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１．18年12月中間期の連結業績（平成18年7月1日～平成18年12月31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12月中間期 129,046 47.4 3,947 △0.1 2,326 △29.6

17年12月中間期 87,543 28.8 3,952 10.3 3,302 11.8

18年6月期 185,948 7,895 6,704

中間(当期)純利益
又は純損失（△）

１株当たり中間(当期)純利益
又は純損失（△）

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12月中間期 △28,790 － △13,836 49 － －

17年12月中間期 1,304 △13.5 2,105 79 1,887 30

18年6月期 3,429 1,743 22 － －

（注）①持分法投資損益 18年12月中間期 なし 17年12月中間期 なし 18年6月期 なし 

②期中平均株式数 (連結) 18年12月中間期 2,080,756株 17年12月中間期 619,383株 18年6月期 1,967,608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)純利益又は純損失（△）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 （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12月中間期 397,729 45,722 5.4 10,191 57

17年12月中間期 144,896 36,908 25.5 59,588 53

18年6月期 139,541 50,733 35.4 23,783 09

（注）期末発行済株式数（連結） 18年12月中間期 2,092,355株 17年12月中間期 619,383株 18年6月期 2,076,767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12月中間期 △1,711 △35,995 115,975 94,584

17年12月中間期 △2,068 △4,086 10,376 28,047

18年6月期 7,138 △13,526 △1,124 16,315

(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 88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） 70社　 （除外） －社 持分法（新規） －社　 （除外） －社

２．19年6月期の連結業績予想（平成18年7月1日～平成19年6月30日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 500,000 10,000 △30,000

（参考）１株当たり予想当期純損失（通期）14,337円91銭
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※　本資料に記載されている当社グループの計画、見通し、予想数値等将来に関する事項につきましては、現時点で入手

可能な情報に基づき当社経営者が判断した見通しであります。

したがいまして、実際の業績は、当社を取り巻く経済情勢、雇用情勢の変化、金利等の変更、当社グループが行う事

業に関係する諸法令の施行・改正、天災事変に伴う企業インフラの損害等さまざまな要素により、本資料記載の内容

と異なる結果となることがあることを予めご承知おきください。
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１．経営成績及び財政状態

 a.経営成績
平成19年6月期中間連結業績における売上高・売上総利益は堅調に推移。

利益ベースにおいては、平成18年10月にクリスタルグループを連結子会社化したことにとも

なってＭ＆Ａの費用および金利負担が発生したこと、また減損に係る会計基準を適用したこと

などの理由により、経常利益は23億26百万円、当期純損失は287億90百万円と前年同期比減益

となっております。

連結子会社化したクリスタルグループの業績は当中間期において貸借対照表のみ反映されてお

ります。

平成19年6月期中間業績ハイライト

 （単位：百万円） 

 当中間連結会計期間 前中間連結会計期間 増 減 率

売　　上　　高 129,046 87,543 47.4

売　上　原　価 87,767 58,606 49.8

売 上 総 利 益 41,278 28,937 42.7

のれん償却額 1,219 885 37.7

営　業　利　益 3,947 3,952 △0.1

支払利息・手数料 1,896 680 178.8

経　常　利　益 2,326 3,302 △29.6

減　損　損　失 28,146 － －

当 期 純 利 益 △28,790 1,304 －

当中間連結会計期間の概況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、好調な米国経済やアジア経済に牽引され、輸出関連企業などを中

心に概ね堅調に推移致しました。雇用情勢については、景気拡大基調により完全失業率の緩やかな低下など、企

業の人手不足感は継続しております。

　このような環境下、当社グループのコアビジネスである「人材派遣・請負事業」は派遣・請負稼動者の増加に

より堅調に推移致しました。景気回復による企業の人材ニーズが高まる一方で、コスト削減による経営効率化を

推進するため、派遣・請負などの需要が高まっております。また「派遣・請負」認知の高まりから、「㈱グッド

ウィル」においては、中小企業から大企業まで幅広く新規のクライアントを獲得し、旺盛な需要・バックオーダー

を抱えており、登録スタッフ数の増加と支店数増加によるネットワーク力を活かした供給力を整備・対応するこ

とで、成長を継続しております。請負事業においては、コンプライアンス重視の観点から㈱警備・施工マネジメ

ントにて万全な対応をしており堅調に推移しております。㈱グッドウィル・ヒュー・マネジメント（平成19年３

月１日付㈱グッドウィルに吸収合併）では、期待されるシニア派遣事業に注力しております。㈱グッドウィル・

エンジニアリングにおいては、機械、電気・電子、情報事業の好況を受け、技術者人材の確保が困難な中におい

て、認知度向上、人材の確保から急成長をしております。景気回復に伴い、企業による大型商業イベントも増加

しており、㈱ソアにおいて企画・設営・運営等の受注を獲得し堅調に推移しております。

　「介護・医療支援事業」においては、㈱コムスンにおいて在宅介護事業をベースに施設介護事業まで総合介護

事業を展開しており、在宅から施設へと事業構造のシフトを進めております。また、在宅高齢者の方の様々な介

護ニーズを汲むべく、そのサポーティング・ビジネスとして、福祉用具販売や訪問歯科診療サポート、介護タク

シー、バリアフリー、マッサージ師派遣事務代行など各事業も展開しております。平成18年4月の介護保険制度の

改正により訪問介護事業のビジネスモデルが大きく変わり、利益の確保が困難になりました。また予防介護事業

に対応するため、デイサービス事業に対する投資やその関連費用も大きな負担となりつつあります。今後施設介

護事業を収益の柱とする事業の再構築を行っていく方針です。 

　平成18年7月に老人ホーム事業の老舗である日本シルバーサービス㈱を子会社化しております。㈱コムスンとの

事業シナジーとして、経営資源、特に人材やブランド、マネジメントを共有することで入居進捗により収益改善

がみられております。

　「レストラン・シニアレジデンス事業」においては、㈱フードスコープが和食事業態を中心としたレストラン

事業を国内・海外にて運営しております。また、㈱コムスンはシニア層の新しいライフスタイルにマッチしたレ
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ジデンス事業を展開しております。2006年5月に「バーリントンハウス馬事公苑」が開業し、入居者からも好評を

頂戴しており、入居進捗も堅調に推移しています。

　「その他事業」では、人材流動化を背景に、人材紹介事業は㈱グッドウィル・キャリアにて対応、再就職支援

事業は㈱グッドウィル・ヒュー・マネジメント(平成19年３月１日付㈱グッドウィルに吸収合併)にて対応、社員

カウンセリングプログラム（ＥＡＰ）事業は㈱グッドウィル・フォーサイトにて対応しております。　優秀な人

材に対するニーズが高い状況にあり、その需要を的確に取り込むため、人材紹介事業、再就職支援事業、社員カ

ウンセリング事業など人材サービスのフルラインナップ化と付加価値の高いサービス提供を推進しております。

　また㈱コティにおいて保育関連事業を展開しております。高齢化対策と並び政府の重要な課題である少子化対

策において、その重要な役割としての保育施設運営事業の展開により、保育施設拠点増、法人・病院などの受託

業務、ベビーシッター業務などの事業を行っております。また近年のペットブームを背景にアドホック㈱にてペッ

ト関連事業を展開しております。

　以上の結果、当中間連結会計期間の連結売上高は前年同期より415億2百万円増加して1,290億46百万円になりま

した。主力の人材派遣・請負事業が引き続き堅調に推移したこと及びＭ＆Ａにより大幅な増収となっております。

連結経常利益はＭ＆Ａの費用および金利負担が発生したことなどの理由により、前年同期より9億76百万円減少し

て23億26百万円となっております。また、当中間連結会計期間においてのれん等について減損処理を行った為、

287億90百万円の連結中間純損失となっております。

　　

　当中間連結会計期間における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、当中間連結会

計期間から事業種類別セグメントを変更したため、前年同期比較に当たっては前中間連結会計期間分を変更後の

区分に組み替えて記載しております。

 

（人材派遣・請負事業）

 （単位：百万円） 

 当　　期 前　　期 増加率（％）

 外部顧客に対する売上高 80,941 54,720 47.9

 セグメント間の売上高 303 171 76.6

 売　上　高　計 81,244 54,891 48.0

 営　業　利　益 5,514 4,237 30.1

 のれん償却額 106 14 647.6

 のれん償却前営業利益 5,621 4,251 32.2

　当中間連結会計期間における「人材派遣・請負事業」につきましては、景気回復による企業の人材ニーズが高

まるなかで、人材確保が短期、長期ともに困難な状況となっております。企業は景気回復局面でも単純に正社員

を増加させるのではなく、パート、アルバイト、派遣を増員するなど、コスト削減による経営効率化を推進し、

固定費を抑制する効率経営を一方で継続しています。このような環境下、派遣などの需要は大きく高まっていま

す。

　「人材派遣・請負事業」において、当社グループでは様々な人材サービスのラインナップをそろえ、対応して

おります。㈱グッドウィルにおいては、登録スタッフ数約253万人（営業譲渡した建設請負子会社約5万人を含む）

という国内最大の人材データベースを元に、クライアントからの業務オーダーに対し登録スタッフの就労予約を、

自社開発のＩＴシステムを活用することにより、原則日毎の、精度の高いマッチングを可能にしたことによるも

のです。企業は好景気の環境下、自社で採用強化すれば求人広告などの募集経費がかさみ、人事管理、労務管理

などの煩雑さも伴います。このような状況に対して、㈱グッドウィルのマッチングシステムを使うことで、企業

側は業務量の変化に合わせ人員配置を対応しコストコントロールし、登録スタッフ側も就労する時間や業務内容

を選択できるなど、双方の雇用ニーズの調整が可能となっています。

　このように、企業側の求める人材と人数を、登録スタッフ側の働き方の多様化を満たしつつマッチングさせた

双方に付加価値の高いシステムとなっていることが堅調な成長の一因となっております。

　成長継続要因として、㈱グッドウィルの一般認知やブランド醸成のために、ＷＥＢサイト「モバイト・ドット・

コム」や社名「グッドウィル」のＰＲを積極展開しております。約4年前から従来の紙媒体への出稿に加え、テレ

ビＣＭなど、マスメディアを効率的に活用しており、企業の高い認知度獲得とともにブランド力を増強させる良

い結果を生んでおります。このことがリクルーティング活動とマーケティング活動双方において有効となってお
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ります。

　企業に安定的に人材提供をできることが、ますます競争優位性を高める要因となっております。

また、ＩＴシステムを効率的に活用しているため相対的に採用コストが抑制されるメリットも生まれております。

成長が顕著な事業部門をみると、平成16年の製造現場への派遣が規制緩和されたことによる製造ラインや検査ラ

インなど製造事業部門の人材需要が大きく拡大、また外食産業向けや一般事務向け派遣などのニーズも拡大して

おります。

　法令順守、コンプライアンス・ガバナンス重視の観点から、派遣と請負の完全分離対応をしており、請負事業

については㈱警備・施工マネジメントにて万全な対応を努めております。また、技術者派遣事業としては、㈱グッ

ドウィル・エンジニアリングが機械、電気・電子、情報処理、制御の4分野でエンジニアを派遣する事業を急拡大

しております。平成18年7月にフジオーネ・テクノ・ソリューションズ㈱を子会社化し、平成18年10月に㈱グッド

ウィル・エンジニアリングと合併したことで、既に、国内技術者派遣業界4位となっておりましたが、今回当グ

ループにおける㈱クリスタルのＭ＆Ａにより、クリスタルグループ技術者派遣部門が加わることによって、事業

規模・エンジニア数など技術者派遣業界で国内最大手となっております。団塊の世代の退職に伴い注目を集める

シニア派遣においても、㈱グッドウィル・ヒュー・マネジメントにて対応しております。景気回復に伴い、積極

的な企業経営を受け、大型商業イベントを増加傾向にあり、この需要を取り込むべく㈱ソアにて対応しておりま

す。

　これらの結果、当中間連結会計期間における人材派遣・請負事業の業績は、売上高が809億41百万円、営業利益

が55億14百万円となりました。

（介護・医療支援事業）

 （単位：百万円） 

 当　　期 前　　期 増加率（％）

 外部顧客に対する売上高 40,741 31,026 31.3

 セグメント間の売上高 0 0 -

 売　上　高　計 40,741 31,026 31.3

 営　業　利　益 △1,226 557 -

 のれん償却額 798 714 11.7

 のれん償却前営業利益 △428 1,271 -

　当中間連結会計期間における「介護・医療支援事業」については、急速な高齢化社会を迎えるなか、それに伴い

介護サービスのニーズも顕在化しております。介護保険給付額はこれまで増加傾向にありました。一方で社会保障

費の大きな枠組みの中で、対をなす医療保険の給付額も増加の一途をたどっております。

介護保険の給付予算額も平成16年度の約5.5兆円が平成24年には最低予算でも12兆円、平成37年には20兆円を超え

るという試算が出ております。　医療保険の給付予算額も平成18年度の約28兆円が平成24年には40兆円、平成37年

には56兆円を超えるという試算が出ています。財政上の問題からも、政府はより効率的な社会保障費の運用を求め

られており、今後介護と医療がより緊密に連携し、補完しあっていくものと思われます。

　しかしながら、平成18年4月の介護保険制度の改正により訪問介護事業のビジネスモデルが大きく変わり、利益

の確保が困難になりました。また予防介護事業に対応するため、デイサービス事業に対する投資やその関連費用も

大きな負担となりつつあります。今後施設介護事業を収益の柱とする事業の再構築を行っていく方針です。 

　施設介護におきましては、平成18年７月に、首都圏で「桜湯園」ブランドで有料老人ホーム事業を展開している、

老舗の日本シルバーサービス㈱を子会社化しております。コムスンとの事業シナジーとして、経営資源、特に人材

やブランド、マネジメントを共有することで入居進捗により収益改善がみられております。

　これらの結果、当中間連結会計期間の業績については、売上高が407億41百万円、営業損失が12億26百万円となっ

ております。
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（シニアレジデンス・レストラン事業）

 （単位：百万円） 

 当　　期 前　　期 増加率（％）

 外部顧客に対する売上高 5,581 － －

 セグメント間の売上高 404 － －

 売　上　高　計 5,986 － －

 営　業　利　益 △767 △529 －

 のれん償却額 104 － －

 のれん償却前営業利益 △662 △529 －

  当中間連結会計期間における「レストラン事業」については、㈱フードスコープが国内・海外にて主に和食業態の

店舗を展開しており、味の良さや、店舗デザイン、内装など大変好評を頂いております。またレストラン事業を本業

として行う㈱フードスコープが、㈱コムスンの各介護施設、前出のバーリントンハウスやコムスンガーデン、コムス

ンホーム、コムスンのほほえみ（グループホーム）、コムスンのきらめき（普及型老人ホーム）の各施設の食事提供

を行っております。「日本一美味しい食事を提供できる」介護施設を目指しており、ご入居者の評判も良く、入居率

の向上に寄与するなど、具体的なコムスン施設介護とのグループシナジーも生まれております。

　老後の住まい方に対する新しい概念のシニア向け施設事業として現在バーリントンハウス2件の「シニアレジデン

ス事業」を推進しております。ご入居対象者を55歳以上のシニアから高齢者までとしており、基本的に健常な状態か

らのご入居を想定しております。自己負担部分が多く、介護保険に依存しないタイプのビジネスモデルとなっていま

す。また、都心高級住宅型の施設のため、ロケーション確保が大切な差別化要因であり、そのために土地・建物のア

セットを保有しております。

　おかげさまで「バーリントンハウス馬事公苑（平成18年5月に開業）」は、介護・医療の万全なサポート体制とホ

テルのような居住空間・施設とホスピタリティを備えており、お客様から大変ご好評を頂戴しております。二つ目の

プロジェクトである「バーリントンハウス吉祥寺（平成19年6月開業予定）」も開業に向けて着々と進捗しておりま

す。

　これらの結果、当中間連結会計期間の業績については、売上高が55億81百万円、営業損失が7億67百万円となりま

した。

（その他事業）

 （単位：百万円） 

 当　　期 前　　期 増加率（％）

 外部顧客に対する売上高 1,781 1,797 △0.9

 セグメント間の売上高 10 6 58.5

 売　上　高　計 1,792 1,803 △0.6

 営　業　利　益 △322 △346 －

 のれん償却額 210 157 34.1

 のれん償却前営業利益 △112 △189 －

  当中間連結会計期間における「その他事業」については、人材流動化が加速している現状で、その需要を的確に取

り込むため、人材紹介事業は㈱グッドウィル・キャリアにて対応、再就職支援事業は㈱グッドウィル・ヒュー・マネ

ジメント(平成18年11月2日付新社名に変更)にて対応、社員カウンセリングプログラム（ＥＡＰ）事業は㈱グッドウィ

ル・フォーサイトにて対応と、人材サービスのフルラインナップ化を推進しております。

　グループ内における事業会社間の経営資源を横断的に活用し、シナジーを図ることにより、クライアントに対する

多様かつきめ細かい人材サービスの提供を可能としております。

　また、保育関連市場において、政府の高齢化社会問題と同様少子化対策問題もクローズアップされております。当

社グループでは、㈱コティにおいて保育事業を展開しております。

　女性の社会進出とライフスタイルの多様化、少子化対策としての子育てしやすい環境のインフラ整備など、保育施

設に対する利用者からのニーズも高まっております。また次世代育成支援対策推進法の施行に伴い、企業・行政・医

療機関・学校法人等を中心として、育児支援への取組、計画が活発化されつつあり、保育関連事業に対する具体的案

件・依頼が増加傾向にあります。

　またペット関連市場においては、アドホック㈱においてペット関連事業を展開しております。室内飼育が屋外飼育

を上回り、単身世帯やシニア世代のペット飼育率の大幅な増加等、市場規模の拡大を予想するデータが検証されてお

ります。またこれまでのペット関連事業社としての実績や経験を踏まえ、ペット対応型マンションやペット対応型ホ

テルへのノウハウ供与、ペット関連施設の運営、ショッピングモール内でのトリミング運営などでのペット関連市場
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の拡大に伴いサービス提供範囲を広めております。引き続き、ビジネス再構築による先行投資ステージとなっていま

