対応と併せスキルアップに必要な各種研修カリ

キュラムを充実させ、登録スタッフのスキルの向上をはかり、加えて登録会を定期的に企画・実施するこ



－  － 
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とで優秀な登録スタッフの登録増加を目指しております。今後も業容拡大に向け、登録スタッフの確保に

努めてまいりますが、登録数が当初の登録計画を大幅に下回ることが発生しますと、派遣企業及び求人の

オーダーに迅速に応えられないなど営業活動への支障が出ることも予想され、業績に影響を及ぼす可能性

があります。 

 

⑤ 代表者の兼務について 

     当社代表取締役社長の佐藤良雄は、当社及び当社連結子会社株式会社セールスアウトソーシングの代表

者を務めることに加え、労働保険事務組合北海道社会労働保険協会及び同労務事務指導協会、ＳＡＴＯ行

政書士法人及び職業訓練法人キャリアバンク職業訓練協会の代表者を兼務しております。北海道社会労働

保険協会及び労務事務指導協会は厚生労働大臣より認可を受け、「労働保険の保険料の徴収等に関する法

律」に基づき企業における労働保険料を徴収し国に納付する代行業務に加え企業に対し労働保険の適正な

運用等の労務管理のアドバイスを行っております。労働保険の徴収と国への納付の代行業務については国

より報酬を受け取り、また、労務管理のアドバイスに関しては各企業より報酬を得ております。両協会と

も労務管理を受託している顧問先は道内の中小企業を中心に各4,000社を超えております。また、ＳＡＴＯ

行政書士法人は各行政官庁へ提出する許認可申請の書類の代行等を行い、顧客より報酬を得ております。

キャリアバンク職業訓練協会は職業能力開発促進法に基づき、協会員及び失職者に対する職業訓練を実施

し、報酬を得ております。 

     労務事務指導協会とＳＡＴＯ行政書士法人は当社設立以前に佐藤良雄が設立した団体であり、これらの

経営を通し道内の中小企業からの情報収集と相談に対し、アドバイスを行うことを通して、企業より信頼

を得ることで北海道社会労働保険協会と併せ３団体とも拡大してまいりました。加えて、この３団体を通

し北海道において人材ビジネスのニーズがあることを察知し、当社を設立し今日に至っております。キャ

リアバンク職業訓練協会については職業訓練を終了した人材の紹介を受けるなど、登録者を増やす上で相

互協力の関係にあります。 

     佐藤良雄はキャリアバンク職業訓練協会以外の３団体より役員報酬を受け、さらに４団体の重要な決議

については現在も関与しております。しかしながら、既に北海道社会労働保険協会及び労務事務指導協会

には常勤する常務理事が日常業務の決裁を行い、ＳＡＴＯ行政書士法人には他の代表社員、キャリアバン

ク職業訓練協会には専務理事が常勤しております。 

     また、各団体との取引関係については４団体に対して、人材派遣の取引がありましたが、適正な派遣料

金にて取引されました。また、労務事務指導協会とは、現在、労務管理業務として労働保険の取得・喪失

の手続等を委託しており、毎月、報酬を支払っております。この取引も適正な価格にて行われております。

さらに、キャリアバンク職業訓練協会とは、現在、研修施設の転貸及び備品等の賃借取引がありますが、

いずれの取引も適正な価格にて行われております。 

     しかしながら４団体の代表者として重要な決議に関与することは当社業務への専業を妨げる要因を含み、

また、当社との取引については利益相反の疑義を与える懸念があり、その点については十分な管理体制に

て対応しております。 

 

