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１．平成19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 5,601 10.3 252 156.8 260 161.0 134 174.2

18年９月中間期 5,077 5.7 98 △43.6 99 △42.3 49 △51.6

19年３月期 10,416  353  366  208  

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

円 銭 円 銭

19年９月中間期 4,913 22 － －

18年９月中間期 1,791 72 － －

19年３月期 7,586 89 － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 △10百万円 18年９月中間期 △5百万円 19年３月期 △14百万円

(2）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年９月中間期 2,970 1,831 61.6 66,708 83

18年９月中間期 2,679 1,630 60.8 59,390 59

19年３月期 3,095 1,773 57.3 64,604 97

（参考）自己資本 19年９月中間期 1,831百万円 18年９月中間期 1,630百万円 19年３月期 1,773百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 126 56 △54 1,152

18年９月中間期 △124 △81 △60 777

19年３月期 153 △108 △64 1,024

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － － － － － － 2,000 00 2,000 00

20年３月期 － － － － － －

20年３月期（予想） － － － － 2,000 00 2,000 00

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 11,500 10.4 405 14.6 405 10.4 220 5.6 8,014 57
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４．その他

(1）中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、18ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 27,450株 18年９月中間期 27,450株 19年３月期 27,450株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 －株 18年９月中間期 －株 19年３月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、26ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当中間期においては、景気は生産の一部に弱さが見られたものの、企業収益は改善し、設備投資が増加するなど、