す。

  これらの結果、当中間連結会計期間の業績については、売上高が17億81百万円、営業損失が3億22百万円となりまし

た。
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b.財政状態
当中間連結会計期間の概況

　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、945億84百万円となり、前年同

期と比べ、665億37百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果減少した資金は、17億11百万円（前年同期は20億68百万円の減少）となりました。これは主に、

新規施設開発のための初期投資が10億2百万円発生したこと、バーリントンハウスの建設資金の前期未払分の支払

が29億2百万円、借入利息の支払が11億77百万円、入居保証金の増加が32億16百万円であったこと等によるもので

あります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果減少した資金は、359億95百万円（前年同期は40億86百万円の減少）となりました。これは主に、

クリスタルグループ他の買収に関する正味支出が342億86百万円発生したこと等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）

　財務活動の結果増加した資金は、1,159億75百万円（前年同期は103億76百万円の増加）となりました。これは

主に、クリスタルグループ買収資金として871億円、その他の会社の買収及び運転資金として1,470億円を短期借

入金として調達し、短期借入金の返済を1,204億円行ったことによるものであります。

当連結会計期間（通期）の見通し

　これまで、当社グループは㈱グッドウイルを中心とした人材サービス事業と㈱コムスンを中心とした総合介護

サービス事業をコアビジネスとして展開してまいりました。

　当社グループは、平成18年10月31日に未上場ながら国内最大人材サービス事業を展開していた㈱クリスタルの

Ｍ＆Ａを実施し、クリスタルグループを連結対象子会社化致しました。

これにより、当社グループとクリスタルグループの連結により、国内最大規模の人材サービス会社が誕生してお

ります。この規模は世界の人材サービス企業水準でみても、世界5位規模に相当しており、当社グループの企業ス

テージが飛躍的に成長したことを裏付けています。

　今回のクリスタルグループの連結対象子会社化により、当社グループの人材サービスのビジネスラインはフル

ラインアップ化されました。具体的には、㈱グッドウィルは膨大なデータベースをITシステムを使ってマッチン

グさせる短期派遣を強みとしており、㈱クリスタルにおいては、製造派遣・請負、技術者派遣など長期派遣に特

に強みを持っております。両グループが一体となることで、一部上場企業としての信用力やブランド、一般認知

度を共有し、互いに営業協力することで、これまで提供できなかった人材サービスを相互が補完しあい、グルー

プ間シナジーが期待されます。

　クリスタルグループは、当社グループにおいて保有していなかった海外人材派遣事業を既に保有しており、こ

れもまた将来の事業成長が見込めると考えております。業績面では、当期連結通期において、クリスタルグルー

プの連結業績が反映される予定となっております。日本経済が回復局面にある中、好調な需要を背景に、企業の

人材ニーズは高まりをみせておりますが、対応すべき人材の確保が困難な状況となっております。

当社グループは、グッドウィルグループとクリスタルグループの連結により従業員約14万人の事業規模の会社と

なっており、人材サービス事業を展開する上で、人材の確保という観点でみても圧倒的な競争優位性を獲得した

と考えております。

　今後は、両グループの人材・組織・営業・管理・コンプライアンス・ガバナンス体制を速やかに融合させ、安

定した収益確保を図り、成長ステージへ移行してまいります。

　当期連結会計期間（通期）の見通しにつきましては、連結売上高が500,000百万円、連結経常利益は10,000百万

円、連結当期純損失は30,000百万円を見込んでおります。
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c.事業等のリスク
　以下において事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事

項を記載しております。

　なお、文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間末（平成18年12月31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．今後のグループ事業展開方針について

　現在当社グループは、人材派遣・請負事業、介護・医療支援事業、シニアレジデンス・レストラン事業、その他

事業を行っておりますが、現在までに、グループ企業の新規設立、企業買収、グループ企業同士あるいはグループ

企業とグループ外企業との合併、グループ企業の社名や事業目的の変更、売却等を適宜行ってきました。

　当社グループは、総合人材サービスのリーディングカンパニーを目指しております。平成18年10月31日に㈱クリ

スタルのＭ＆Ａをし、クリスタルグループを連結対象化したことにより、「人材サービス」を中心とした事業構成

比が拡大しております。今後あらゆる人材ニーズに応えていく企業グループを目指して事業展開をしてまいります。

　

　企業グループとして、人材派遣・請負（アウトソーシング）事業、介護・医療支援事業、シニアレジデンス・レ

ストラン事業、その他事業のそれぞれにおいて、業界でトップシェアを確立することを第一義と捉え、各社のシナ

ジーとともに成長してまいります。

２．当社グループの事業に関するリスクについて

(1）各セグメントに共通のリスクについて

①　顧客企業およびスタッフ等のデータベース管理について

　当社グループは原則としてスタッフの効率配置や顧客管理等を目的として、スタッフおよび顧客情報をデー

タベース化しております。子会社である㈱グッドウィルにおいては基幹業務システム「ＣＯＮＧＡ」、同じく

子会社である㈱コムスンにおいては「ハイパーコミカス」、また他のグループ会社においても同様の基幹業務

システムを有しております。当社グループの業務効率は、各々の基幹業務システムに大きく依存していること

から、当社グループは稼動しているサーバーの故障などに備えるため同一の機能を有するサーバーを２台配備

するとともにデータバックアップを定期的に保持する体制を整備しております。また、地震などの災害により

サーバーが同時に停止するなどを想定してバックアップ機能を地方都市に置くなど万全の保全体制をしいてお

ります。

②　顧客情報およびスタッフの個人情報の取り扱いについて

　当社グループでは、顧客等のニーズに係わる情報および登録スタッフ等の個人情報を大量に保有しておりま

す。当該情報に関しては、その取り扱いに細心の注意を払っておりますが、外部からの不正アクセスや社内管

理の不手際などにより情報の外部流出が発生した場合、当社グループへの損害賠償請求や社会的信用の失墜等

によって、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があり、厳重な管理体制とともに全社員に情報機密の

意識を徹底しております。

　また、当社グループは㈱グッドウィル等においてプライバシーマークの認証を受けるなど個人情報保護法等

の関連諸法令を遵守して個人情報を取り扱っておりますが、法令の解釈・適用の状況によっては、新たな対応

策が必要となることも予想されます。
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(2）人材派遣・請負事業に係るリスクについて

①　登録スタッフ等に係る社会保険等の適用について

　当社子会社である㈱グッドウィルは原則としてスタッフを短期間で雇用するため、社会保険適用除外者とし

て費用を負担しておりません。これは２ヶ月までの契約期間の労働者、通常の労働者の４分の３以下の労働時

間の労働者など（以下、「適用除外基準」）は、健康保険法の適用から除外されていることによります。厚生

年金法も、健康保険法とほぼ同様な規定となっております。しかしながら、㈱グッドウィル等については、「適

用除外基準」に該当する登録スタッフ等であっても一定の勤務実績を残した登録スタッフ等に対して、加入義

務はないものの加入推奨を行っております。

　また今後、年金制度が変更され、厚生年金適用基準の拡大が実施された場合は、当社グループが負担する保

険料および就労状況管理への影響や、短時間労働への就労希望者や就労時間の影響等には機動的に対応してい

く予定です。

②　請負事業者の責任について

　当社グループが行う事業の一部は、軽作業と呼ばれる業務を中心とした業務請負業であり、請負事業者とし

て当社グループは、請負作業の完了ないし仕事の完成に関して顧客企業に対して責任を負うとともに、請負作

業遂行にあたって発生する労働災害、器物破損などの損害についても責任を負っております。当社グループで

は、「労働派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」（昭和61年厚生労働省告示第37号）そ

の他の関係法令の規定に従い、当社グループが請負により行われる事業であると判断した業務においてのみ、

請負作業を受注しております。

　受注した業務において、万一欠員が生じ、仕事の完成に支障をきたすと当社グループで判断した場合には待

機しているスタッフを現場に向かわせ、責任をもって業務を完了します。業務完了後、顧客企業に対しては代

金の請求・回収、スタッフに対しては対価の支払を行います。

　当社グループは役務の提供に先立ち、顧客企業との間で請負業務の範囲および内容について確認しておりま

すが、業務完了に関する顧客企業との相互確認により、理解の相違発生を回避するようにしております。

③　人材派遣事業に関する規制等について

　当社グループは、労働者派遣事業の適正な運営の確保およ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」といいます）に基づき、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基

準」（昭和61年厚生労働省告示第37号）その他の関連法令の規定に従い、当社グループが労働派遣事業である

と判断した業務について、適正に労働者派遣事業を行っております。

　当社子会社である㈱グッドウィル、㈱グッドウィル・ヒュー・マネジメント、㈱ソア、クリスタルグループ

の一部においては、労働者派遣法に基づく厚生労働大臣の許可を受けて、スタッフを募集・登録し、顧客企業

へ派遣する登録型の「一般労働者派遣事業」を行っております。

　また、当社子会社である㈱グッドウィル・エンジニアリングおよびクリスタルグループの一部においては、

労働者派遣法に基づく届出を行い、正社員を顧客企業へ派遣する「特定労働者派遣事業」を行っております。

　人材派遣事業における規制は徐々に緩和されつつあり、規制緩和に伴い参入企業の増加が予想されます。

④　主要取引先の事業内容について

　当社子会社である㈱グッドウィルの当該事業におけるサービスは、仕事量の時期・季節的な変動に対応し、

人材供給量もその変動にあわせ、閑散期や繁忙期に柔軟に対応できるだけの労働力を常時提供するという企業・

業界のニーズに対応したものであります。前日に発注すればよいという同社のサービスの迅速性・利便性、派

遣能力の質的・量的充実度が顧客に認められたものと思われ、顧客数は増加しており特に業務量の変化の多い

運送・倉庫業が主要取引業種として拡大しております。

　人材派遣・請負作業のサービスフィールドも携帯電話等の販売代行、市場調査、一般オフィスにおけるデー

タ入力等の事務作業を加え、多岐に広がり受注も増加傾向にあります。取引先については企業・業種・産業を

細分化しており、特定に依存しないように細分化しております。

⑤　登録スタッフの確保について

　当社子会社である㈱グッドウィルの提供する雇用形態である、「賃金は現金日払い」「スケジュールを拘束

されない」「様々な仕事ができる」等は、働き方の多様化や要望に適合しているものと考えており、登録スタッ

フ数は増加しております。

　フリーターや学生、男性だけでなく、近年女性比率も40％と向上しており、主婦層やシニア層まで年齢につ

いても広がりをみせております。

　雇用情勢・労働需要が変化した場合にも、登録スタッフに対する「現金日払い」の付加価値は高く、また企

業サイドでも過去の学習から「固定費を変動費化」する流れは加速しており、相対的に影響は軽微であると考

えております。将来的には、出生率の低下に伴う少子化により若年人口の減少傾向は、当社が顧客の求めるス

タッフをニーズに応じて適切に確保することができなくなる可能性も含んでおりますが、上記に示した男女比

や年齢層の広がり、登録スタッフに対する能動的な働きかけにより稼働率を上昇させ、影響を最小化できると

考えております。
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(3）介護・医療支援事業に係るリスクについて

①　事業展開について

　当社グループの介護・医療支援事業の課題は、当社が引き続き急速な拡大を見込んでいる訪問介護サービス

および施設介護サービスに対する需要に対応できるサービス提供能力を確保し、サービスの質を更に向上・担

保していくことと認識しております。そのために、ケアマネージャーおよびホームヘルパーの採用・育成を進

めていく方針であります。また、訪問介護サービスを拠点として、顧客ニーズの高い訪問入浴サービス、福祉

用具販売・レンタルサービス、介護タクシー事業、訪問歯科診療サポートサービス事業所等の併設やサービス

の提供を進めることにより、事業間でのシナジー効果を図っていく方針であります。

　これらの既存事業に加えて、介護予防へも積極的に取り組んでおり、デイサービス事業の拠点開発を進めて

おります。また、顧客ニーズの高まる施設介護においても、グループホーム「コムスンのほほえみ」、有料老

人ホーム「コムスンのきらめき」「コムスンホーム」「コムスンガーデン」と資産を保有しない展開形態と資

産保有型の展開形態を組み合わせ、あらゆる顧客層に対応しております。コムスンの認知度や訪問介護市場に

おける営業基盤、お客様からの高い信頼度を考慮すれば、事業拡大とともに相応の稼働率を確保できると考え

ております。

②　法的規制と許認可について

　当社グループの介護・医療支援事業には在宅介護事業、施設介護事業があり、介護保険法による法的規制を

受けております。なお、在宅介護事業における介護タクシー事業は、介護保険法のほか「道路運送法」の法的

規制を受けております。したがって㈱コムスンは、これら法的規制に基づいて事業を展開する必要があるほか、

当該規制が変更された場合等には、当社グループの業績も影響を受ける可能性があります。

　なお介護保険法については、平成18年４月に法改正があり、現在の要支援・要介護１に該当するお客様の一

部が「新予防給付」の対象者となりました。新予防給付は、今までの介護給付と異なり、介護状態が悪化しな

いように栄養改善や口腔ケア、運動機能改善などに取り組むことに対して給付が行われるものです。現在の顧

客については、介護給付から新予防給付に移行し、再度、新予防給付を当社が受託することが可能であると考

えられ、また今回の改正により介護予防技術の開発などを考えた場合、当社グループはサービス開発に対する

投資を行っておりますが、こうした課題への対処が適切かつ迅速に行われなかった場合には、当社グループの

将来業績に影響を及ぼす可能性があります。

ａ．在宅介護事業の法的規制（介護保険法）

　介護保険法においては、「居宅介護支援事業」を行うには「指定居宅介護支援事業者」の指定を、訪問介

護、訪問入浴その他「居宅サービス事業」を行うには「指定居宅サービス事業者」の指定を、それぞれ都道

府県知事より受けることが必要とされています。指定の要件としては、法人であることのほか、厚生労働省

令第37号に定める人員、設備および運営に関する基準を満たしていることが求められます。

　また、厚生労働省令第37号では、従業者の資格要件、設備などの必要要件、サービス区分と介護報酬等に

ついても詳細に規定されており、㈱コムスンではこれらの規定に従って事業を遂行する必要があります。

ｂ．在宅介護事業の法的規制（道路運送法）

　道路運送法においては、介護タクシー事業は「一般乗用旅客自動車運送事業」と分類され、事業を経営す

るには国土交通大臣の委任を受けた地方運輸局長の許可が必要となります。具体的な許可基準としては、事

業計画を遂行するに必要な資金が確保されていること、法人の場合には役員が事業の遂行に十分な知識を有

するものであること、法令遵守の点で問題のないこと、対人8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険ま