 ⑥ 当社グループの組織体制について 

 当社グループは代表取締役社長の佐藤良雄を中心に事業を推進しておりますが、各事業運営においては

担当役員が事業戦略の立案及び業績の拡充に向けて重要な役割を担っております。第１営業部（メディカ

ル事業及び販売アウトソーシング事業を除く人材派遣関連事業）及び第３営業部（再就職支援事業のうち

雇用創出事業）については取締役益山健一が、第２営業部（人材紹介事業、メディカル事業及び雇用創出

事業を除く再就職支援事業）においては取締役新谷隆俊が、そして管理部においても取締役美濃孝二がそ

れぞれの各事業における重要な業務を遂行しております。尚、平成18年10月３日より第１営業部人材派遣

関連事業のセールスアウトソーシング事業の機能を販売アウトソーシング事業に移管し、当事業を部に昇

格させ第４営業部とし、執行役員営業部長の桜井啓勝が業務を執行しております。当事業は前期、当期と

も売上及び利益の拡大が顕著で、部として独立させることで組織及び営業体制の強化をはかり、顧客に対

し事業のサービス内容及び役割を明確にさせ、さらなる拡充をはかってまいります。また、平成18年10月

より経営企画室を新設し取締役中川 均がＩＲ及び広報活動と登録者の確保・検索を迅速に行う全社シス

テムに関わる業務を遂行しております。 

 また、連結子会社である株式会社エコミックにつきましては代表取締役社長熊谷浩二が子会社の経営に

おいて重要な役割を担っております。株式会社セールスアウトソーシングにつきましては平成18年４月６

日開催の臨時株主総会において新たに小松隆一が取締役に就任し、同日開催された取締役会決議により同

年５月１日付にて小松隆一が代表取締役社長に、佐藤良雄が代表取締役会長に就任しております。現在は



－  － 
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代表取締役社長小松隆一が常勤し経営における重要な役割を担っております。 

 そのような状態においても、当社グループにおけるこれら取締役の業務の継続が何らかの理由により困

難となった場合には、当社グループの事業戦略や業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 ⑦ 特定得意先への依存 

     アウトソーシング事業に属する当社連結子会社株式会社セールスアウトソーシング（以下、「同連結子

会社」という。）においては、エプソン販売株式会社に対する売上高の比率が高く、当連結会計年度売上

高に対する同社が占める割合は11.3％となっております。また、当連結会計年度のアウトソーシング事業

の売上高に対する同社が占める割合は29.8％であり、同連結子会社の当事業年度の売上高に対する同社が

占める割合は58.3％となっております。 

     今後同社への売上高が増減すると、同連結子会社、アウトソーシング事業ひいて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。 

 

 ⑧ 株式価値の希薄化に関するリスク 

 当社は第１回目、平成14年８月28日及び第２回目、平成16年８月27日の定時株主総会において、当社の

取締役、監査役及び従業員を対象に新株予約権（ストックオプション）を付与しました。平成18年11月30

日現在新株予約権の付与個数は第１回目243個（486株）、第２回目362個（724株）であります。 

 将来これらの新株予約権が行使された場合、株式価値の希薄化が生じる可能性があります。 



４．中間連結財務諸表等 

(1) 中間連結貸借対照表 

 

Ⅰ

１． 現金及び預金     503,785     572,992       69,207     478,201

２． 売掛金     559,417     578,337       18,919     537,576

３． その他      41,367      37,836      △3,530      45,842

貸倒引当金     △1,101     △1,044           57     △1,042

  1,103,467   86.1   1,188,121   87.7       84,653   1,060,577   86.1

Ⅱ

※１      27,048      21,069      △5,979      23,846

     32,479      26,427      △6,052      28,080

(1) 投資有価証券      71,678      68,892      64,137

(2) その他      50,446      51,865      55,427

貸倒引当金     △3,318     118,806     △1,067     119,690          883     △1,067     118,497

