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（訂正）平成19年３月期決算短信の一部訂正について

平成19年５月15日にお知らせ致しました「平成19年３月期決算短信」の記載内容に一部誤りがあ

りましたので、下記のとおり訂正致します。なお、訂正箇所は下線にて表示しております。

記

（１）３ページ 「（１）経営成績に関する分析」

【訂正前】
１）人材派遣・請負、人材紹介事業

当連結会計年度は、景気拡大傾向が続き堅調に需要が推移したほか、事業拡大戦略の一環としてパ

ーソナル株式会社を子会社化したことにより、売上高は221,883百万円（前連結会計年度比7.5％増）

となりました。また、利益面では、企業の正社員の採用拡大に伴い、収益性の高い紹介予定派遣や人

材紹介等の需要が増加し、また、効率的な広告出稿等によるコスト削減を行った結果、営業利益は

10,540百万円（同15.5％増）となりました。

【訂正後】
１）人材派遣・請負、人材紹介事業

当連結会計年度は、景気拡大傾向が続き堅調に需要が推移したほか、事業拡大戦略の一環としてパ

ーソナル株式会社を子会社化したことにより、売上高は221,883百万円（前連結会計年度比7.5％増）

となりました。また、利益面では、企業の正社員の採用拡大に伴い、収益性の高い紹介予定派遣や人

材紹介等の需要が増加し、また、効率的な広告出稿等によるコスト削減を行った結果、営業利益は

10,540百万円（同15.6％増）となりました。

（２）８ページ 「（４）対処すべき課題」

【訂正前】
①事業ポートフォリオの拡大

市場動向の変化に伴い、顧客企業及び求職者のニーズも、昨今様々に高度化・多様化が進んでおりま

す。当社グループでは、そのニーズに応えるべく、現状当社が手がけていない職種領域について事業化

の必要性を十分に検討の上、M＆Aによる経営資源の調達も視野に、積極的に進めていく所存であります。

また、専門企業との提携による専門性の高い職種や専門職域の育成型派遣などのサービス提供や、米

国派遣会社 Kelly Service,Inc.との連携を通じ、当社グループの手がけていない海外でのニーズに対応

することによって、その時々の顧客ニーズに応えるサービスラインナップを強化し顧客企業の満足度を

高めてまいります。

【訂正後】
①事業ポートフォリオの拡大

市場動向の変化に伴い、顧客企業及び求職者のニーズも、昨今様々に高度化・多様化が進んでおりま

す。当社グループでは、そのニーズに応えるべく、現状当社が手がけていない職種領域について事業化

の必要性を十分に検討の上、M＆Aによる経営資源の調達も視野に、積極的に進めていく所存であります。

また、専門企業との提携による専門性の高い職種や専門職域の育成型派遣などのサービス提供や、米

国派遣会社Kelly Services, Inc.との連携を通じ、当社グループの手がけていない海外でのニーズに対

応することによって、その時々の顧客ニーズに応えるサービスラインナップを強化し顧客企業の満足度

を高めてまいります。



（３）20ページ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

【訂正前】

項目
前連結会計年度

（自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

ホ 役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支出に備え

て、当社及び国内連結子会社の一部は内

規に基づく期末要支給額を計上しており

ます。

なお、平成17年９月において当社及び

国内連結子会社の役員の退職慰労金規程

を廃止し、平成16年度定時株主総会終結

時までの在任期間に対応する退職慰労金

を各役員の退任時に支払うこととしたた

め、当該期間に対応する内規に基づく要

支給額を計上しております。

ホ 役員退職慰労引当金

平成17年度定時株主総会において、当

社及び国内連結子会社の役員の退職慰労

金規定を廃止し、平成16年度定時株主総

会終結時までの在任期間に対応する退職

慰労金を各役員の退任時に支払うことを

決議いたしました。

これに伴い、確定した役員退職慰労金

は、固定負債「長期未払金」に計上して

おります。

【訂正後】

項目
前連結会計年度

（自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

ホ 役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支出に備え

て、当社及び国内連結子会社の一部は内

規に基づく期末要支給額を計上しており

ます。

なお、平成17年９月において当社及び

国内連結子会社の役員の退職慰労金規程

を廃止し、平成16年度定時株主総会終結

時までの在任期間に対応する退職慰労金

を各役員の退任時に支払うこととしたた

め、当該期間に対応する内規に基づく要

支給額を計上しております。

ホ 役員退職慰労引当金

平成17年度定時株主総会において、当

社及び国内連結子会社の役員の退職慰労

金規程を廃止し、平成16年度定時株主総

会終結時までの在任期間に対応する退職

慰労金を各役員の退任時に支払うことを

決議いたしました。

これに伴い、確定した役員退職慰労金

は、固定負債「長期未払金」に計上して

おります。



（４）30ページ 「３.退職給付費用に関する事項」

【訂正前】

前連結会計年度
（自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

（百万円） （百万円）

（1）勤務費用 208 244

（2）利息費用 12 15

（3）数理計算上の差異の費用処理額 △  29 △  12

（4）退職給付費用（1）+（2）+（3） 191 247

（5）確定拠出年金制度への移行等に伴
う損益

－ △  35

計 191 212

【訂正後】

前連結会計年度
（自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

（百万円） （百万円）

（1）勤務費用 208 244

（2）利息費用 12 15

（3）数理計算上の差異の費用処理額 △  29 △  12

（4）退職給付費用（1）+（2）+（3） 191 247

（5）確定拠出年金制度への移行等に伴
う損失

－ 35

計 191 282

（５）34ページ 「６.会計方針の変更」

【訂正前】
（役員賞与に関する会計基準）

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(3)ハに記載のとおり、当連結会計年度より

「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しております。この

変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の営業費用は98百万円増加し、営業

利益が同額減少しております。

【訂正後】
（役員賞与に関する会計基準）

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(4)ハに記載のとおり、当連結会計年度より

「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しております。この

変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の営業費用は98百万円増加し、営業

利益が同額減少しております。



（６）34ページ 「（２）所在地別セグメント情報」

【訂正前】
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。

【訂正後】
本邦の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの

資産の金額の合計に占める割合がいずれも 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。

（７）42ページ 「（３）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書 利益処分計算書」

【訂正前】

前事業年度
（株主総会承認日
平成18年６月27日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ 当期未処分利益 3,169

Ⅱ 利益処分額

１．配当金 922

２．役員賞与金 51

（うち監査役賞与金） （  －）

３．任意積立金

(1)別途積立金 2,000 2,973

Ⅲ 次期繰越利益 195

【訂正後】

前事業年度
（株主総会承認日
平成18年６月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ 当期未処分利益 3,169

Ⅱ 利益処分額

１．配当金 922

２．役員賞与金 51

（うち監査役賞与金） （  －）

３．任意積立金

(1)別途積立金 2,000 2,973

Ⅲ 次期繰越利益 195

以上