たは共済に計画車両の全てが加入していること、ならびに従業者の資格、施設設備などにおいて一定の要件

を満たしていることなどが公示されております。㈱コムスンでは、運輸局の許可を受けた上で、定められた

規定に従って事業を遂行する必要があります。

ｃ．施設介護事業の法的規制（介護保険法）

　介護保険法においては、グループホーム事業は「認知症対応型共同生活介護」と位置付けられており、地

域密着型サービスであるため、市町村が指定（許認可）を行います。有料老人ホーム事業は「特定施設入所

者生活介護」と位置付けられており、都道府県知事が指定（許認可）を行います。

　また、厚生労働省令第34号では、「入居者３名に対してスタッフ１名以上を配置すること」といった人員

数規制や「管理者」「計画作成担当者」等の人員配置とそれぞれの人員資格要件等ならびに設備などの必要

要件が定められております。㈱コムスンは当該要件にしたがって事業を遂行する必要があります。
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③　ケアスタッフの確保について

　㈱コムスンでは、今後も積極的に事業を拡大していく方針であり、これに伴い介護サービスを提供するため

の人材の確保が不可欠であると考えております。上記の「②　法的規制と許認可について」にも記載のとおり、

介護・医療支援事業においては、サービス提供人員の資格要件として、介護福祉士、ホームヘルパー２級課程

を終了したもの等、有資格者によるサービスの提供を義務付けられているものが多く、そのため、今後も有資

格者を中心とする新たな人材の獲得や、教育研修制度を通じた人材の育成に積極的に取り組む方針であります。

しかしながら、介護サービス業界においては、有資格者や優秀な人材に対する需要が高まっており、その確保

が難しくなっております。㈱コムスンでは、全国への拠点展開やマスメディアを通じた広告宣伝等によって高

い知名度を獲得し、また教育研修制度などの充実により、人材確保が行いやすい環境を作っております。

④　介護・医療支援事業に求められる安全性について

　㈱コムスンが提供している介護サービスのうち、在宅介護事業および施設介護事業のサービス対象者は主に

要介護認定を受けた高齢者等であり、サービス提供時には身体に負担を与えることがあるため、その結果対象

者の体調悪化等が生じる可能性があり、サービス提供時の事故につながる危険性が存在します。㈱コムスンで

は教育研修による徹底的なスキルアップ研修、マニュアルの整備等により、その発生防止や緊急時対応につい

て積極的に取り組んでおります。

 (4）シニアレジデンス・レストラン事業に係るリスクについて

①　シニアレジデンス事業の預り保証金について

   ㈱コムスンの高級ケア付レジデンス「バーリントンハウス」の入居者からの預り保証金について、㈱コムス

ンは入居契約終了時に入居契約書に定める方法により算定した預り保証金の返還金を入居者に返還する義務を

負っており、当社は預り保証金の返還について連帯保証を行っております。地震等の天災、関係法令の改変、

その他やむを得ない事情によって継続的な運営が困難になった場合、当社グループの財務状況に影響を及ぼす

可能性があります。

②　レストラン事業の法的規制（食品衛生法）

　当社グループのレストラン事業については食品衛生法により規制を受けております。当社グループが飲食店

を営業するためには、食品衛生管理者を置き、厚生労働省の定めるところにより都道府県知事の許可を受けな

ければなりません。なお、食中毒を起こした場合、食品等の廃棄処分、営業許可の取り消し、営業の禁止、一

定期間の営業停止等を命じられ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(5）その他事業に係るリスクについて

　当社グループは「職業安定法」に定める人材紹介事業を行っております。

当社子会社である㈱グッドウィル・キャリアにおいて人材紹介事業を展開しております。人材紹介事業におけ

る規制は徐々に緩和されつつあり、規制緩和に伴い参入企業の増加が予想されます。
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２．企業集団の状況
　当グループは、グッドウィル・グループ株式会社（当社）及び連結子会社88社（中間期末現在）で構成されており、人材派遣並びに軽作業請

負、技術者派遣、シニア派遣等の「人材派遣・請負事業」、訪問介護を中心にそのサポーティングを含めた在宅介護サービスや高齢者向け施設

を展開する介護施設サービス等の「介護・医療支援事業」、シニアレジデンスの運営やレストランの経営及び食料品の販売等を行う「シニアレ

ジデンス・レストラン事業」、また「その他事業」として再就職支援や人材紹介、社員カウンセリングプログラム（EAP）、ペットケアサービ

ス、保育サービス等を行っております。当社企業グループは「総合人材サービス」のリーディングカンパニーとして高成長を続けており、将来

的にはサービス業界におけるコングロマリットを目指してまいります。　

 事業内容及び当社関係会社の当該事業にかかる位置付け並びに事業の種類別セグメントとの関連は次の通りであります。

 （平成18年12月31日現在）

事業区分 名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権の
所有割合

関係内容

－
百万円 ％

グッドウィル・グループ㈱（当社） 東京都港区 26,618 純粋持株会社 － －

人材派遣・請負

事業

㈱グッドウィル　※2 東京都目黒区 10,000 人材派遣・請負 100 役員の兼任　２名

㈱ソア 東京都港区 400 人材派遣・請負
100

(100)
役員の兼任　１名

㈱警備・施工マネジメント 東京都港区 400 人材派遣・請負
100

(100)
役員の兼任　１名

㈱グッドウィル・エンジニアリング

※2
東京都港区 5,000 人材派遣・請負

100

(28.5)
役員の兼任　２名

㈱グッドウィル・ヒュー・マネジメ

ント
東京都港区 450 シニア派遣 100 役員の兼任　２名

㈱コラボレート 　※2　※3
大阪府大阪市北

区 
50 人材派遣・請負

 100

(100)
 －

㈱ハイテック 
大阪府大阪市北

区
70 人材派遣・請負 

 100

(100)
 －

㈱クリスタルスタッフ 東京都新宿区 100 人材派遣・請負 
    100

(100)
 －

㈱ティエスティ 
大阪府大阪市北

区 
10 人材派遣・請負 

100

(100)
 －

㈱技能育成センター 
 愛知県名古屋 

 市中村区
10 人材派遣・請負 

 100

(100)
 －

㈱クリスタルサービス 東京都新宿区 70 人材派遣・請負 
  100

(100)
 －

㈱ＣＳＩ 東京都新宿区 20 人材派遣・請負 
100

(100)
 －

㈱シーテック 　※2 東京都千代田区 30 人材派遣・請負 
100

(100)
 －

㈱バンテクノ 
愛知県名古屋市

中村区 
10 人材派遣・請負  100  －

㈱クリスタルオペレーション 東京都渋谷区 30 人材派遣・請負
100

(100)
 －

㈱シービーエス 東京都渋谷区 30 人材派遣・請負
 100

(100)
 －

㈱ＣＩＴ 東京都新宿区 10 人材派遣・請負
100

(100)
 －

㈱サンヨーナイスコーポレーション 大阪府東大阪市 55 人材派遣・請負
 100

(100)
 －

㈱ＣＡＳ 東京都千代田区 10 人材派遣・請負
 100

(100)
 －

㈱c style
愛知県名古屋市

中村区 
90 人材派遣・請負

 100

(100)
 －

グッドウィル・グループ株式会社

- 13 -



事業区分 名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権の
所有割合

関係内容

㈱メディカルリサーチ 東京都新宿区 30 人材派遣・請負
　100

(100)
 －

㈱クリスタルメディカルケア 東京都新宿区 30 人材派遣・請負 
100

(100)
 －

㈱日構シーエスエス 東京都新宿区 30 人材派遣・請負
100

(100)
 －

㈱メディプランニング 
大阪府大阪市北

区
10 人材派遣・請負 

100

(100)
 －

Advantage Crystal, Inc. 
米国コネチカッ

ト州

 米ドル

1
人材派遣・請負 

 100

(100)
 －

WillStaff Crystal, Inc. 
米国ルイジアナ

州

米ドル

4
人材派遣・請負 

 100

(100)
 －

Talent Tree Cryatal, Inc. 米国テキサス州
 米ドル

 4
人材派遣・請負

 100

(100)
 －

Technical Aid Crystal, Inc. 
米国マサチュー

セッツ州

 米ドル

0
人材派遣・請負

 100

(100)
 －

Technicl Aid Crystal UK Limited 
英国ハンプ

シャー州

ポンド

11,172,885
人材派遣・請負

 100

(100)
 －

Crystal UK Limited 
英国ロンドン市

内

ポンド

123,304
人材派遣・請負

 100

(100)
 －

介護・医療支援

事業

㈱コムスン　※2 東京都港区 14,148 介護・医療支援事業 100 役員の兼任　２名

㈱マッサージ師事務代行センター 東京都港区 450 介護・医療支援事業
100

(100)
役員の兼任　１名

㈱コムスン関東 東京都目黒区 10 介護・医療支援事業
100

(100)
－

日本シルバーサービス㈱ 東京都港区 80 介護・医療支援事業
93.8

(93.8)
－

㈱クリスタル介護センター 東京都中野区 10 介護・医療支援事業
100

(100)
－

㈱クリスタル介護施設センター 滋賀県彦根市 10 介護・医療支援事業
100

(100)
－

シニアレジデン

ス・レストラン

事業

㈱フードスコープ　 東京都渋谷区 300 レストラン事業 90.6 役員の兼任　１名

㈱フレッシュボックス 東京都港区 200 レストラン事業
100

(20.0)
役員の兼任　１名

Food Scope America,Inc.
米国ニューヨー

ク州

米ドル

1,000
中間持株会社

100

(100)
役員の兼任　１名

Food Scope NY,LLC
米国ニューヨー

ク州

米ドル

1,100
レストラン事業

100

(100)
 －

Food Scope MIDTOWN,LLC
米国ニューヨー

ク州

米ドル

100
レストラン事業

100

(100)
 －

その他事業

㈱グッドウィル・キャリア 東京都港区 300 人材紹介 95.6
 

役員の兼任　１名

㈱グッドウィル・フォーサイト 東京都港区 200
社員カウンセリングプロ

グラム（EAP）
84.0 役員の兼任　１名

アドホック㈱ 東京都港区 450 ペットケア
100

(100)
役員の兼任　１名

㈱コティ 東京都港区 400 保育所の運営
99.4

(99.4)
役員の兼任　１名

㈱クリスタル ※2
京都府京都市下

京区 
38 純粋持株会社 

67.0

(9.6)
  －

㈱クリスタル観光バス 東京都北区 100 観光バス事業  
 100

(100)
　－
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事業区分 名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権の
所有割合

関係内容

㈱クリスタル観光バス 大阪府東大阪市 50 観光バス事業  
 100

(100)
　－

GWG America,Inc.
米国デラウエア

州

米ドル

3
純粋持株会社

100

(7.2)
役員の兼任　１名

American Crystal Holdings, Inc. 
米国マサチュー

セッツ州

 米ドル

3
純粋持株会社 

100

(100)
－

Crystal International Europe 

B.V. 

蘭国(オランダ)

アムステルダム

市内

ユーロ

　　19,000
純粋持株会社

100

(100)
－

  他37社 

※1.議決権の所有割合欄の（　）内は所有割合のうち間接保有によるものを記載しております。

※2.㈱グッドウィル、㈱グッドウィル・エンジニアリング、㈱クリスタル、㈱シーテック、㈱コラボレート、㈱コムスン

は特定子会社であります。

※3.㈱コラボレートは平成19年3月1日付けで㈱ハイラインに社名変更しております。 
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〔事業系統図〕

　以上の企業グループについて、事業系統図で示すと次の通りであります。 

 

グ
ッ
ド
ウ
ィ
ル
・
グ
ル
ー
プ
株
式
会
社 

【人材派遣・請負事業】 
㈱グッドウィル 

㈱ソア 
㈱警備・施工マネジメント 

㈱グッドウィル・エンジニアリング 
㈱グッドウィル・ヒュー・マネジメント 

㈱ハイテック 
㈱CSI 

㈱シーテック 
㈱CIT 

㈱クリスタルスタッフ 
㈱クリスタルサービス 

㈱シービーエス 
㈱CAS 

㈱クリスタルオペレーション 
㈱日構シー・エス・エス 

㈱サンヨーナイスコーポレーション 
㈱クリスタルメディカルケア 

㈱メディプランニング 
㈱メディカルリサーチ 

㈱コラボレート 
㈱c style 

㈱ティエスティ 
㈱バンテクノ 

㈱技能育成センター 
Advantage Crystal, Inc. 
WillStaff Crystal, Inc. 

Talent Tree Crystal, Inc. 
Technical Aid Crystal, Inc. 

Technical Aid Crystal UK Limited 
Crystal UK Limited 

他 30 社 

【シニアレジデンス・レストラン事業】 
㈱コムスン 

㈱フードスコープ 
㈱フレッシュボックス 
Food Scope America, Inc. 

Food Scope NY,LLC 
Food Scope MIDTOWN,LLC 

他１社 

【介護・医療支援事業】 
㈱コムスン 

㈱マッサージ師事務代行センター 
㈱コムスン関東 

日本シルバーサービス㈱ 
㈱クリスタル介護センター 

㈱クリスタル介護施設センター 

【その他事業】 
アドホック㈱ 
㈱コティ 

㈱グッドウィル・キャリア 
㈱グッドウィル・フォーサイト 

㈱グッドウィル・ヒュー・マネジメント. 
㈱クリスタル(持株会社) 
㈱クリスタル観光バス 

GWG America, Inc. 
Crystal International Europe B.V. 
American Crystal Holding, Inc. 