    178,335   13.9     167,186   12.3     △11,148     170,424   13.9

Ⅲ         515 0.0         171 0.0        △343         343  0.0

  1,282,318  100.0   1,355,480  100.0       73,161   1,231,346  100.0

Ⅰ

１． 買掛金      77,609      76,764        △845      47,812

２． 短期借入金     200,000     200,000  －  －

３． 一年以内返済予定

長期借入金

４． 未払費用     210,887     246,458       35,571     247,620

５． 未払法人税等      12,820       4,878      △7,942      36,316

６． 未払消費税等      24,785      37,773       12,987      45,927

７． その他      26,299      29,150        2,850      28,123

    646,415   50.4     679,037   50.1       32,621     499,811   40.6

Ⅱ

１． 長期借入金     152,118      68,106     △84,012     105,112

２． その他       6,253       2,832      △3,420       4,455

    158,371   12.4      70,938    5.2     △87,432     109,567    8.9

    804,786   62.8     749,976   55.3     △54,810     609,378   49.5

     42,527    3.3  －  －     △42,527  －  －

Ⅰ     236,406   18.4  －  －    △236,406  －  －

Ⅱ 資本剰余金      43,406    3.4  －  －     △43,406  －  －

Ⅲ 利益剰余金     146,534   11.4  －  －    △146,534  －  －

Ⅳ       8,657    0.7  －  －      △8,657  －  －

    435,004   33.9  －  －    △435,004  －  －

  1,282,318  100.0  －  －  △1,282,318  －  －

Ⅰ 株主資本

１． 資本金  －  －     242,181   17.9      242,181     239,884   19.5

２． 資本剰余金  －  －      49,181    3.6       49,181      46,884    3.8

３． 利益剰余金  －  －     188,636   13.9      188,636     217,437   17.6

 －  －     479,998   35.4      479,998     504,206   40.9

Ⅱ

１．
その他有価証券評価差
額金

 －  －       4,325    0.4        4,325       6,479    0.5

２． 繰延ヘッジ損益  －  －        △92  0.0         △92       △254  0.0

 －  －       4,233    0.4        4,233       6,225    0.5

Ⅲ  －  －     121,272    8.9      121,272     111,536    9.1

 －  －     605,504   44.7      605,504     621,968   50.5

 －  －   1,355,480  100.0    1,355,480   1,231,346  100.0

     84,012

　純資産合計

負債純資産合計

評価・換算差額等

　株主資本合計

少数株主持分

（純資産の部）

資本金

　流動負債合計

　固定負債合計

（少数株主持分）

少数株主持分

（資本の部）

区分

（資産の部）

流動資産

　評価・換算差額等合計

その他有価証券評価差額金

資本合計

当中間連結会計期間末
（平成18年11月30日）

対前中間期比

     94,012

２．無形固定資産

　流動資産合計

固定資産

１．有形固定資産

前連結会計年度の

要約連結貸借対照表

(平成18年５月31日)

前中間連結会計期間末
（平成17年11月30日）

繰延資産

　資産合計

（負債の部）

流動負債

注記
番号

金額（千円） 増減（千円） 金額（千円）

    △10,000      94,012

構成比
(％)

３．投資その他の資産

　固定資産合計

固定負債

　負債合計

構成比
(％)

金額（千円）
構成比
(％)

※２

負債、少数株主持分及び資
本合計

－  － 
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(2) 中間連結損益計算書 

 

注記

番号

Ⅰ 2,032,217 100.0   2,309,252   100.0     277,034   4,371,481 100.0

Ⅱ 1,618,133 79.6   1,877,425    81.3     259,292   3,496,213 80.0

    414,084 20.4     431,826    18.7      17,742     875,267 20.0

Ⅲ ※１ 379,741 18.7     445,429    19.3      65,687     770,822 17.6

     34,342 1.7    △13,602   △0.6    △47,945     104,445 2.4

Ⅳ

１． 受取賃貸料 5,456       4,334       9,399

２． 連結調整勘定償却 －  －       1,000

３． 投資有価証券売却益 4,405         295      12,781

４． 投資事業組合利益 －       5,389  －

５． 雑収入 1,050      10,912 0.5       3,461      13,481     0.6       2,569       1,838      25,020 0.6

Ⅴ

１． 支払利息 3,630       2,593       7,211

２． 賃借料 5,456       4,334       9,399

３． 投資事業組合損失  －  －       4,612

４． 新株発行費  －  －       6,824

５． 株式交付費  －       2,372  －

６． 株式上場費用 5,104  －       5,104

７． 株式公開費用  －       3,425       4,194

８． 雑損失 1,838      16,030 0.8       1,171      13,898     0.6     △2,132       1,793      39,141 0.9

経常利益又は経常損
失(△)

     29,223 1.4    △14,019   △0.6    △43,243      90,323 2.1

Ⅵ

１． 貸倒引当金戻入額 160         132  －

２． 投資有価証券売却益 4,999  －       4,999

３． 関係会社株式売却益  －  －      49,953

４． 持分変動利益  －       5,160 0.2  －         132 0.0     △5,028      17,345      72,299 1.6

Ⅶ

１． 投資有価証券評価損  －       4,249       3,762

２． 本社移転費用  －       1,395  －

３． 固定資産除却損  －         724  －

４． その他         888         888 0.0         301       6,670     0.3       5,782         888       4,650 0.1

税金等調整前中間（当

期）純利益又は税金等調

整前中間純損失(△)

     33,496 1.6    △20,558   △0.9    △54,054     157,972 3.6

法人税、住民税及
び事業税

法人税等調整額 2,292      13,339 0.6         671       3,176     0.1    △10,163         703      63,408 1.5

少数株主利益 1,723 0.1     △2,048   △0.1     △3,771       5,228 0.1

中間（当期）純利益
又は中間純損失(△)

     18,433 0.9    △21,686   △0.9    △40,120      89,336 2.0

百分比
（％）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

対前中間期比

前連結会計年度

（自　平成17年６月１日 （自　平成18年６月１日 （自　平成17年６月１日

　　至　平成17年11月30日） 　　至　平成18年11月30日） 　　至　平成18年５月31日）

　売上高

　売上原価

百分比
（％）

金額（千円） 増減（千円） 金額（千円）区分 金額（千円）
百分比
（％）

　売上総利益

　販売費及び一般管理費

　営業利益又は営業損失(△)

　営業外収益

　営業外費用

　特別利益

　特別損失

     62,704     11,047       2,505

－  － 
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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 

   ① 中間連結剰余金計算書 

 

 

 

 

 （資本剰余金の部）

 
Ⅰ　資

 

 Ⅱ　資

 

 

 Ⅱ　利

 

 Ⅲ　利

 

 

 

 

 Ⅳ　利

本剰余金期首残高 37,500

Ⅱ　資本剰余金増加高

 １．新株予約権の権利行使 5,906 5,906

本剰余金中間残高 43,406

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 137,126

益剰余金増加高

 １．中間純利益 18,433 18,433

益剰余金減少高

益剰余金中間残高 146,534

２．役員賞与 2,125

9,025

6,900

区分

３．連結子会社の決算修正  －

注記
番号

前中間連結会計期間

（自　平成17年６月１日

　　至　平成17年11月30日）

金額（千円）

１．配当金

 

 

 

 

 

－  － 
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② 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６月１日 至平成18年11月30日） 

 

平成18年５月31日　残高

（千円）

中間連結会計期間中の変動額     

　新株の発行          2,296          2,296           4,593

　剰余金の配当          △7,114        △7,114

　中間純損失         △21,686       △21,686

　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）

平成18年11月30日　残高

（千円）

平成18年５月31日　残高

（千円）

中間連結会計期間中の変動額      

　新株の発行              4,593

　剰余金の配当            △7,114

　中間純損失           △21,686

　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）

平成18年11月30日　残高

（千円）

株主資本合計

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金

純資産合計

 

その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

         9,735

         6,479

少数株主持分

         7,743

評価・換算差額等

合計

       △2,154            162

       504,206       217,437        46,884       239,884

       621,968       111,536         6,225         △254

       479,998

      △24,207

       188,636

      △28,801

         4,325

       △2,154

評価・換算差額等

         4,233

       △1,991

          △92

           162

       △1,991

        49,181

         2,296

       242,181

         2,296

       605,504

      △16,463

       121,272

         9,735

－  － 

 

 

14



 

     前連結会計年度（自平成17年６月１日 至平成18年５月31日） 

 

 

 

平成17年５月31日　残高

（千円）

連結会計年度中の変動額     

　新株の発行          9,384          9,384          18,768

　剰余金の配当          △6,900        △6,900

　利益処分による役員賞与          △2,125        △2,125

　当期純利益           89,336         89,336

　株主資本以外の項目の連結

　会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計

（千円）

平成18年５月30日　残高

（千円）

平成17年５月31日　残高

（千円）

連結会計年度中の変動額      

　新株の発行             18,768

　剰余金の配当            △6,900

　利益処分による役員賞与            △2,125

　当期純利益             89,336

　株主資本以外の項目の連結

　会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計

（千円）

平成18年５月30日　残高

（千円）
       621,968

         7,368

       167,934

       454,033        41,539         7,368

       △1,143

            －

        69,997         68,854

       111,536

        69,997

         6,225

       △1,143

         △254

         △254

         6,479

         △888

        46,884

         9,384

       239,884

         9,384

       504,206

        99,080

       217,437

        80,311

       405,126       137,126        37,500       230,500

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

純資産合計

 

その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等

少数株主持分評価・換算差額等

合計

         △888          △254

－  － 
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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 当中間連結会計期間 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６月１日 （自　平成18年６月１日 （自　平成17年６月１日

　  至　平成17年11月30日） 　  至　平成18年11月30日） 　  至　平成18年５月31日）

注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 金額（千円）

Ⅰ

税金等調整前中間（当期）純利益又は
中間純損失

              33,496             △20,558 54,054                       157,972

投資有価証券売却益  －                △295 295                         △17,781

関係会社株式売却益  －  － －             △49,953

持分変動利益  －  － －             △17,345

投資有価証券評価損  －                4,249 △4,249                        3,762

売掛金の増加額            △118,069             △40,760 △77,309                    △96,228

買掛金の増加（△減少）額               29,633               28,952 681                            △163

未払金の増加（△減少）額                1,067                 △87 1,154                        △6,075

未払費用の増加（△減少）額               13,442              △1,144 14,586                        50,293

預り金の増加（△減少）額             △15,183                2,527 △17,710         －

未払消費税等の減少額             △26,344              △8,407 △17,936                     △4,870

役員賞与の支払額              △2,500  － △2,500                      △2,500

その他              △8,235               10,788 △19,023                       8,420

小計             △92,692             △24,736 △67,956                      25,529

法人税等の支払額             △45,722             △33,943 △11,779                    △73,891

その他              △3,460              △2,369 △1,090                      △6,661

           △141,876             △61,049 △80,826                    △55,023

Ⅱ

定期預金の預入による支出             △40,000  － △40,000                    △40,000

定期預金の解約による収入  －  － －               50,000

投資有価証券の取得による支出             △17,520             △10,255 △7,265                     △24,215

投資有価証券の売却による収入               12,161                3,588 8,573                         21,969