他 7 社 
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３．経営方針

(1）会社の基本の経営方針

　当社グループは、「弛まぬベンチャースピリット」、「拡大発展、社会貢献、自己実現」の理念を常に追求して

おります。現在のように、社会の変化が急速かつ激しい状況では、変化こそチャンスと考え、たえず新しいことに

チャレンジし、新しい知識・技術を貪欲に吸収し、スピードをもって実現することが、当社グループの発展に貢献

することと認識しております。グループの飛躍的発展とあわせて、当社グループが社会の一員であることを自覚し、

常に社会に対し最大限の貢献をする、特に現在のような雇用環境が流動化する中では、人材業界に属する一企業と

して、雇用の受け皿としての機能を期待されている側面もあり、これにこたえていくことが一つの使命であると考

えております。また、会社としての拡大発展や社会貢献のみならず、社員一人一人が会社の拡大発展や社会貢献を

支えていることを自覚し、個々人が自分の将来像を真剣に考え、それに向かって進んでいく自己実現の場を会社が

提供することが、当社グループ全体の発展につながり、ひいては社会の発展につながるものと考えております。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社並びにグループ会社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと位置付けており、安定し

た経営基盤の確保につとめ、利益水準に応じた安定配当を行うことを目標としております。

　当社は現在、激変する経営環境に対応し、強靭な連結経営体制を構築することを推進しております。

　この目標に向けまして、減損に係る会計基準を適用するなどの理由から、誠に遺憾ながら中間配当を見送らせて

いただく事に致しました。また、期末配当につきましても、このような状況により、見送らせていただく予定です。

平成20年6月期第14期（平成19年7月1日～平成20年6月30日）におきましては、株主の皆様のご期待にそえる業績の

向上および配当を目指し、全社をあげてより一層の努力をして参る所存でございますので、引き続きご支援とご協

力を賜りますようお願い申し上げます。

　今後につきましては安定配当を基本的な考え方とし、株主に対して中長期的には企業成長にあわせ利益配当にて

還元していく方針であります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、できるだけ多くの投資家の拡大及び株式の流動性向上を目的に投資単位を最小の1株にしております。

　今後も投資単位の引き下げについては重要な資本政策上の課題と認識しており、市場動向や投資家の要望にも応

えていきたいと考えております。

(4）目標とする経営指標

　当グループが手がけておりますコアビジネスである「人材派遣・請負事業」や「介護・医療支援事業」は中長期

的な成長が大いに見込まれる有望な市場であると認識しております。また、「シニアレジデンス・レストラン事業」

や「その他事業」もそれ自体が成長市場にあり、かつグループ事業間でのシナジーも大変高いと判断しており、各

事業の成長スピードを加速させると想定しています。

成長市場における最大の経営目標はトップラインである売上高の拡大・マーケットシェアの拡大にありますが、今

後は売上絶対額の増加により、相対的に利益絶対額も増加していくと確信しております。基本的に当社グループが

手がける事業は収益性の高い事業であります。

　将来の利益成長を考慮しますと、先行投資もまた必要不可欠となります。今後は成長スピードを維持しつつ、費

用対効果などバランスよく効率経営を行いながら、中長期的に企業価値の向上を目指してまいります。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社が経営戦略として掲げております、「圧倒的な事業規模拡大」「ブランド力の醸成」「高付加価値の提供」

などを推し進めることにより、すべてのセグメントで業界No.1を常に目指します。

　「事業規模拡大」の点からは、常にお客様第一主義に徹し、継続的な信頼関係構築に努めます。またサービスレ

ベル・質を担保しつつ、量的な確保も行います。

成長市場にある当社グループは圧倒的なスピードをもって、さらに事業規模を拡大させてまいります。

　「ブランド」の点からは、「正しくないことするな、常に正しい方を選べ」と社訓にもありますように、まさに

絶対的な信用を裏切らないことを第一義としております。

　社会貢献性の高いビジネスを手がけております当グループは、常にコンプライアンス・ガバナンスを意識した上
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で、今後もブランド醸成に努めます。

　「高付加価値の提供」の点からは、「ＩＴシステム」の効率的な運用を行い、ビジネス・マネジメントに有効活

用はもちろん最大のパフォーマンスを引き出すべく図っております。また、ビジネスパフォーマンス、モチベーショ

ンマネジメント、ノウハウ・スキルを蓄積深耕してまいります。当グループは企業価値の最大化、すなわち株式時

価総額の最大化を目指し、安定した経営基盤を確立してまいります。

(6）会社の対処すべき課題

　国内景気は回復状態が一段と進んでおり、完全失業率は４％台と依然高水準にありますが、輸出の増加に伴い雇

用情勢は回復の方向に推移しております。しかしながら就労に対する日本人の大幅な意識の変化により、いわゆる

正社員制度や終身雇用制度は事実上崩壊しております。企業も現在の短期急激な変化に耐えうる、より効率的な経

営を図るための有効施策として人件費の流動費化を進めており、雇用形態の流動化はより一層加速することが予想

されます。

このような中、労働力を企業の状況に応じて弾力的に供給が可能となる「人材派遣・請負事業」はより一層重要性

が増しております。

当グループの役割は「アウトソーシング事業」から「リプレイス産業」（自社雇用の正社員やパート・アルバイト

を当社グループ企業の登録スタッフへ置き換える）へとより存在意義と必要性・重要性を増しております。

なお、グッドウィルグループとクリスタルグループとの間において、人材・組織・管理・コンプライアンス・ガバ

ナンスの体制を速やかに融合させ安定した収益確保を図ってまいります。

　「介護・医療支援事業」につきましては、介護保険の認知度の向上と浸透により、高齢者人口の増加と共に、マー

ケットは拡大しており、その中においても㈱コムスンのブランドの醸成と認知度、マーケティング力の強化を背景

に、訪問介護を中心とした在宅介護、施設介護ともに、引き続き新規出店及び先行投資を利益成長とのバランスを

とりながら、将来的なマーケットシェアを獲得する方針を採用しております。「シニアレジデンス・レストラン事

業」、「その他事業」につきましても、事業自体の拡大成長を基盤にグループ事業間での高次元のシナジーが見込

め、全体における成長のドライバーになると考えております。

　このような情勢下、当社グループは以下を重要課題として取り組み対処してまいります。

①　社是である「弛まぬベンチャースピリット」を全社員が基本理念として保有しつづけることにより、子会社を

含めたグループとしての高収益体質の定着とバランスのとれた経営基盤を確立させ、安定した成長をもって利

益を拡大させることで、企業価値を高め、翻っては株主の皆様の資産価値を最大化させる。

②　企業理念は「拡大発展」「社会貢献」「自己実現」であり、資本主義社会における拡大再生産が企業成長の源

泉であると考えます。そして「拡大発展」の理念により、スケールメリットを享受し、より大きな影響力を持っ

て、より大きな「社会貢献」を行うことを重責として課し、社員・取引先さらには株主の皆様の、より多くの

「自己実現」に資するよう事業推進を行う。

（7）親会社等に関する事項 

該当なし 

 

(8)その他、会社の経営上の重要な事項

　該当なし
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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12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   28,047   96,057   16,315  

２．受取手形及び売掛金 ※２  16,985   94,260   15,108  

３．営業未収入金   12,524   15,169   13,320  

４．たな卸資産   736   2,577   599  

５．繰延税金資産   499   7,647   1,229  

６．前払費用   1,356   6,129   1,950  

７．その他   1,058   12,624   1,393  

８．貸倒引当金   △132   △2,238   △142  

流動資産合計   61,077 42.2  232,228 58.4  49,775 35.7

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物及び構築物 ※１ 8,292   28,191   14,719   

減価償却累計額  1,535 6,757  6,049 22,141  1,896 12,823  

(2）航空機  3,604   3,604   3,604   

減価償却累計額  367 3,237  561 3,043  467 3,137  

(3）器具及び備品  5,707   11,524   6,863   

減価償却累計額  3,285 2,422  6,971 4,553  3,749 3,113  

(4）土地 ※１  24,968   27,456   23,948  

(5）建設仮勘定   2,008   4,636   2,415  

(6）その他  170   1,535   166   

減価償却累計額  131 38  795 739  124 41  

有形固定資産合計   39,433 27.2  62,569 15.7  45,479 32.6

２．無形固定資産           

(1）のれん   －   65,213   32,978  

(2）連結調整勘定   33,700   －   －  

(3）ソフトウェア   253   1,563   346  

(4）その他   268   7,984   215  

無形固定資産合計   34,222 23.6  74,761 18.8  33,540 24.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券   1,514   4,203   743  

(2）長期貸付金   989   6,105   896  

(3）繰延税金資産   389   1,385   627  

(4）破産債権等   279   323   286  

(5）賃借保証金   5,085   11,068   5,588  

(6）長期前払費用   1,862   4,593   2,460  

(7）その他   304   4,854   439  

(8）貸倒引当金   △262   △1,627   △295  

(9）投資損失引当金   －   △2,738   －  

投資その他の資産合計   10,162 7.0  28,168 7.1  10,746 7.7

固定資産合計   83,819 57.8  165,500 41.6  89,766 64.3

資産合計   144,896 100.0  397,729 100.0  139,541 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形及び買掛金   370   8,009   483  

２. １年内償還予定社債   －   3,922   －  

３．短期借入金 ※１  11,005   161,341   19,532  

４．未払費用   10,814   56,307   10,719  

５．未払法人税等   2,175   11,092   2,974  

６．未払消費税等   1,047   6,393   1,567  

７．賞与引当金   －   8,696   －  

８．受注損失引当金   －   341   －  

９．その他   6,867   24,114   7,501  

流動負債合計   32,280 22.3  280,220 70.5  42,778 30.6

Ⅱ　固定負債           

 １．社債   －   8,467   －  

 ２．新株予約権付社債   25,000   －   －  

３．長期借入金 ※１  45,813   49,153   40,274  

４．退職給付引当金   35   2,985   41  

５．その他   3,539   11,180   5,713  

固定負債合計   74,388 51.3  71,786 18.0  46,029 33.0

負債合計   106,669 73.6  352,006 88.5  88,808 63.6
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前中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（少数株主持分）           

少数株主持分   1,318 0.9  － －  － －

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   14,118 9.7  － －  － －

Ⅱ　資本剰余金   32,169 22.2  － －  － －

Ⅲ　利益剰余金   △9,409 △6.4  － －  － －

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  △0 △0.0  － －  － －

Ⅴ　為替換算調整勘定   36 0.0  － －  － －

Ⅵ　自己株式   △8 △0.0  － －  － －

資本合計   36,908 25.5  － －  － －

負債、少数株主持分及び資
本合計

  144,896 100.0  － －  － －

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  26,618 6.7  26,618 19.1

２．資本剰余金   － －  35,980 9.0  35,620 25.5

３．利益剰余金   － －  △38,659 △9.7  △8,830 △6.3

４．自己株式   － －  △2,506 △0.6  △3,978 △2.9

株主資本合計   － －  21,434 5.4  49,431 35.4

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  4 0.0  6 0.0

２．繰延ヘッジ損益   － －  △115 △0.0  △59 △0.0

３．為替換算調整勘定   － －  1 0.0  14 0.0

評価・換算差額等合計   － －  △109 △0.0  △39 △0.0

Ⅲ　少数株主持分   － －  24,398 6.1  1,341 1.0

純資産合計   － －  45,722 11.5  50,733 36.4

負債純資産合計   － －  397,729 100.0  139,541 100.0
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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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   87,543 100.0  129,046 100.0  185,948 100.0

Ⅱ　売上原価   58,606 67.0  87,767 68.0  123,779 66.6

売上総利益   28,937 33.0  41,278 32.0  62,168 33.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費           

１．給与諸手当  10,425   15,758   23,275   

２．退職給付費用  26   74   25   

３．賃借料  2,150   3,713   4,976   

４．通信費  1,045   1,207   2,200   

５．連結調整勘定償却額  885   －   －   

６．のれん償却額  －   1,219   1,838   

７．減価償却費  700   1,284   1,871   

８．貸倒引当金繰入額  133   225   176   

９．広告宣伝費  2,357   2,283   3,502   

10．採用関連費用  －   2,288   －   

11．その他  7,260 24,985 28.5 9,275 37,331 28.9 16,406 54,273 29.2

営業利益   3,952 4.5  3,947 3.1  7,895 4.2

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  28   37   54   

２．受取手数料  8   11   －   

３．受取賃貸料  75   228   221   

４．還付加算金  54   －   56   

５．金利スワップ評価益  －   153   －   

６．為替差益  －   84   －   

７．その他  50 216 0.3 77 593 0.4 147 480 0.3

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  593   959   1,140   

２．出資金投資損失  2   －   8   

３．支払手数料  86   936   138   

４．その他  182 865 1.0 318 2,214 1.7 382 1,671 0.9

経常利益   3,302 3.8  2,326 1.8  6,704 3.6

Ⅵ　特別利益           

１．前期損益修正益 ※１ －   －   50   

２．固定資産売却益 ※２ －   654   202   

３．投資有価証券売却益  1   －   3   

４. 貸倒引当金戻入益  － 1 0.0 8 663 0.5 － 256 0.1

           

グッドウィル・グループ株式会社

- 22 -



  
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産売却損 ※３ 0   0   0   

２．固定資産除却損 ※４ 12   61   139   

３．減損損失 ※５ －   28,146   84   

４．投資有価証券評価損  －   61   55   

５．役員退職慰労金  －   －   50   

６．その他  － 12 0.0 685 28,955 22.4 － 330 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
（△）

  3,292 3.8  △25,965 △20.1  6,630 3.6

法人税、住民税及び事
業税

 2,094   2,233   4,326   

法人税等調整額  △70 2,024 2.3 670 2,903 2.2 △1,000 3,325 1.8

少数株主損失   36 0.0  78 0.0  124 0.0

中間（当期）純利益又
は中間純損失(△）

  1,304 1.5  △28,790 △22.3  3,429 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７月１日

至　平成17年12月31日）

区分
注記

番号
金額（百万円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   36,047

Ⅱ　資本剰余金減少高    

自己株式消却額  3,877 3,877

Ⅲ　資本剰余金中間期末残高   32,169

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   △10,151

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１．中間純利益  1,304 1,304

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１．配当金  464  

２．役員賞与  60  

３．子会社増加による剰余

金減少高
 36 561

Ⅳ　利益剰余金中間期末残高   △9,409
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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７月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本

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６月30日　残高（百万円） 26,618 35,620 △8,830 △3,978 49,431

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － △1,038 － △1,038

中間純損失 － － △28,790 － △28,790

自己株式の取得 － － － △682 △682

株式交換 － 359 － 2,154 2,514

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
（百万円）

－ 359 △29,828 1,472 △27,997

平成18年12月31日　残高（百万円） 26,618 35,980 △38,659 △2,506 21,434

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘
定

評価・換算差額
等合計

平成18年６月30日　残高（百万円） 6 △59 14 △39 1,341 50,733

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △1,038

中間純損失 － － － － － △28,790

自己株式の取得 － － － － － △682

株式交換 － － － － － 2,514

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）

△2 △55 △12 △70 23,056 22,986

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

△2 △55 △12 △70 23,056 △5,010

平成18年12月31日　残高（百万円） 4 △115 1 △109 24,398 45,722
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前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

株主資本

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17年６月30日　残高（百万円） 14,118 36,047 △10,151 △3,885 36,128

当連結会計年度中の変動額

新株の発行 12,500 12,499 － － 24,999

剰余金の配当 － － △1,161 － △1,161

利益処分による役員賞与 － － △60 － △60

当期純利益 － － 3,429 － 3,429

自己株式の取得 － － － △13,869 △13,869

自己株式の消却 － △12,926 △850 13,776 －

連結子会社増加による剰余金減少額 － － △36 － △36

株主資本以外の項目の当連結会計年

度中の変動額（純額）
－ － － － －

当連結会計年度中の変動額合計（百万円） 12,500 △426 1,321 △92 13,302

平成18年６月30日　残高（百万円） 26,618 35,620 △8,830 △3,978 49,431

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘
定

評価・換算差額
等合計

平成17年６月30日　残高（百万円） 1 － － 1 1,244 37,374

当連結会計年度中の変動額

新株の発行 － － － － － 24,999

剰余金の配当 － － － － － △1,161

利益処分による役員賞与 － － － － － △60

当期純利益 － － － － － 3,429

自己株式の取得 － － － － － △13,869

自己株式の消却 － － － － － －

連結子会社増加による剰余金減少額 － － － － － △36

株主資本以外の項目の当連結会計年

度中の変動額（純額）
5 △59 14 △40 97 56

当連結会計年度中の変動額合計（百万円） 5 △59 14 △40 97 13,358

平成18年６月30日　残高（百万円） 6 △59 14 △39 1,341 50,733
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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７月１日