有形固定資産の取得による支出              △5,618                △712 △4,906                      △6,020

無形固定資産の取得による支出             △12,462              △2,750 △9,712                     △12,462

敷金及び保証金の差入れによる支出  －  － －              △8,547

連結子会社株式の追加取得による支出  －  － －              △7,200

連結子会社株式の売却による収入  －  － －               79,189

その他                  201                3,281 △3,080                           38

投資活動によるキャッシュ・フロー             △63,238              △6,847 △56,390                      52,751

Ⅲ

短期借入れによる収入              200,000              300,000 △100,000                    300,000

短期借入金の返済による支出  －            △100,000 100,000                    △300,000

長期借入金の返済による支出             △47,006             △47,006 －             △94,012

新株予約権の権利行使による収入               11,812                4,593 7,218                         18,768

少数株主からの増資払込による収入  －               12,000 △12,000                      61,710

少数株主への配当金の支払額                △360                △518 158                            △360

配当金の支払額              △6,712              △6,381 △331                        △6,798

財務活動によるキャッシュ・フロー              157,733              162,688 △4,954                     △20,691

Ⅳ             △47,380               94,791 △142,171                   △22,963

Ⅴ              461,165              438,201 22,963                       461,165

Ⅵ              413,785              532,992 △119,207                    438,201

対前中間期比

区　　　分

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

現金及び現金同等物の中間（期末）残高

営業活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増加額

現金及び現金同等物の期首残高

財務活動によるキャッシュ・フロー

※１

－  － 
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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６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18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 (1）連結子会社の数 (1）連結子会社の数 

 ２社 同左 同左 

 連結子会社の名称 連結子会社の名称 連結子会社の名称 

 ㈱エコミック 

㈱セールスアウトソーシン

グ 

同左 

 

同左 

 

２．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㈱エコミックの中間

決算日は、９月30日であります。

 中間連結財務諸表の作成に当

たっては、同中間決算日現在の中

間財務諸表を使用しております。

ただし、中間連結決算日までの期

間に発生し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。 

連結子会社㈱セールスアウト

ソーシングの中間期の末日は中間

連結決算日と一致しております。

同左 連結子会社㈱エコミックの決算

日は、３月31日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たって

は、同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

算日までの期間に発生した重要な

取引については、連結上必要な調

整を行っております。 

連結子会社㈱セールスアウト

ソーシングの決算期の末日は連結

決算日と一致しております。 

３．会計処理基準に関する事

項 

   

① 有価証券 ① 有価証券 ① 有価証券 (1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

 中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法を採用して

おります。（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） 

中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法を採用して

おります。（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） 

連結決算日の市場価格等に

基づく時価法を採用しており

ます。（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） 

 時価のないもの 時価のないもの 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。 

同左 同左 

 ② デリバティブ ② デリバティブ ② デリバティブ 

 時価法を採用しております。 同左 同左 

① 有形固定資産 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 

定率法を採用しております。 同左 同左 

主な耐用年数   

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

建物付属設備   15年 

車両運搬具    ６年 

器具及び備品   ６年 

  なお、取得価額が10万円以

上20万円未満の資産について

は、３年間で均等償却する方

法を採用しております。 

  

－  － 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

 定額法を採用しておりま

す。 

ただし、営業権については

毎期均等額（５年）を償却し

ております。 

なお、自社使用のソフト

ウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に

基づく定額法を採用しており

ます。 

同左 同左 

(3）繰延資産の処理方法 ─────── ───────  新株発行費 

  支出時に全額費用として処理し

ております。 

 ─────── 株式交付費 

 支出時に全額費用として処理

しております。 

（会計方針の変更） 

 「繰延資産の会計処理に関す

る当面の取扱い」（企業会計基

準委員会 平成18年８月11日

実務対応報告第19号）を適用し

ております。 

 従来の新株発行費は、当中間

連結会計期間より株式交付費と

して表示しております。 

─────── 

貸倒引当金 貸倒引当金 貸倒引当金 (4）重要な引当金の計上基

準 債権等の貸倒損失に備えるた

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。 

同左 同左 

(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を採用してお

ります。 

同左 同左 

① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 (6）重要なヘッジ会計の方

法  繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。 

同左 同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 (a）ヘッジ手段 (a）ヘッジ手段 (a）ヘッジ手段 

 金利スワップ取引 同左 同左 

 (b）ヘッジ対象 (b）ヘッジ対象 (b）ヘッジ対象 

 借入金利息 同左 同左 

－  － 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

  当社は借入金の金利変動リス

クを回避する目的で対象物の範

囲内に限定しております。 

同左 同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ 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

を比較して有効性の判定をして

おります。 

同左 同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 (7）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作成

のための重要な事項 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式を採用しておりま

す。 

同左 同左 

４．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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 

 

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６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、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） 

当連結会計年度より、「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

510,686千円であります。 

なお、連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度における貸借対照表の純資

産の部については、改正後の連結財務諸表

規則により作成しております。 

 

－  － 
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表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

（中間連結貸借対照表） 

 証券取引法及び証券取引法施行令が改正され、投資事業有限

責任組合に対する出資は証券取引法上の有価証券として取り扱

われることとなったことから、投資その他の資産の「その他」

のうち証券取引法上の有価証券に該当するもの（前中間連結会

計期間9,633千円 当中間連結会計期間9,476千円）について

は、当中間連結会計期間において投資その他の資産の「投資有

価証券」として表示しております。 

─────── 

─────── （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「預り金の増加（△減

少）額」は、前中間連結会計期間は「その他」に含めて表示し

ておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記しており

ます。なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている

「預り金の増加額」は、1,561千円であります。 

 

－  － 
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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11月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年５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 

  7,297千円 12,876千円 10,901千円

※２     ────── ※２ 消費税等の取扱い ※２ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、未払消費税等として表示して

おります。 

同左  

 

（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６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりでありま

す。 

※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。 

※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。 
 

給与及び賞与 176,048千円

賃借料 49,805 

貸倒引当金繰入額 140 
  

 
給与及び賞与 210,009千円

賃借料 57,407 

貸倒引当金繰入額 185 
  

 
給与及び賞与 359,364千円

賃借料 100,526 

貸倒引当金繰入額 1,019 
  

 

（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６月１日 至平成18年11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） 4,743 4,813 － 9,556 

合計 4,743 4,813 － 9,556 

（注）普通株式の発行済株式数の増加4,813株は、平成18年６月１日付の株式分割（１対２）による増加4,743株、新

株予約権の権利行使による新株の発行による増加70株であります。 

 

２．新株予約権及び自己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 

配当金（円）
基準日 効力発生日 

平成18年８月30日 

定時株主総会 
普通株式 7,114 1,500 平成18年５月31日 平成18年８月31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後となるもの 

     該当事項はありません。 

 

－  － 
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前連結会計年度（自平成17年６月１日 至平成18年５月31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） 

当連結会計年度末 

増加株式数（株） 

当連結会計年度末 

減少株式数（株） 

当連結会計年度末 

株式数（株） 

発行済株式     

 普通株式（注） 4,600 143 － 4,743 

合計 4,600 143 － 4,743 

（注）普通株式の発行済株式数の増加143株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。 

 

２．新株予約権及び自己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 

配当金（円）
基準日 効力発生日 

平成17年８月30日 

定時株主総会 
普通株式 6,900 1,500 平成17年５月31日 平成17年８月31日 

 

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
配当の原資

１株当たり 

配当金（円）
基準日 効力発生日 

平成18年８月30日 

定時株主総会 
普通株式 7,114 利益剰余金 1,500 平成18年５月31日 平成18年８月31日 

 

 

（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６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

※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11月30日現在）

現金及び預金勘定 503,785千円

預入期間が３か月を超え
る定期預金 

△90,000 

現金及び現金同等物 413,785 
  

 
（平成18年11月30日現在）

現金及び預金勘定 572,992千円

預入期間が３か月を超え
る定期預金 

△40,000 

現金及び現金同等物 532,992 
  

 
（平成18年５月31日現在）

現金及び預金勘定 478,201千円

預入期間が３か月を超え
る定期預金 

△40,000 

現金及び現金同等物 438,201 
  

 

 

－  － 
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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６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５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．借主側 １．借主側 １．借主側 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額相

当額及び中間期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額相

当額及び中間期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額相

当額及び中間期末残高相当額 

 取得価額
相 当 額 

減価償却 
累 計 額 
相 当 額 

中 間 
期末残高 
相 当 額 

有形固 
定資産 

15,408千円 12,423千円 2,985千円 

無形固 
定資産 

 4,600    3,833    766   

合 計 20,008   16,256  3,752   

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額

等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

 
取得価額
相 当 額

減価償却
累 計 額
相 当 額

中 間
期末残高
相 当 額

有形固
定資産

6,527千円 5,014千円 1,512千円

無形固
定資産

4,600  4,600   － 

合 計 11,127 9,614 1,512 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額

等 

  未経過リース料中間期末残高相当額

 
取得価額
相 当 額 

減価償却 
累 計 額 
相 当 額 

期末残高
相 当 額

有形固
定資産

15,408千円 13,159千円 2,249千円

無形固
定資産

 4,600    4,293   306  

合 計 20,008   17,452   2,555  

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

 