至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30日）

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

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（△）
 3,292 △25,965 6,630

２．減価償却費  819 1,836 2,146

３. 減損損失  － 28,146 84

４．固定資産売却益  － △654 △202

５．固定資産除売却損  12 62 140

６．のれん償却額  － 1,219 1,838

７．連結調整勘定償却額  885 － －

８．長期前払費用償却費  103 306 307

９．貸倒引当金の増加額  133 216 176

10．退職給付引当金の増減額  5 △26 11

11．受取利息・配当金  △28 △47 △64

12．支払利息  593 959 1,140

13．出資金投資損失  2 － －

14．投資有価証券売却益  △1 － △3

15．投資有価証券評価損  － 61 55

16．受取手形及び売掛金の増加額  △5,587 △5,181 △3,716

17．営業未収入金の増減額  △1,633 530 △2,429

18．たな卸資産の減少額  63 197 202

19．賃借保証金の増加額  △1,122 △674 △1,136

20．未払費用の増加額  2,062 2,657 1,969

21. 役員賞与の支払額  △60 － －

22. 預り保証金の増加額  － 3,216 3,756

23. 長期前払費用の増加額  － △1,002 －

24. 未払金の減少額  － △1,986 －

25．その他  1,736 △1,854 1,479

小計  1,277 2,016 12,385

26．利息・配当金の受取額  105 176 45

27．利息の支払額  △663 △1,177 △1,162

28．法人税等の支払額  △2,789 △2,726 △4,130

営業活動によるキャッシュ・フロー  △2,068 △1,711 7,138
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前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30日）

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

１．定期預金の純増加額  － － △300

２．投資有価証券の売却による収入  15 2 98

３．連結子会社株式の追加取得による支出  △25 △451 △101

４．連結範囲の変更を伴う子会社株式の取

得による支出
 △562 △34,286 △562

５．有形固定資産の取得による支出  △2,229 △5,250 △13,021

６．非連結子会社株式の取得による支出  △50 △516 △102

７．有形固定資産の売却による収入  2 4,754 1,293

８．無形固定資産の取得による支出  △17 △176 △169

９．貸付けによる支出  △2,502 △39 △2,847

10．貸付けの回収による収入  1,202 39 1,527

11．組織再編に伴う支出  － △11 －

12．その他  79 △58 659

投資活動によるキャッシュ・フロー  △4,086 △35,995 △13,526

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

１．短期借入金の純増減額  △13,220 113,697 △8,870

２．長期借入金の借入による収入  2,500 18,900 5,720

３．長期借入金の返済による支出  △3,309 △14,786 △7,892

４．社債の償還による支出  － △273 －

５．自己株式取得による支出  △0 △682 △13,869

６．社債の発行による収入  24,971 － 24,956

７. その他  △565 △879 △1,169

財務活動によるキャッシュ・フロー  10,376 115,975 △1,124

Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額  － 0 0

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  4,221 78,269 △7,510

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  23,187 16,315 23,187

Ⅶ　連結子会社増加による現金及び現金同等

物の増加額
 638 － 638

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）

残高
 28,047 94,584 16,315
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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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．連結の範囲に

関する事項

・連結子会社の数　　　　　19社

（連結子会社名）

㈱グッドウィル

㈱ソア

㈱警備・施工マネジメント

㈱グッドウィル・エンジニアリング

ヒュー・マネジメント・ジャパン㈱

㈱グッドウィル・キャリア

㈱グッドウィル・フォーサイト

㈱コムスン

㈱マッサージ師事務代行センター

アドホック㈱

㈱コティ

㈱バーリントンハウス

㈱フードスコープ

㈱フレッシュボックス

Food Scope America,Inc

Food Scope OperationsCorporation

Food Scope L.A.,LLC

Food Scope NY,LLC

Food Scope MIDTOWN,LLC

・連結子会社の数　　　　　88社

　主な連結子会社は「2.企業集団の状

況」に 記載しているため省略いたしま

す。

 

  当中間連結会計期間より連結の範囲に

含めております㈱シーテック他64社は、

㈱クリスタルの子会社であり、平成18年

10月31日に当社が㈱クリスタルの株式を

取得（間接保有）したことに伴い、当中

間連結会計期間より連結子会社としてお

ります。

 

　㈱バンテクノは、平成18年10月31日に

株式を取得したため、連結子会社として

おります。 

 

　日本シルバーサービス㈱は、平成18年

７月３日に、連結子会社である㈱コムス

ンが株式を取得したことに伴い、当中間

連結会計期間より連結子会社としており

ます。

 

・連結子会社の数　　　　　18社

（連結子会社名）

㈱グッドウィル

㈱ソア

㈱警備・施工マネジメント

㈱グッドウィル・エンジニアリング

ヒュー・マネジメント・ジャパン㈱

㈱グッドウィル・キャリア

㈱グッドウィル・フォーサイト

㈱コムスン 

㈱マッサージ師事務代行センター

アドホック㈱

㈱コティ

㈱フードスコープ

㈱フレッシュボックス

GWG　America,Inc.

Food Scope America,Inc.

Food Scope L.A.,LLC

Food Scope NY,LLC

Food Scope MIDTOWN,LLC 

 　㈱警備・施工マネジメント、 ㈱バー

リントンハウスについては重要性が増し

たため当中間連結会計期間より連結子会

社としております。

 

　㈱フードスコープ、㈱フレッシュボッ

クス、Food Scope America,Incは平成17

年12月22日に当社が株式を取得して当中

間連結会計期間より連結子会社としてお

ります。

 

Food Scope Operations Corporation、

Food Scope L.A.,LLC、Food Scope 

NY,LLC、Food Scope MIDTOWN,LLCは

Food Scope America,Incの100%子会社

であり、平成17年12月22日に当社が

Food Scope America,Incの株式を取得し

たのに伴って、当中間連結会計期間より

連結子会社としております。

 

　当社の海外子会社である格唯爾人力股

份有限公司（如意棒人力股份有限公司よ

り商号変更）、貴都維力集団有限公司及

び国内子会社である㈱グッド保険サービ

ス（㈲グッド保険サービスより商号変

更）、㈱映文社他4社については、いずれ

も小規模であり合計の総資産、売上高、

中間純利益及び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であるため、連結の範囲より除

外しております。

　㈱日設グループ・コアは、平成18年７

月31日に株式を取得したため、連結子会

社としております。  

 　

　フジオーネ・テクノ・ソリューション

ズ㈱は、平成18年７月31日に株式を取得

したため、連結子会社としております。

同社は平成18年10月１日付けにて、同社

を存続会社、従来連結子会社であった㈱

グッドウィル・エンジニアリングを消滅

会社とする吸収合併を行っております。

また同日付けにて、㈱グッドウィル・エ

ンジニアリングに社名変更を行っており

ます。

 　

㈱コムスン関東は、平成18年８月11日に

新たに設立したため、連結の範囲に含め

ております。

 

　当社の海外子会社である格唯爾人力股

份有限公司、貴都維力集団有限公司及び

国内子会社である㈱グッド保険サービス、

㈱映文社他225社については、いずれも

小規模であり合計の総資産、売上高、中

間純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であるため、連結の範囲より除外

しております。 

当連結会計年度中にFood Scope 

America,Inc.、Food Scope Operations 

Corporation はそれぞれGWG 

America,Inc.、Food Scope 

America,Inc.に社名変更しておりま

す。

 

　㈱警備・施工マネジメントについては

重要性が増したため当連結会計年度より

連結子会社としております。また、㈱

バーリントンハウスについても同様の理

由で当連結会計年度より連結子会社とし

ましたが、平成18年６月11日をもって㈱

コムスンと合併いたしました。

 

㈱フードスコープ、㈱フレッシュボック

ス、GWG America,Inc.は平成17年12月22

日に当社が株式を取得して当連結会計年

度より連結子会社としております。 

Food Scope America,Inc.はGWG 

America,Inc.の100％子会社であり、

Food Scope L.A.,LLC、Food Scope 

NY,LLC、Food Scope MIDTOWN,LLCは

Food Scope America,Inc.の100％子会社

であるため、平成17年12月22日に当社が

GWG America,Inc.の株式を取得したこと

に伴い、当連結会計年度より連結子会社

としております。 

 

　当社の子会社である㈱グッド保険サー

ビス、㈱映文社、格唯璽人力(股)有限公

司、貴都維力集団有限公司他7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）お

よび利益剰余金(持分に見合う額)等は、

いずれも連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であるため、連結の範囲より除外して

おります。 
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

２．持分法の適用

に関する事項

・持分法を適用しない非連結子会社

…8社

・持分法を適用しない非連結子会社

…229社

・持分法を適用しない非連結子会社

…11社

 格唯爾人力股份有限公司

貴都維力集団有限公司

㈱グッド保険サービス

㈱映文社

他４社

格唯爾人力股份有限公司

貴都維力集団有限公司

㈱グッド保険サービス

㈱映文社

他225社

㈱グッド保険サービス

㈱映文社

格唯璽人力(股)有限公司

貴都維力集団有限公司

他７社

 （持分法を適用しない理由）

　上記８社はそれぞれ中間純損益及び

利益剰余金等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

め持分法の適用から除外しております。

（持分法を適用しない理由）

　上記229社はそれぞれ中間純損益及び

利益剰余金等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

め持分法の適用から除外しております。

（持分法を適用しない理由）

　上記11社はそれぞれ当期純損益（持

分に見合う額）および利益剰余金等

（持分に見合う額）が、いずれも連結

財務諸表に及ぼす影響が軽微であるた

め、かつ、全体としても重要性がない

ため持分法の適用から除外しておりま

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、

Food Scope America,Inc

Food Scope Operations Corporation

Food Scope L.A.,LLC

Food Scope NY,LLC

Food Scope MIDTOWN,LLC

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あたって

は、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。

　連結子会社のうち、GWG 

America,Inc.

Food Scope America,Inc.

Food Scope L.A.,LLC

Food Scope NY,LLC

Food Scope MIDTOWN,LLC

㈱バンテクノ及び㈱クリスタルと同社

の子会社の中間決算日は9月30日であり

ます。

　また、日本シルバーサービス㈱の中

間決算日は11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、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。

　連結子会社のうち、GWG 

America,Inc.、Food Scope 

America,Inc.、Food Scope 

L.A.,LLC、Food Scope NY,LLCおよび

Food Scope MIDTOWN,LLC

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、

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。

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）

(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）

(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

決算期末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）

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 ロ．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

未成業務支出金

個別法による原価法

商品

最終仕入原価法

なお、一部の子会社においては

総平均法を採用しております。

ハ．たな卸資産

未成業務支出金

同左

商品

同左

 

ハ．たな卸資産

未成業務支出金

同左

商品

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 (2）重要な減価償却資産の減価償却方

法

イ．有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属設

備を除く）については定額法）

 なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、航空機について見込利用

可能期間によっておりますが、そ

の他については法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっており

ます。

　また、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。 

(2）重要な減価償却資産の減価償却方

法

イ．有形固定資産

　当社及び国内連結子会社につい

ては定率法を採用しております。

（ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除く）

については定額法によっておりま

す。）

　また、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。 

　在外連結子会社については、当

該国の会計基準の規定に基づく定

額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方

法

イ．有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属設

備を除く）については定額法）

 なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、航空機について見込利用

可能期間によっておりますが、そ

の他については法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっており

ます。

　また、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。 

 ロ．無形固定資産

定額法

　なお、耐用年数については法人

税法に規定する方法と同一の基準

によっております。

　ただし、ソフトウェア（自社利

用分）については、見込利用可能

期間（５年）に基づく定額法によっ

ております。

ロ．無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、ソフトウェア（自社利用

分）については、見込利用可能期

間（５年）に基づく定額法によっ

ております。

ロ．無形固定資産

定額法

　なお、耐用年数については法人

税法に規定する方法と同一の基準

によっております。

　ただし、ソフトウェア（自社利

用分）については、見込利用可能

期間（５年）に基づく定額法によっ

ております。

 ハ．長期前払費用

定額法

　なお、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。

ハ．長期前払費用

　定額法を採用しております。

ハ．長期前払費用

定額法

　なお、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。

 (3）重要な繰延資産の処理方法

　社債発行費については、支出時

に全額費用として処理しておりま

す。

(3）重要な繰延資産の処理方法

――――――

 

 

 

 

(3）繰延資産の処理方法 

イ．新株発行費 

支出時に全額費用として処理し

ております。

ロ．社債発行費 

支出時に全額費用として処理し

ております。

 (4）重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権及び

破産更生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。

(4）重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

同左

(4）重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 ロ．退職給付引当金

　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。

ロ．退職給付引当金

　当社及び一部の連結子会社にお

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。

　なお、数理計算上の差異につい

ては、各連結会計年度の発生額を

翌連結会計年度に一括費用処理す

ることとしております。

(会計方針の変更)

　当社及び連結子会社の退職給付

債務の計算は、従来簡便法によっ

ておりましたが、当中間連結会計

期間から一部の連結子会社におい

て原則法により計算する方法へ変

更しております。この変更は、一

部の連結子会社について、退職給

付債務を原則法で計算する環境が

整ったことにより、期間損益を適

正に表示するためのものでありま

す。なお、当該変更による影響額

は軽微であります。

ロ．退職給付引当金

　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

付債務の見込額に基づき、当連結

会計年度末において発生している

と認められる額を計上しておりま

す。

 ――――――

 

ハ．賞与引当金

　一部の連結子会社は、従業員に

対して支給する賞与の支出に備え

るため、支給見込額に基づき当中

間連結会計期間の負担額を計上し

ております。

―――――― 

 

 ――――――

 

ニ．受注損失引当金

　一部の連結子会社において受注

契約に係る将来の損失に備えるた

め、損失が発生する可能性が高い

と見込まれ、かつ、当該損失額を

合理的に見積ることが可能な受注

契約について、損失見込額を計上

しております。

―――――― 

 

 ―――――― 

 

 ホ．投資損失引当金

　一部の連結子会社において関係

会社への投資に係る損失に備える

ため、当該会社の財政状態を勘案

して関係会社株式について必要額

を計上しております。

―――――― 

 

 ――――――

 

(5）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処理

しております。なお、在外子会社等

の資産及び負債は、中間決算日の直

物為替相場により、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

換算調整勘定及び少数株主持分に含

めて計上しております。

――――――
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 (5）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

(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。

　ただし、在外連結子会社について

は、当該国の会計基準に従っている

ため、ファイナンス・リース取引に

ついては、通常の売買取引に係る方

法に準じた会計処理によっておりま

す。

(5）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

 (6）重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法

　当社の内規であるリスク管理規

程に基づき、金利スワップおよび

金利キャップを行っております。

原則として繰延ヘッジ処理を採用

しておりますが、特例処理の要件

を満たしている場合には、特例処

理を採用しております。

(7）重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

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…金利スワップ・金利

キャップ

ヘッジ対象…借入金利息

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ヘッ

ジする目的で金利スワップおよび

金利キャップ取引を行っておりま

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

　ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ対

象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎

にして、判断しております。

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

 (7）その他中間連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

イ．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。

(8）その他中間連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

イ．消費税等の会計処理

　消費税および地方消費税の会計処

理は税抜方式によっており、控除対

象外消費税は当中間連結会計期間の

期間費用として処理しております。

(7）その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

イ．消費税等の会計処理

同左

  ――――――

 

 

 ロ．連結納税制度の適用

 　一部の国内連結子会社と在外連結

子会社は連結納税制度を適用してお

ります。

 ――――――

 

 

５．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

　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。

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７月１日

至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30日）

 (固定資産の減損に係る会計基準)

　当中間連結会計期間から、固定資産の減損に

係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」(企業会計審議会　平成

14年８月９日))及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第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。

　なお、当中間連結会計期間より連結対象となっ

た子会社において計上している減損損失累計額

については、改正後の中間連結財務諸表規則に

基づき各資産の金額から直接控除しております。

 ――――――  (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））および「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。これにより、税金等調整前当期純利益は

84百万円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の

連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直

接控除しております。

――――――  ―――――― （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

委員会　平成17年12月９日　企業会計基準第５

号）および「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

委員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用

指針第８号）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

49,451百万円であります。

　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連結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。

 ――――――  （企業結合に係る会計基準及び事業分離等に関

する会計基準）

 　当中間連結会計期間より、企業結合に係る会

計基準（「企業結合に係る会計基準の設定に関

する意見書」（平成15年10月31日　企業会計審

議会））、「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準第７号（平成17年12月27日　企業会

計基準委員会））及び「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業

会計基準適用指針第10号（平成17年12月27日　

企業会計基準委員会））を適用しております。

 ――――――
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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７月１日

至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

────── 

 

 

────── 

 

 

 

 

 

──────

（中間連結貸借対照表）

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」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」として表示しておりま

す。

 

 （中間連結損益計算書）

 当中間連結会計期間から、販売費及び一般管理費の勘定科目区分を見

直した結果、従来、個々の重要性が低いため、それぞれ「その他」に

含めて表示していた採用に関する費用を一括し「採用関連費用」とし

て独立掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間を当中間連結会計期間と同様に表示する

と、「採用関連費用」は、1,492百万円となります。

 

 (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」として表

示しております。

 

 前中間連結会計期間まで営業キャッシュ・フローの「その他」に含め

て表示しておりました「預り保証金の増加額」は、重要性が増したた

め、当中間連結会計期間より区分掲記することにいたしました。なお、

前中間連結会計期間の預り保証金の増加額は、1,226百万円でありま

す。

 

　前中間連結会計期間まで営業キャッシュ・フローの「その他」に含

めて表示しておりました「長期前払費用の増加額」は、重要性が増し

たため、当中間連結会計期間より区分掲記することにいたしました。

なお、前中間連結会計期間の長期前払費用の増加額は、351百万円であ

ります。 

　前中間連結会計期間まで営業キャッシュ・フローの「その他」に含

めて表示しておりました「未払金の減少額」は、重要性が増したため、

当中間連結会計期間より区分掲記することにいたしました。なお、前

中間連結会計期間の未払金の増加額は、596百万円であります。 
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追加情報

前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30日）

―――――― 　　　　　　　―――――― （株式交換契約）

当社と当社子会社のヒュー・マネジメント・

ジャパン㈱は、それぞれ平成18年６月21日開

催の取締役会において、株式交換により当社

が同社を完全子会社化することを決議し、同

日、株式交換契約を締結いたしました。当該

株式交換契約の株主総会での承認は、当社に

おいては簡易株式交換に該当するため省略し

ており、ヒュー・マネジメント・ジャパン㈱

においては、平成18年９月20日開催予定の定

時株主総会において行われる予定であります。

 (1）株式交換の目的

　完全子会社化により、グループの一体

化・スリム化を推進し、グループ全体のス

ピード経営を実践しやすい体制の整備を進

め、一層の競争力強化を図ることを目的と

しております。

 (2）交換比率

　ヒュー・マネジメント・ジャパン㈱の株

式1株につき、当社の株式1.21株の割合を

もって割当交付いたします。株式交換によ

り交付する株式については、当社の保有す

る自己株式を充当いたします。

 (3）株式交換の時期

　平成18年11月１日を予定しております。
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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12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

前連結会計年度
（平成18年６月30日）

１．※１　担保資産

　金融機関からの借入金の担保に供してい

る資産及びこれに対応する債務は次のとお

りであります。

１．※１　担保資産

　金融機関からの借入金の担保に供してい

る資産及びこれに対応する債務は次のとお

りであります。

１．※１　担保資産

　銀行からの借入金の担保に供している資

産及びこれに対応する債務は次のとおりで

あります。

(1)担保に供している資産

土地  23,568百万円

(1)担保に供している資産

建物及び構築物 2,234百万円

土地 21,916 

関係会社株式 88,284 

(1)担保に供している資産

建物及び構築物 1,276百万円

土地 23,588 

(2)上記に対応する債務

長期借入金 23,050百万円

(2)上記に対応する債務

短期借入金 102,321百万円

長期借入金 14,405 

(2)上記に対応する債務

短期借入金 4,515百万円

長期借入金 18,535 

 ───── ２．財務制限条項

　当社の借入金のうち、一部の借入金（総

額15,000百万円）に対して、相対型のコミッ

トメントライン契約に基づき、財務制限条

項が付されております。

 ─────

２．※２　中間連結会計期間末日満期手形の

処理

３．※２　中間連結会計期間末日満期手形の

処理

─────

　中間連結会計期間末日満期手形は、手形

交換日をもって決済処理しております。

　なお、当中間連結会計期間末日が金融機

関の休日であったため、次の中間連結会計

期間末日満期手形が、当中間連結会計期間

末残高に含まれております。

　中間連結会計期間末日満期手形は、手形

交換日をもって決済処理しております。

　なお、当中間連結会計期間末日が金融機

関の休日であったため、次の中間連結会計

期間末日満期手形が、当中間連結会計期間

末残高に含まれております。

 

受取手形      22 百万円 受取手形          100百万円   
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（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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 
  ───── 

 

 
 ───── 

 

 
１．※１　前期損益修正益は主に過年度の割賦手数

料に係る修正によるものであります。
 

 ───── １．※２　固定資産売却益の内訳は次のと

おりであります。 

２．※２　固定資産売却益の内訳は次のとおりであ

ります。

土地 654百万円

器具及び備品 0 

有形固定資産「その他」 0 

計 654 

土地 199百万円

建物及び構築物 1 

器具及び備品 0 

有形固定資産「その他」 0 

計 202 

１.　※３　固定資産売却損の内訳は次のと

おりであります

２　※３　固定資産売却損の内訳は次のと

おりであります

３．※３　固定資産売却損の内訳は次のとおりであ

ります。

有形固定資産「その他」 0百万円 有形固定資産「その他」 0百万円 器具及び備品 0百万円

有形固定資産「その他」 0 

計 0 

２．※４　固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

３．※４　固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

４．※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

ります。

建物 3百万円

器具及び備品 5 

有形固定資産「その他」 0 

原状回復費等 2 

計 12 

建物 36百万円

器具及び備品 18 

有形固定資産「その他」 0 

原状回復費用等 7 

計 61 

建物及び構築物 50百万円

器具及び備品 43 

有形固定資産「その他」 0 

ソフトウェア 0 

原状回復費用等 44 

計 139 

 ４．※５　当社グループは以下の資産グルー

プについて減損損失を計上いたしまし

た。 

場所 用途 種類 減損損失

埼玉県

川口市 

他

拠点  建物 50百万円 

--
その他

資産

 電話加入権 39

 のれん 28,056

 合計 28,096

　資産のグルーピングは、キャッシュ・フロー

を生み出す最小単位として、支店、施設、店

舗、物件を基本単位としております。

　減損対象とした拠点については、営業活動

から生ずる損益が継続してマイナスであり、

将来の営業キャッシュフローもマイナスが見

込まれるため、帳簿価額の全額を減損損失と

して特別損失に計上しております。

　電話加入権については、遊休状態にある各々

の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額39百万円を減損損失として特別損失に

計上しております。なお、回収可能価額は正

味売却価額により測定しております。

　のれんについては、株式取得時に検討して

いた事業計画において、当初想定していた収

益を見込めなくなったことから、28,056百万

円を減損損失として特別損失に計上しており

ます。

５．※５　当連結会計年度において、当社グループ

は以下の資産グループについて減損損失を計上

いたしました。

場所 用途 種類 減損損失

神奈川県

横浜市
店舗 

 建物 63百万円 

 器具及び備品 0

 リース資産 19

 合計 84

  資産のグルーピングは、キャッシュ・フローを生

み出す最小単位として、支店、施設、店舗、物件を

基本単位としております。減損対象とした店舗につ

いては、閉鎖の意思決定をしたことにより、遊休資

産となることから帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額84百万円を減損損失として特別損失

に計上しております。

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により測定しております。
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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７月１日　至　平成18年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
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）

普通株式 2,122,118.27 － － 2,122,118.27

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
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）

普通株式 45,350.36 10,000.96 25,589.00 29,762.32

 （注）増加は取締役会決議に基づく取得（10,000株）および端株の買取り（0.96株）によるものであり、減少は当社子会

社の㈱グッドウィル・ヒュー・マネジメント（平成18年11月２日付にてヒュー・マネジメント・ジャパン㈱より社

名変更）との間の株式交換契約に基づく、自己株式の交付によるものであります。

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
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年９月22日

定時株主総会
普通株式 1,038 500 平成18年６月30日 平成18年９月25日

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

 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７月１日　至　平成18年６月30日）

１．発行済株式の種類および総数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

普通株式 636,043.00 1,608,778.27 122,703.00 2,122,118.27

 (注)増加は転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使（126,268.85株）および株式の分割（1,482,509.42株）に

よるものであり、減少は自己株式の消却によるものであります。

２．自己株式の種類および株式数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

普通株式 16,659.59 151,393.77 122,703.00 45,350.36

 (注)増加は取締役会決議に基づく取得（151,305株）、株式の分割（86.64株）および端株の買取り（2.13株）によるも

のであり、減少は消却によるものであります。

３．配当に関する事項

(1)配当金支払額

①平成17年９月９日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項

配当金の総額　　　　　　　　　464百万円

１株当たり配当額　　　　　 　 750円

基準日　        　　  平成17年６月30日

効力発生日　    　　  平成17年９月９日

②平成18年２月16日開催の取締役会決議による配当に関する事項

配当金の総額　　　　　 　 　　696百万円

１株当たり配当額 　　　　　 1,125円

基準日　　　　　　　 平成17年12月31日

効力発生日　　　　　 平成18年３月16日

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　　平成18年９月22日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額　　　　　　　　1,038百万円

配当の原資　　　　　 　利益剰余金

1株当たり配当額　　　　 　　  500円

基準日　　　　　　　 平成18年６月30日

効力発生日　　　　　 平成18年９月25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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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

現金及び預金 28,047百万円

預入期間が３か月を超え

る定期預金
－ 

現金及び現金同等物 28,047 

現金及び預金 96,057百万円

預入期間が３か月を超え

る定期預金
1,473 

現金及び現金同等物 94,584 

現金及び預金 16,315百万円

預入期間が３か月を超え

る定期預金
－ 

現金及び現金同等物 16,315 
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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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取引

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計

額相当額、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および期末

残高相当額

(単位：百万円)

 
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

 

中間期末

残高相当

額

 

器具及

び備品
3,900 1,455 44 2,400

ソフト

ウェア
1,128 500 - 628

その他 2,116 796 - 1,320

合計 7,145 2,752 44 4,348

(単位：百万円)

 
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

 

中間期末

残高相当

額

 

 建物及

び構築物
15 7 - 7

器具及び

備品
6,942 3,174 87 3,679

ソフト

ウェア
1,276 681 - 595

その他 5,784 2,668 2,800 315

合計 14,019 6,532 2,888 4,599

(単位：百万円)

 
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

 

期末残高

相当額

 

器具及

び備品
4,849 1,780 64 3,004

ソフト

ウェア
1,285 538 - 747

その他 815 467 - 347

合計 6,950 2,786 64 4,099

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

　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,590 百万円

１年超 3,049  

合計 4,639  

リース資産減損勘定の残高 44  

１年以内 2,503 百万円

１年超 5,449  

合計 7,953  

リース資産減損勘定の残高 2,869  

１年以内 1,424 百万円

１年超 2,843  

合計 4,267  

リース資産減損勘定の残高 57  

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、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 746 百万円 

減価償却費相当額 694  

支払利息相当額 68  

支払リース料 1,054 百万円 

リース資産減損勘定の取

崩額
11

 

減価償却費相当額 919  

支払利息相当額 101  

支払リース料 1,343百万円

リース資産減損勘定の取

崩額
7

減価償却費相当額 1,231

支払利息相当額 135

減損損失 19

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方

法

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方

法

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方

法

減価償却費相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法 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

利息相当額の算定方法 利息相当額の算定方法 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

 ２．オペレーティング・リース取引  ２．オペレーティング・リース取引

 　（借主側）

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料  

１年以内 19百万円

１年超 43

合計 62

未経過リース料  

１年以内 1,057百万円 

１年超 1,783

合計 2,840

 　（貸主側）

未経過リース料  

１年以内 20百万円 

１年超 72

合計 93

未経過リース料  

１年以内   210百万円

１年超 381

合計 592
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成17年12月31日現在）

１．時価のある有価証券

区分 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

その他有価証券    

①　株式 81 71 9

 合計 81 71 9

 

２．時価評価されていない主な有価証券

区分 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）その他有価証券  

①　非上場株式（店頭売買株式を除く） 514

②　その他 92

合計 606

当中間連結会計期間末（平成18年12月31日現在）

１．時価のある有価証券

区分 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

その他有価証券    

①　株式 1,115 1,115 0

 合計 1,115 1,115 0

 

２．時価評価されていない主な有価証券

区分 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）その他有価証券  

①　非上場株式 774

②　その他 80

合計 854
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前連結会計年度末（平成18年６月30日現在）

１．時価のある有価証券

区分 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

その他有価証券

①　株式 0 0 0

合計 0 0 0

 

２．時価評価されていない主な有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

①　非上場株式 514

②　その他 81

合計 595

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成17年12月31日現在）

　ヘッジ会計が適用されているため注記を省略しております。

当中間連結会計期間末（平成18年12月31日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等 (百万円) 時価 (百万円) 評価損益 (百万円)

通貨

為替予約取引

買建 

米ドル 

 

 

10,120

 

 

9,963

 

 

157

通貨オプション取引

売建

買建

 

32

30

 

3

24

 

28

6

金利 

金利スワップ取引 

 支払固定・受取変動

 

1,500

 

△13

 

△13

金利オプション取引

 キャップ取引

 

3,900

 

0

 

0

　(注)1.　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。

 2.　契約額等は、当該取引における計算上の想定元本であり、当該契約額等が取引に係る市場リスクもしくは信用

リスクを示すものではありません。

 3.　時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

前連結会計年度末（平成18年６月30日現在）

　ヘッジ会計が適用されているため注記を省略しております。
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（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７月１日　至　平成17年12月31日）

 
人材派遣・

請負

（百万円）

人材関連

（百万円）

介護・医療

支援

（百万円）

シニアレジ

デンス・レ

ストラン

（百万円） 

その他

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高         

(1）外部顧客に

対する売上

高

54,720 1,269 31,026 － 527 87,543 － 87,543

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

171 5 0 － 0 178 (178) －

計 54,891 1,275 31,026 － 528 87,722 (178) 87,543

営業費用 50,654 1,543 30,469 529 606 83,803 (211) 83,591

営業利益

（又は営業損失）
4,237 (268) 557 (529) (78) 3,919 32 3,952

　（注）１．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．各事業の主な内容

(1）人材派遣・請負事業………人材派遣・請負、警備・建設関係作業請負、技術者派遣、シニア派遣

(2）人材関連事業………………社員カウンセリングプログラム（ＥＡＰ）、人材採用支援、再就職支援

(3）介護・医療支援事業………在宅介護、施設介護、マッサージ師派遣事務代行

(4）シニアレジデンス・レストラン事業…シニアレジデンスの運営、飲食店の経営、食料品の販売

(5）その他事業…………………ペットケア、託児所運営

３．当中間連結会計期間からシニアレジデンスを運営する子会社を連結の対象とし、また飲食店を経営する子会

社を連結範囲に含めたため、「シニアレジデンス・レストラン事業」セグメントを新たに追加しております。

当中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

 
人材派遣・

請負

（百万円）

介護・医療

支援

（百万円）

シニアレジ

デンス・レ

ストラン

（百万円） 

その他

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 80,941 40,741 5,581 1,781 129,046 － 129,046