未経過リース料中間期末残高相当額 

 １年内 2,314千円   １年内 1,238千円   １年内 1,806千円  

 １年超 1,574      １年超 335    １年超 2,326   

 合 計 3,889     合 計 1,574    合 計 4,133   

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額、支払利

息相当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額、支払利

息相当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額、支払利

息相当額及び減損損失 

 支払リース料 1,789千円   支払リース料 1,110千円   支払リース料 3,066千円  

 減価償却費相当額 1,640     減価償却費相当額 1,042    減価償却費相当額 2,836   

 支払利息相当額 67     支払利息相当額 27    支払利息相当額 112   

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

(5) 利息相当額の算定方法 (5) 利息相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はあ

りません。 

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について） 

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11月30日） 

有価証券 

その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

株式 6,705 21,231 14,525 

合計 6,705 21,231 14,525 

 

時価評価されていない有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 35,970 

投資事業有限責任組合出資 9,476 

 企業再建ファンド信託受益権 5,000 

計 50,446 

 

当中間連結会計期間末（平成18年11月30日） 

有価証券 

その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

株式 6,720 14,033 7,313 

合計 6,720 14,033 7,313 

 

時価評価されていない有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 36,698 

投資事業有限責任組合出資 10,505 

 企業再建ファンド信託受益権 5,000 

計 52,203 

 

前連結会計年度末（平成18年５月31日） 

有価証券 

その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 6,720 17,592 10,872 

合計 6,720 17,592 10,872 

 

時価評価されていない有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 36,698 

投資事業有限責任組合出資 4,847 

 企業再建ファンド信託受益権 5,000 

計 46,545 

－  － 

 

 

24



 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自平成17年６月１日 至平成17年11月30日） 

取引の時価等に関する事項 

 記載すべきデリバティブ取引はありません。 

 なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

当中間連結会計期間（自平成18年６月１日 至平成18年11月30日） 

取引の時価等に関する事項 

 記載すべきデリバティブ取引はありません。 

 なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

前連結会計年度（自平成17年６月１日 至平成18年５月31日） 

取引の時価等に関する事項 

 記載すべきデリバティブ取引はありません。 

 なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

 

 

（ストック・オプション等関係） 

 当中間連結会計期間（自平成18年６月１日 至平成18年11月30日） 

連結子会社（株式会社セールスアウトソーシング） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 平成17年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 
当社役員       ３名 
連結子会社役員    １名 
連結子会社従業員   ９名 

ストック・オプション数（注） 普通株式 155株 

付与日 平成18年８月14日 

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 平成20年９月１日から平成27年７月31日 

（注）株式数に換算して記載しております。 

 

－  － 
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（セグメント情報） 

 【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６月１日 至平成17年11月30日） 

 
人材派遣
関連事業 
（千円）

人材紹介
事業 
（千円）

再就職支
援事業 
（千円）

その他 
（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 1,567,237 40,193 343,884 80,902 2,032,217 － 2,032,217

(2）セグメント間の内部売上高又は
振替高 

1,315 － － 3,612 4,927 (4,927) －

計 1,568,552 40,193 343,884 84,514 2,037,144 (4,927) 2,032,217

営業費用 1,450,669 17,153 296,922 83,566 1,848,312 149,562 1,997,875

営業利益 117,882 23,039 46,962 947 188,832 (154,490) 34,342

 

  当中間連結会計期間（自平成18年６月１日 至平成18年11月30日） 

 
人材派遣
関連事業 
（千円）

人材紹介
事業 
（千円）

再就職支
援事業 
（千円）

その他 
（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 1,897,023 43,537 269,807 98,883 2,309,252 － 2,309,252

(2）セグメント間の内部売上高又は
振替高 

5,461 600 － 4,360 10,422 (10,422) －

計 1,902,485 44,317 269,807 103,243 2,319,674 (10,422) 2,309,252

営業費用 1,776,238 31,283 271,544 99,063 2,178,130 144,724 2,322,854

営業利益 126,247 12,854 △1,736 4,179 141,543 (155,146) △13,602

 

  前連結会計年度（自平成17年６月１日 至平成18年５月31日） 

 
人材派遣
関連事業 
（千円）

人材紹介
事業 
（千円）

再就職支
援事業 
（千円）

その他 
（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 3,405,474 81,207 695,537 189,260 4,371,481 － 4,371,481

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
10,269 － － 8,148 18,418 (18,418) －