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
303 0 404 10 718 (718) －

計 81,244 40,741 5,986 1,792 129,765 (718) 129,046

営業費用 75,730 41,968 6,753 2,115 126,567 (1,468) 125,099

営業利益

（又は営業損失）
5,514 (1,226) (767) (322) 3,197 749 3,947

　（注）１．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．各事業の主な内容

(1）人材派遣・請負事業………人材派遣・請負、警備・建設関係作業請負、技術者派遣、シニア派遣

(2）介護・医療支援事業………在宅介護、施設介護、マッサージ師派遣事務代行

(3）シニアレジデンス・レストラン事業…シニアレジデンスの運営、飲食店の経営、食料品の販売

(4）その他事業…………………社員カウンセリングプログラム（EAP)、人材採用支援、再就職支援、ペットケ

ア、保育所の運営

３．事業区分の方法の変更

　　　事業区分は従来「人材派遣・請負事業」、「人材関連事業」、「介護・医療支援事業」、「シニアレジ

　　デンス・レストラン事業」および「その他事業」の５区分としておりましたが、当中間連結会計期間から
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　　「人材派遣・請負事業」、「介護・医療支援事業」、「シニアレジデンス・レストラン事業」および「そ

　　の他事業」の４区分に変更いたしました。

      従来「人材関連事業」と表示していた事業について、連結子会社の増加により連結売上高に占める当該

　　事業の割合が低下することが見込まれるため、重要性が乏しいと判断し、「人材関連事業」を「その他事

　　業」に含めて表示する方法に変更いたしました。

　　　なお、前中間連結会計期間および前連結会計年度の事業の種類別セグメント情報を当中間連結会計期間

　　の事業区分により表示すると次のとおりとなります。

 

前中間連結会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）

 
人材派遣・

請負

（百万円）

介護・医療

支援

（百万円）

シニアレジ

デンス・レ

ストラン

（百万円） 

その他

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 54,720 31,026 － 1,797 87,543 － 87,543

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
171 0 － 6 178 (178) －

計 54,891 31,026 － 1,803 87,722 (178) 87,543

営業費用 50,654 30,469 529 2,150 83,803 (211) 83,591

営業利益

（又は営業損失）
4,237 557 (529) (346) 3,919 32 3,952

前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年6月30日）

 
人材派遣・

請負

（百万円）

介護・医療

支援

（百万円）

シニアレジ

デンス・レ

ストラン

（百万円） 

その他

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 114,602 63,684 3,871 3,789 185,948 － 185,948

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
320 1 179 11 512 (512) －

計 114,923 63,685 4,051 3,800 186,460 (512) 185,948

営業費用 106,740 62,737 5,236 4,238 178,953 (900) 178,052

営業利益

（又は営業損失）
8,182 948 (1,184) (438) 7,507 387 7,895
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前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

 
人材派遣・

請負

（百万円）

人材関連

（百万円）

介護・医療

支援

（百万円）

シニアレジ

デンス・レ

ストラン

（百万円） 

その他

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高         

(1）外部顧客に

対する売上

高

114,602 2,661 63,684 3,871 1,128 185,948 － 185,948

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

320 7 1 179 3 512 (512) －

計 114,923 2,668 63,685 4,051 1,132 186,460 (512) 185,948

営業費用 106,740 2,966 62,737 5,236 1,272 178,953 (900) 178,052

営業利益

（又は営業損失）
8,182 (298) 948 (1,184) (140) 7,507 387 7,895

　（注）１．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．各事業の主な内容

(1）人材派遣・請負事業……人材派遣・請負、警備・建設関係作業請負、技術者派遣、シニア派遣

(2）人材関連事業……社員カウンセリングプログラム（EAP）、人材採用支援、再就職支援

(3）介護・医療支援事業……在宅介護、施設介護、マッサージ師の事務代行

(4) シニアレジデンス・レストラン事業……シニアレジデンスの運営、飲食店の経営、食料品の販売

(5) その他……ペットケア、保育所の運営

３．当連結会計年度からシニアレジデンスを運営する子会社を連結の対象とし、また飲食店を経営する子会社を

連結の範囲に含めたため、「シニアレジデンス・レストラン事業」セグメントを新たに追加しております。

４．「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」に記載のとおり、当連結会計年度より「固定資

産の減損に係る会計基準」を適用しております。この適用により、シニアレジデンス・レストラン事業にお

いて84百万円の減損損失を計上しております。

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７月１日　至　平成17年12月31日）

　当中間連結会計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社につき、貸借対照表のみ連結し

ているため、該当事項がありません。

当中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の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７月１日　至　平成17年12月31日）

　当中間連結会計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社につき、貸借対照表のみ連結し

ているため、海外売上高の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

　海外売上高は連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

  海外売上高は連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（企業結合等関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

（フジオーネ・テクノ・ソリューションズ㈱の株式取得）

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称

及び取得した議決権比率

被取得企業の名称 フジオーネ・テクノ・ソリューションズ㈱

取得した事業の内容 技術者派遣

企業結合を行った理由 市場競争力強化

企業結合日 平成18年７月31日

企業結合の法的形式 株式取得 

結合後企業の名称 フジオーネ・テクノ・ソリューションズ㈱

取得した議決権比率 100％

２．中間連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成18年８月１日から平成18年12月31日まで

３．被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価   

　現金 2,007百万円

取得に直接要した費用   

　業務提供報酬 6百万円

取得原価 2,014百万円

　なお、上記の他に㈱日設グループ・コアからの214百万円の出

資があります。

 

 

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間

のれんの金額 3,667百万円

発生原因 今後の事業展開によって期待される将来の収益力から発生したものであります。

償却の方法及び償却期間 のれんの償却については、20年間で均等償却しております。

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 4,607百万円

固定資産 2,781百万円

流動負債 5,834百万円

固定負債 2,994百万円

６．企業結合が中間連結会計期間の開始の日に完了したと仮定した場合の当中間連結会計期間の中間連結損益計算書に

及ぼす影響の概算額

　売上高　　　　1,892百万円

　経常利益　　　　　3百万円

概算額の算定方法及び重要な前提条件

概算額の算定につきましては、フジオーネ・テクノ・ソリューションズ㈱の期首から企業結合日までの売上高及び

経常利益を記載しております。

なお、中間連結損益計算書に及ぼす影響の概算額については監査証明を受けておりません。 

７．その他

　　フジオーネ・テクノ・ソリューションズ㈱は平成18年10月1日に当社子会社の㈱グッドウィル・エンジニアリングと

フジオーネ・テクノ・ソリューションズ㈱を存続会社として合併しており、同日に㈱グッドウィル・エンジニアリ

ングへと商号変更いたしております。
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（㈱日設グループ・コアの株式取得）

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称

及び取得した議決権比率

被取得企業の名称 ㈱日設グループ・コア

取得した事業の内容 その他事業

企業結合を行った理由

子会社であるフジオーネ・テクノ・ソリューションズ㈱の展開する技

術者派遣においてシナジー効果が発揮され、収益拡大が見込まれるた

め。

企業結合日 平成18年７月31日

企業結合の法的形式 株式取得 

結合後企業の名称 ㈱日設グループ・コア

取得した議決権比率 100％

２．中間連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成18年８月１日から平成18年12月31日まで

３．被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価   

　現金 1,992百万円

　なお、上記の他にフジオーネ・テクノ・ソリューションズ㈱

からの202百万円の出資があります。

 

 

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間

のれんの金額 2,033百万円

発生原因 今後のフジオーネ・テクノ・ソリューションズ㈱の事業展開によって期待される

将来の収益力から発生したものであります。

償却の方法及び償却期間 のれんの償却については、20年間で均等償却しております。

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 9百万円

固定資産 252百万円

流動負債 54百万円

固定負債 47百万円

６．企業結合が中間連結会計期間の開始の日に完了したと仮定した場合の当中間連結会計期間の中間連結損益計算書に

及ぼす影響の概算額

当該影響額に重要性が乏しいため省略しております。

なお、中間連結損益計算書に及ぼす影響の概算額については監査証明を受けておりません。

（㈱ユージー・グローイングアップ東京の株式取得）

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称

及び取得した議決権比率

被取得企業の名称 ㈱ユージー・グローイングアップ東京

取得した事業の内容 レストラン事業

企業結合を行った理由 レストラン事業の拡大・成長

企業結合日 平成18年７月12日

企業結合の法的形式 株式取得 

結合後企業の名称 ㈱ユージー・グローイングアップ東京

取得した議決権比率 100％

２．中間連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成18年７月１日から平成18年12月31日まで
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３．被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価   

　現金 2,665百万円

取得に直接要した費用   

　株式譲渡契約情報提供料 30百万円

取得原価 2,695百万円

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間

のれんの金額 1,439百万円

発生原因 今後の事業展開によって期待される将来の収益力から発生したものであります。

償却の方法及び償却期間 のれんの償却については、20年間で均等償却しております。

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 14百万円

固定資産 1,274百万円

固定負債 33百万円

６．企業結合が中間連結会計期間の開始の日に完了したと仮定した場合の当中間連結会計期間の中間連結損益計算書に

及ぼす影響の概算額

中間連結会計期間の開始の月より連結しているため、中間連結損益計算書への影響はありません。

７．その他

　　㈱ユージー・グローイングアップ東京は平成18年10月1日に当社子会社の㈱フードスコープと合併いたしました。

（日本シルバーサービス㈱の株式取得）

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称

及び取得した議決権比率

被取得企業の名称 日本シルバーサービス㈱

取得した事業の内容 有料老人ホーム経営

企業結合を行った理由 施設介護事業の更なる強化

企業結合日 平成18年７月３日

企業結合の法的形式 株式取得 

結合後企業の名称 日本シルバーサービス㈱

取得した議決権比率 93.75％

２．中間連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成18年６月１日から平成18年11月30日まで

３．被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価   

　現金 367百万円

取得に直接要した費用   

　業務提供報酬 30百万円

取得原価 397百万円

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間

のれんの金額 2,940百万円

発生原因 今後の事業展開によって期待される将来の収益力から発生したものであります。

償却の方法及び償却期間 のれんの償却については、20年間で均等償却しております。

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 1,890百万円

固定資産 7,252百万円

流動負債 2,427百万円

固定負債 9,258百万円

６．企業結合が中間連結会計期間の開始の日に完了したと仮定した場合の当中間連結会計期間の中間連結損益計算書に

及ぼす影響の概算額

中間連結会計期間の開始の日より連結しているため、中間連結損益計算書への影響はありません。
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（ヒュー・マネジメント・ジャパン㈱の完全子会社化）

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称

及び取得した議決権比率

被取得企業の名称 ヒュー・マネジメント・ジャパン㈱

取得した事業の内容 再就職支援事業・シニア派遣事業

企業結合を行った理由 競争力強化

企業結合日 平成18年11月１日

企業結合の法的形式 株式交換

結合後企業の名称 ヒュー・マネジメント・ジャパン㈱

取得した議決権比率 33.25％

２．中間連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成18年７月１日から平成18年12月31日まで

３．被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価   

　当社の自己株式 2,339百万円

取得に直接要した費用   

　アドバイザリー手数料 8百万円

取得原価 2,347百万円

４．株式の種類別の交換比率及び其の算定方法並びに交付株式数及び其の評価額

株式の種類及び交換比率 普通株式

グッドウィル・グループ㈱1：ヒュー・マネジメント・ジャパン㈱1.21

交換比率の算定方法 市場株価方式及びＤＣＦ（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー）方式によ

る分析をそれぞれ行い、それらの結果を総合的に勘案して株式交換比率を算定い

たしました。

交付株式数及び評価額 21,148株　2,339百万円

５．発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間

のれんの金額 1,278百万円

発生原因 今後の事業展開によって期待される将来の収益力から発生したものであります。

償却の方法及び償却期間 のれんの償却については、20年間で均等償却しております。

６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びに其の主な内訳

流動資産 3,673百万円

固定資産 355百万円

流動負債 639百万円

７．企業結合が中間連結会計期間の開始の日に完了したと仮定した場合の当中間連結会計期間の中間連結損益計算書に

及ぼす影響の概算額

　少数株主損失　   54百万円

　中間純損失　　　 54百万円

概算額の算定方法及び重要な前提条件

概算額の算定につきましては、中間連結会計期間に計上されたヒュー・マネジメント・ジャパン㈱から発生する少

数株主損失を記載しております。

なお、中間連結損益計算書に及ぼす影響の概算額については監査証明を受けておりません。

８．その他

ヒュー・マネジメント・ジャパン㈱は平成18年11月２日に㈱グッドウィル・ヒュー・マネジメントに名称変更いた

しました。また平成19年３月１日に㈱グッドウィルを存続会社として合併しております。
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（㈱クリスタルの株式取得）

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称

及び取得した議決権比率

被取得企業の名称 ㈱クリスタル

取得した事業の内容 人材派遣事業等

企業結合を行った理由

当社グループの事業領域とクリスタルグループが展開する事業領域が、

大部分においてオーバーラッピングしており、業務面でのシナジー効

果が発揮され、収益拡大が見込めるため。

企業結合日 平成18年10月31日

企業結合の法的形式 株式取得

結合後企業の名称 ㈱クリスタル

取得した議決権比率 67％

２．中間連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成18年12月31日をみなし取得日として、平成18年９月30日の貸借対照表のみを連結しているため、中間連結損益

計算書には含まれておりません。

３．被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価   

　現金 72,498百万円

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間

のれんの金額 20,901百万円　（㈱クリスタル及びその連結子会社の合計額）

発生原因 今後の事業展開によって期待される将来の収益力から発生したものであります。

償却の方法及び償却期間 のれんの償却については、20年間で均等償却しております。

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 147,351百万円

固定資産 48,320百万円

流動負債 124,479百万円

固定負債 49,762百万円

６．企業結合契約に規定される条件付取得対価の内容及びそれらの今後の会計処理方針

企業結合日に受け入れた資産には連結子会社であるAmerican Crystal Holdings, Inc. の連結財務諸表に計上され

ている13,979百万円（118,581千ドル）ののれんが含まれております。一部の買収契約に関連して、最大1,322百万

円（11,250千ドル）の利益成果条項による支払いが発生する可能性があります。この利益成果条項による支払につ

いては発生時の費用または、既に計上したのれんの修正となります。

また、他の買収契約に関連して一部の経営者及び一部の従業員に対して平成２０年９月３０日まで有効な長期イン

センティブプランがあります。この長期インセンティブプランにより最大940百万円（8,000千ドル）の支払いが生

じる可能性があります。

７．企業結合が中間連結会計期間の開始の日に完了したと仮定した場合の当中間連結会計期間の中間連結損益計算書に

及ぼす影響の概算額

　売上高　　　266,796百万円　

　経常利益　　 12,445百万円

概算額の算定方法及び重要な前提条件

　概算額の算定につきましては、㈱クリスタル及び連結子会社の各売上高及び経常利益を、期首から18年９月30日

までの期間を合算して記載しております。

なお、中間連結損益計算書に及ぼす影響の概算額については監査証明を受けておりません。
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（㈱バンテクノの株式取得）

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称

及び取得した議決権比率

被取得企業の名称 ㈱バンテクノ

取得した事業の内容 人材派遣・請負事業

企業結合を行った理由

当社グループの事業領域とクリスタルグループが展開する事業領域が、

大部分においてオーバーラッピングしており、業務面でのシナジー効

果が発揮され、収益拡大が見込めるため。

企業結合日 平成18年10月31日

企業結合の法的形式 株式取得

結合後企業の名称 ㈱バンテクノ

取得した議決権比率 100％

２．中間連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成18年12月31日をみなし取得日として、平成18年９月30日の貸借対照表のみを連結しているため、中間連結損益

計算書には含まれておりません。

３．被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価   

　現金 15,786百万円

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間

のれんの金額 11,585百万円

発生原因 今後のクリスタルグループの事業展開によって期待される将来の収益力から発生

したものであります。

償却の方法及び償却期間 のれんの償却については、20年間で均等償却しております。

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 5,915百万円

固定資産 1,767百万円

流動負債 2,792百万円

固定負債 689百万円

６．企業結合が中間連結会計期間の開始の日に完了したと仮定した場合の当中間連結会計期間の中間連結損益計算書に

及ぼす影響の概算額

　売上高　　7,395百万円　

　経常利益　　897百万円

概算額の算定方法及び重要な前提条件

概算額の算定につきましては、㈱バンテクノの売上高及び経常利益を、期首から平成18年９月30日までの期間につ

いて記載しております。

なお、中間連結損益計算書に及ぼす影響の概算額については監査証明を受けておりません。
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（フジオーネ・テクノ・ソリューションズ㈱と㈱グッドウィル・エンジニアリングの合併）

１．技術者派遣事業を営む結合当事企業(２社)の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並

びに取引の目的を含む取引の概要

（１）結合当企業の名称 フジオーネ・テクノ・ソリューションズ㈱ ㈱グッドウィル・エンジニアリング

（２）主な事業の内容 技術者派遣事業 技術者派遣事業

（３）企業結合の法的形式 共通支配下の取引

（４）結合後企業の名称 ㈱グッドウィル・エンジニアリング

（５）取引の目的を含む取引の概要

グループの経営体質の更なる強化と、事業領域の拡大を図り、特定派遣事業におけ

る、拡大成長とシェアアップを目的として、平成18年１０月１日を合併日とし、フ

ジオーネ・テクノ・ソリューションズ㈱を存続会社とする吸収合併方式によってお

り、㈱グッドウィル・エンジニアリングは同日に解散しております。

なお、フジオーネ・テクノ・ソリューションズ㈱は同日に㈱グッドウィル・エンジ

ニアリングへと商号変更いたしております。

また、合併に際しては、新株式の発行及び資本増加は行いません。

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準　三　企業結合に係る会計基準　４　共通支配下の取引等の会計処理 (1) 共通支配下の

取引」に規定する個別財務諸表上及び連結財務諸表上の会計処理を適用いたしました。

（㈱フードスコープと㈱ユージー・グローイングアップ東京の合併）

１．レストラン事業を営む結合当事企業(２社)の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並

びに取引の目的を含む取引の概要

（１）結合当企業の名称 ㈱フードスコープ ㈱ユージー・グローイングアップ東京

（２）主な事業の内容 レストラン事業 レストラン事業

（３）企業結合の法的形式 共通支配下の取引

（４）結合後企業の名称 ㈱フードスコープ

（５）取引の目的を含む取引の概要

レストラン事業の拡大・成長を目指して、平成18年１０月１日を合併日とし、㈱

フードスコープを存続会社とする吸収合併方式によっており、㈱ユージー・グロー

イングアップ東京は同日に解散しております。

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準　三　企業結合に係る会計基準　４　共通支配下の取引等の会計処理 (1) 共通支配下の

取引」に規定する個別財務諸表上及び連結財務諸表上の会計処理を適用いたしました。

グッドウィル・グループ株式会社

- 53 -



（１株当たり情報）

前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30日）

１株当たり純資産額  59,588円53銭

１株当たり中間純利益    2,105円79銭

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益
   1,887円30銭

１株当たり純資産額      10,191円57銭

１株当たり中間純損失      13,836円49銭

１株当たり純資産額 23,783円09銭

１株当たり当期純利益  1,743円22銭

 　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益

については、1株当たり中間純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しないため、記載しており

ません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益

については、潜在株式が存在しないため、記載

しておりません。

  (追加情報)

１　「１株当たり当期純利益に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

４号）が平成18年１月31日付で改正された

ことに伴い、当連結会計年度から繰延ヘッ

ジ損益（税効果調整後）の金額を普通株式

に係る期末の純資産額に含めております。

　なお、前連結会計年度に係る連結財務諸

表において採用していた方式により算定し

た当連結会計年度の１株当たり純資産額は、

23,811円91銭であります。

２　当社は、平成18年３月１日に１株につき

３株の割合をもって株式の分割を行ってお

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。 

  　　　１株当たり純資産額 19,411円89銭

　　　１株当たり当期純利益 744円57銭

１．１株当たり純資産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７月１日

至　平成17年12月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日)

前連結会計年度

(自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30日)

1株当たり純資産額    

純資産の部の合計額（百万円） － 45,722 －

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － 24,398 －

（うち少数株主持分） (－) (24,398) (－)

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額（百

万円）
－ 21,324 －

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末

（期末）の普通株式の数（株）
－ 2,092,355 －
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２．１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７月１日

至　平成17年12月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日)

前連結会計年度

(自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30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

   

　中間（当期）純利益又は中間純損失（△）（百万

円）
1,304 △28,790 3,429

　普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

（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）純利益又は中間純損失

（百万円）
1,304 △28,790 3,429

　普通株式の期中平均株式数（株） 619,383 2,080,756 1,967,608

 潜在株式調整後1株当たり中間（当期）

純利益金額

   

　中間（当期）純利益調整額(百万円）
－ － －

　普通株式増加数（株）
71,707 － －

　（うち新株予約権付社債）
（71,707） (－) 　　 (－) 

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

────── ────── ──────
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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７月１日

至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30日）

１.新株予約権付社債の転換

　当社が平成17年9月16日に発行した2009年満

期円貨建転換社債型新株予約権付社債の転換

請求権の権利行使がありました。

(1) 平成18年2月16日権利行使分

①転換額面総額　  ：247億円

②転換価格　　　  ：202,742円

③株式の種類　　  ：普通株式

④交付株式数　　  ：121,829.71株

⑤資本金組入額 　 ：12,349百万円

⑥資本準備金組入額：12,349百万円

⑦効力発生日　　　：平成18年2月16日

(2) 平成18年3月2日権利行使分

①転換額面総額　　：3億円

②転換価格　　　  ：67,580.6円

③株式の種類　　  ：普通株式

④交付株式数　　  ：4,439.14株

⑤資本金組入額 　 ：149百万円

⑥資本準備金組入額：149百万円

⑦効力発生日　　  ：平成18年3月2日

　なお、平成18年3月2日権利行使分につきまし

ては、平成18年3月1日を効力発生日とする株式

分割後の転換価格と株数で記載しております。

 １．㈱グッドウィルと㈱グッドウィル・

ヒュー・マネジメントの合併

(1)人材派遣・請負事業を営む結合当事企業(２

社)の名称及びその事業の内容、企業結合の法

的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的

を含む取引の概要

（１）結合当企業

の名称
㈱グッドウィル

㈱グッドウィル・

ヒュー・マネジメ

ント

（２）主な事業の

内容
人材派遣業 再就職支援事業

（３）企業結合の

法的形式
共通支配下の取引

（４）結合後企業

の名称 
㈱グッドウィル

（５）取引の目的

を含む取引

の概要

グループ経営資源の集中とグループ経

営体質の強化を図り、人材派遣事業に

おけるさらなる拡大成長とシェアアッ

プを目的として、平成18年３月１日を

合併日とし、㈱グッドウィルを存続会

社とする吸収合併方式によっており、

㈱グッドウィル・ヒュー・マネジメン

トは同日に解散しております。

(2)実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準　三　企業結合に

係る会計基準　４　共通支配下の取引等の会

計処理 (1) 共通支配下の取引」に規定する個

別財務諸表上及び連結財務諸表上の会計処理

を適用いたしました。

１.当社子会社㈱コムスンは、平成18年7月3日

開催の取締役会において、有料老人ホーム・

在宅介護事業を展開する日本シルバーサービ

ス㈱の株式を取得、子会社化することを決議

し、同日同社の株式を取得いたしました。

(1) 取得の目的

　有料老人ホームに強みを持つ日本シルバー

サービス㈱の株式取得により、施設介護事業

をさらに強化するためであります。

(2) 取得する会社の事業内容、規模 

　日本シルバーサービス㈱の主な事業内容は、

施設介護事業であり、東京、神奈川を中心に、

有料老人ホーム35施設、グループホーム2施設、

デイサービスセンター9ヶ所を展開しておりま

す。

　平成18年5月期の同社の資本金は80百万円、

売上高は11,103百万円、経常損失は1,122百万

円であります。

(3) 株式の取得先

　　大平　浩氏　他4名 

(4）取得する株式の数、取得価額および取得後の

持分比率

 ①取得株式数　　

　 　 150,000株(議決権の数150,000個)

 ②取得価額

 　　 367百万円

 ③取得後の持分比率

   　 93.8％

(5) 取得資金の調達方法

  自己資金
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前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30日）

２.株式分割

　当社は平成18年1月16日開催の取締役会にお

いて、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)株式分割の目的

　1株当たりの投資金額を引き下げ、さらに当

社株式の流動性向上を図るとともに、個人投資

家を含めより多くの投資家層の拡大等を目的と

するものです。

(2)株式分割の概要

①分割の方法

　平成18年2月28日最終の株主名簿および実質

株主名簿に記載された株主の所有普通株式1株

につき3株の割合をもって分割いたしました。

②分割により増加する株式数

　　普通株式　　　1,482,509.42株

③効力発生日

　　平成18年3月 1日

④株券交付日

　　平成18年4月20日

⑤配当起算日

　　平成18年1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

年度

当中間連結会計

年度
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

20,476円

90銭

19,862円

83銭

19,411円

89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株当たり当期

純利益金額

792円

70銭

701円

93銭

744円

57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

 ──────

 

 

792円

70銭

629円

10銭
 

２．アドミラルスタッフィングサービスの事業譲

渡

(1)被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合

を行った理由、企業結合日、企業結合の法的

形式、結合後企業の名称及び取得した議決権

比率

被取得企業の名称
アドミラルスタッフィング

サービス

取得した事業の内容 人材派遣・請負事業

企業結合を行った理由 営業網の構築

企業結合日 平成18年12月18日

企業結合の法的形式 事業譲渡

結合後企業の名称 TalentTree

(2)被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価   

　現金 780百万円（6,620千ドル）

(3)企業結合契約に規定される条件付取得対価の

内容及びそれらの今後の会計処理方針

この買収に関連して買収後2年間、利益成果条

項による支払いが生じる可能性があります。

２.当社は、平成18年7月12日開催の取締役会にお

いて、㈱ユージー・グローイングアップから平

成18年7月5日に分割された㈱ユージー・グロー

イングアップ東京の株式を取得、子会社化する

こと決議し、同日同社の株式を取得いたしまし

た。

(1)取得の目的

　当社グループの営むレストラン事業の拡大・

成長および総合介護事業を展開する当社グルー

プの㈱コムスンにおける施設介護、高齢者住宅

への「食事の提供」等を勘案し、総合的なグ

ループ企業価値の向上につながると判断したた

めであります。 

(2)取得する会社の事業内容、規模 

　㈱ユージー・グローイングアップ東京の事業

内容は、レストラン事業であり、東京地区に9

店舗を展開しております。

　同社の資本金は480百万円であり、㈱ユー

ジー・グローイングアップ東京に分割された9

店舗の平成18年2月期における業績は、売上高

2,921百万円、営業利益447百万円であります。

なお、上記業績は、本社コストおよび減価償

却費控除前（平成18年2月期の減価償却費は約

115百万円）のものであります。

(3)株式の取得先 

   ㈱ユージー・グローイングアップ 

(4)取得する株式の数、取得価額および取得後の

持分比率

①取得株式数

　 　9,600株（議決権の数9,600個）

②取得価額

  　 2,700百万円

③取得後の持分比率

  　 100.0％

(5)取得資金の調達方法

   自己資金

(6)その他

　平成18年10月1日をもって、当社グループの

㈱フードスコープを存続会社、㈱ユージー・グ

ローイングアップ東京を消滅会社とする吸収合

併を行う予定であります。
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前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30日）

３．自己株式の取得

　当社は平成18年2月28日開催の取締役会にお

いて、商法第211条ノ3第1項第2号の規定に基

づき、自己株式の取得を決議いたしました。

(1)自己株式の取得を行う理由

　機動的な資本政策の遂行を可能とするため

であります。

(2)取得の内容

①取得する株式の種類

当社普通株式

②取得する株式の総数

60,000株を上限とする

③株式の取得価額の総額

50億円を上限とする

④株式の取得期間

平成18年3月 1日から

平成18年3月31日まで

⑤株式取得の方法

東京証券取引所における市場買付

―――――― ３.当社は、平成18年7月18日開催の取締役会にお

いて、フジオーネ・テクノ・ソリューションズ

㈱の株式を取得、子会社化すること決議し、平

成18年7月31日、同社の株式を取得いたしまし

た。

(1)取得の目的 

　当社グループの営む総合人材サービス業の

うち、特に技術者派遣事業分野において、当

社グループの㈱グッドウィル・エンジニアリ

ングとの融合による事業強化を図るためであ

ります。

(2)取得する会社の事業内容、規模   

　フジオーネ・テクノ・ソリューションズ㈱

の主な事業内容は、

①情報システム(ソフトウェア・インフラ)の

設計、開発、構築

②情報通信ネットワークの企画、開発、運用、

保守

③携帯電話/デジタル機器等の製品設計評価及

び検証

④電気/電子/通信部門、半導体の設計、開発

⑤建築/土木の企画、設計、施工管理

⑥データエントリー/DTP

であります。 

　同社の平成18年3月期の資本金は480百万円、

売上高は20,477百万円、経常利益は344百万円

であります。

(3)株式の取得先

中尾 勇氏

(4)取得する株式の数、取得価額および取得後

の持分比率

①取得株式数

　　フジオーネ・テクノ・ソリューションズ

㈱株式        169,300株

　　        (議決権の数 169,300個)

　　㈱日設グループ・コア株式 80株

　　            (議決権の数　80個)

②取得価額

　　フジオーネ・テクノ・ソリューションズ

㈱株式　 　　  2,007百万円

　　㈱日設グループ・コア株式

　                　1,992百万円
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前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30日）

③取得後の持分比率

　㈱日設グループ・コアはフジオーネ・テ

クノ・ソリューションズ㈱の発行済株式

407,300株のうち168,000株を保有してお

ります。また、フジオーネ・テクノ・ソ

リューションズ㈱は、㈱日設グループ・

コアの発行済株式149株のうち69株およ

び自己株式70,000株を保有しております。

従って、上記株式取得後の当社の持分比

率は、フジオーネ・テクノ・ソリュー

ションズ㈱、㈱日設グループ・コア共に、

直接・間接保有を合わせて100.0％であ

ります。

(5)取得資金の調達方法

長期借入金

(6)その他

  平成18年10月1日をもって、フジオーネ・テ

クノ・ソリューションズ㈱を存続会社、㈱グッ

ドウィル・エンジニアリングを消滅会社とす

る吸収合併を行う予定であります。合併後の

会社名は、㈱グッドウィル・エンジニアリン

グとする予定であります。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　提供するサービスの性格上、生産能力を測定することは極めて困難でありますので、生産能力の記載は行ってお

りません。

 

(2）受注実績

　当中間連結会計期間における受注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 受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高（百万円） 前年同期比（％）

人材派遣・請負事業 69,070 131.2 1,819 2,249.7

 その他事業 407 43.5 550 40.6

合計 69,477 129.6 2,369 165.1

　（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

３．受注対象となる事業について記載しております。

４．従来「人材関連事業」として表示していた事業セグメントは、当中間連結会計期間より「その他事業」セグ

メントに含めて表示しております。なお、前年同期比は前中間連結会計期間を変更後の区分に組み替えて算

出しております。

５．「人材派遣・請負事業」の受注残高には、当中間連結会計期間末日より連結子会社となった会社に関する金

額が1,694百万円含まれております。

(3）販売実績

事業の種類別セグメントの名称 販売高（百万円） 前年同期比（％）

人材派遣・請負事業 80,941 147.9

介護・医療支援事業 40,741 131.3

シニアレジデンス・レストラン事業 5,581 ―

 その他事業 1,781 99.0

合計 129,046 147.4

　（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

３．従来「人材関連事業」として表示していた事業セグメントは、当中間連結会計期間より「その他事業」セグ

メントに含めて表示しております。なお、前年同期比は前中間連結会計期間を変更後の区分に組み替えて算

出しております。
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