計 3,415,744 81,207 695,537 197,409 4,389,899 (18,418) 4,371,481

営業費用 3,147,197 34,918 624,139 170,264 3,976,519 290,517 4,267,036

営業利益 268,547 46,289 71,398 27,145 413,380 (308,935) 104,445

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主な事業 

① 人材派遣関連事業……人材派遣事業、メディカル事業、アウトソーシング事業 

② 人材紹介事業…………人材紹介事業 

③ 再就職支援事業………再就職支援事業 

④ その他…………………ペイロール事業等 

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     

 前中間連結 
会計期間 
（千円） 

当中間連結 
会計期間 
（千円） 

前連結会計
年度 
（千円） 

主な内容 

消去又は全社の項目に含めた配

賦不能営業費用の金額 
154,560 151,587 301,373 当社の本社管理部門に係る費用

－  － 
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 【所在地別セグメント情報】 

  前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結

子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

 【海外売上高】 

  前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はあ

りません。 

－  － 

 

 

27



（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日） 

  

１株当たり純資産額 92,751.48円

１株当たり中間純利益 3,987.37円

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益 3,819.64円

  

  

１株当たり純資産額 63,363.79円

１株当たり中間純損失 2,276.11円

  
 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、潜在株式は存在

するものの１株当たり中間純損失である

ため記載しておりません。 

  

１株当たり純資産額 107,617.87円

１株当たり当期純利益 19,150.37円

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益 18,480.86円

  

  
また、当社は平成18年６月１日付で株

式１株につき２株の株式分割を行ってお
ります。 
当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の１株当たり情報について
は、以下のとおりとなります。 

前中間連結会計
期間 

前連結会計年度

１株当たり純資産
額 

46,375.74円

１株当たり純資産
額 

53,808.93円

１株当たり中間純
利益 

1,993.68円

１株当たり当期純
利益 

9,575.19円

潜在株式調整後１
株当たり中間純利
益 

1,909.82円

潜在株式調整後１
株当たり当期純利
益 

9,239.48円
 

 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失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６月１日 
至 平成17年11月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日)

１株当たり中間（当期）純利益又は１株当

たり中間純損失金額 
   

中間（当期）純利益又は中間純損失（千

円） 
18,433 △21,686 89,336 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） （－）

普通株式に係る中間（当期）純利益又は
普通株式に係る中間純損失（千円） 

18,433 △21,686 89,336 

期中平均株式数（株） 4,623 9,528 4,665 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純
利益金額（千円） 

   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） 203 － 169 

（うち新株予約権（株）） （203） （－） （169）

希薄化効果を有しないため潜在株式調整後
１株当たり中間（当期）純利益の算定に含
めなかった潜在株式の概要 

新株予約権１種類 
 （新株予約権の数400
個） 

新株予約権１種類 
（新株予約権の数362
個） 

新株予約権１種類 
（新株予約権の数 377
個） 

 

－  － 
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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６月１日 

至 平成17年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日） 

平成18年４月24日開催の当社取締役会

の決議に基づき、次のように株式分割に

よる新株式を発行しております。 

───── ───── 

１．平成18年６月１日付をもって普通株

式１株につき２株に分割いたしまし

た。 

  

  
(1) 分割により増加する株式数 

   普通株式 4,743株 

  

(2) 分割方法 

平成18年５月31日 終の株主名簿

及び実質株主名簿に記載又は記録さ

れた株主の所有株式を、１株につき

２株の割合をもって分割いたしまし

た。 

  
２．配当起算日 

平成18年６月１日 

当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の前期における１株情報及び

当期首に行われたと仮定した場合の当連

結会計年度における１株当たり情報は、

それぞれ以下のとおりとなります。 

  

  

 
前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資

産額 

44,564円63銭 

１株当たり純資

産額 

53,808円93銭 

１株当たり当期

純利益 

7,083円39銭 

１株当たり当期

純利益 

9,575円19銭 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益 

6,810円95銭 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益 

9,239円48銭 
 

───── ─────  当社の連結子会社である株式会社エコ

ミックは、平成18年７月14日開催の取締

役会決議に基づき、給与計算業務の基幹

ソフトウェアを購入することとなりまし

た。 

 なお、詳細につきましては、以下のと

おりであります。 

１．目的 

  業務拡大に対応するため 

２．内容 

  給与計算用ソフトウェア及びハード

ウェアの購入 

３．導入時期 

  着工   平成18年７月 

  完成予定 平成19年４月 

４．予想投資額 

  ソフトウェア 41,800千円 

  ハードウェア 14,200千円 

 

【その他】 

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 
当社グループの主たる業務は人材派遣及び有料職業紹介であるため、生産実績の記載は省略しております。また、

受注には長期継続のもの、短期単発のもの、成功報酬型のものなどが混在しており、受注残高の正確な把握が困難

であるため、受注実績の記載も省略しております。なお、売上実績は、「３．経営成績及び財政状況 (1) 経営成

績」に関連付けて記載しております。 

前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に

対する割合は次のとおりであります。 

  

前中間連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

エプソン販売株式会社 244,420 12.0 260,781 11.3 

 

－  － 
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