回復傾向が継続しました。

  当社に関しては、前期の主要施策を継続・発展させ、エンジニアの募集・人材開発・処遇改善につとめ、企業のエ

ンジニア需要に応えてまいりました結果、当中間期のエンジニアの平均稼働人数は1,848人（前年同期比11.4%増）、

売上高は5,601,678千円（前年同期比10.3%増）となりました。

  以下、当中間期業容拡大の主な要因を記載いたします。

エンジニアの新規登録　『25％アップ』

  ITエンジニアの募集・採用力を高めるため、当社Ｗebサイトのメディア戦略を強化しました。

具体的には、

① Ｗebサイトの検索性、操作性を改善

② エンジニアに関心の高い内容やキャリア動向が分かる独自コンテンツを用意して認知度を改善

③ エンジニアのキャリアをテーマに、ワークスタイルやキャリア形成に特化したブログサイトを運営

など、サイトの集客力向上につなげてきました。これらの施策効果により、当中間期において前年同期比357人増の

1,790人の方に当社Ｗeb上で登録手続きをしていただくことができました。

戦略顧客との取引　『33％アップ』

  ITエンジニアの適材適所を進めるため、エンジニアが働きたくなる最先端の技術を持った会社や、安心して働ける

就労環境を持った会社との結びつきを強化しました。

  これら戦略顧客に対しては、単なる営業取引にとどまらず、会社の人材育成・活用戦略に積極的に関わり、協力し

て募集活動を行い、セミナー、研修を共催するなどした結果、取引先上位30社の売上高前年同期比は33%増となりまし

た。

新料金体系浸透　『エンジニア給与アップ』

  ITエンジニアの公正な処遇を進めるため、経済産業省が推奨するITスキル標準に準拠した独自のスキル体系を構築、

これに対応した新給与体系の適用拡大に努めました。この結果、当中間期はエンジニアの給与引き上げと、企業への

請求単価引き上げをはかることができました。

人材紹介事業の拡大　『粗利率アップ』

　収益性の高い人材紹介事業が想定を上回る伸びをしたことから、人材派遣・請負事業における社会保険料負担増加

の影響を吸収し、全社の粗利率は23.5％（前年同期は23.3％）と改善しました。

〔売上の内訳〕

　売上の内訳では、人材派遣・請負事業が5,498,739千円（前年同期比9.9%増）、人材紹介事業は102,938千円（前年

同期比43.0%増）となりました。

　人材派遣・請負事業においては、全般に企業のIT人材需要が強いなか、ネットワーク構築・運用を行うネットワー

クエンジニア部門では、企業ニーズと当社に登録するエンジニア層との親和性が比較的高く、資格取得支援などのエ

ンジニア育成策を積極的に進めた結果、部門売上高が1,789,548千円（前年同期比11.1%増）となりました。また、IT

サービス企業や一般事業会社のITサービス部門などでの需要拡大を背景としてＷeb制作などを担うクリエーター部門

の売上高が661,398千円（前年同期比18.2%増）となり、ディベロッパー部門ではプロジェクトマネージャーやソフト

ウェア開発に加え、製品の評価・検証を行うエンジニア需要が伸びており、部門売上高は1,642,977千円（前年同期比

4.2%増）となりました。このほか、サポートエンジニア部門の売上高が1,065,931千円（前年同期比8.3%増）、その他

部門の売上高が338,883千円（前年同期比23.6%増）となるなど、全部門で増収を果たすことができました。

　人材紹介事業においては、エンジニアのキャリアに多様な選択肢を提供する観点から、既存登録者のうち正社員志

向エンジニアの早期状況把握に注力したことで、年度初めの企業の正社員需要への対応が円滑に進んだこと、および

若年層を教育・育成する紹介予定派遣が伸びたこと、などにより、前年同期比で大幅な売上増加を達成することがで

きました。 

〔利益の概況〕

　人材派遣・請負事業の粗利率は、当社の加入する健康保険組合の保険料率変更、および毎年の厚生年金保険料の料

率変更などにより、社会保険料負担率は前年同期比で0.5%程度上昇しましたが、企業との取引条件そのものは改善し
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ており、また収益性の高い人材紹介事業が伸びたことから全体の粗利率が改善し、23.5%となりました。

　販管費では、期初の営業要員増員計画に比べ少ない人数で売上予算を達成できたこと、またIT投資の一部で実施時

期を下期に変更したことなどから、当中間期の売上高販管費比率は19.0%（前年同期実績は21.4%）、営業利益率は4.5%

（前年同期実績は1.9%）と大幅な収益性改善を果たすことができました。

　以上の結果、営業利益は252,130千円（前年同期比156.8%増）、経常利益260,591千円（前年同期比161.0%増）、中

間純利益134,867千円（前年同期比174.2%増）となりました。 

〔通期の見通し〕

　下期についても、概ね需要動向は良好な見通しを持っており、また、適正利益を確保しつつ成長投資を行える環境

にあると認識しています。

　この機を逃さず、ITエンジニアの登録増加に効果を発揮しているＷeb強化投資をさらに発展させ、キャリア提供の

機会を一層拡大していきたいと考えており、また前述のとおりIT投資の一部で実施時期を下期に変更していることな

どから、通期の見通しについては、現時点において、平成19年5月11日に公表しました業績予想から変更はなく、売上

高11,500,000千円（前年同期比10.4％増）、営業利益405,000千円（前年同期比14.6％増）、経常利益405,000千円（前

年同期比10.4％増）、当期純利益220,000千円（前年同期比5.6％増）を予定しています。 

〔事業別の売上状況〕

事業の種類別

前中間会計期間

（自　平成18年４月１日

  至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

  至　平成19年９月30日）

 対前年中間期

比較増減

前事業年度

（自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日）

金額（千円）
構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

 増減率

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

ネットワークエンジニア

ディベロッパー

サポートエンジニア

クリエーター

その他

1,610,225

1,576,888

984,224

559,784

274,083

31.7

31.1

19.4

11.0

5.4

1,789,548

1,642,977

1,065,931

661,398

338,883

32.0

29.3

19.0

11.8

6.1

179,323

66,089

81,706

101,613

64,799

11.1

4.2

8.3

18.2

23.6

3,317,683

3,138,098

2,002,332

1,200,729

616,266

31.9

30.1

19.2

11.5

5.9

人材派遣・請負事業合計 5,005,206 98.6 5,498,739 98.2 493,533 9.9 10,275,109 98.6

人材紹介事業合計 72,005 1.4 102,938 1.8 30,932 43.0 141,125 1.4

合計 5,077,212 100.0 5,601,678 100.0 524,465 10.3 10,416,235 100.0

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債、純資産に関する分析

  当中間会計期間末の総資産は、2,970,776千円となり、前事業年度末と比べ124,631千円（4.0％）の減少となりまし

た。その主な要因は、売掛金の減少などにより流動資産が90,438千円減少したことによるものであります。

　負債は、1,139,618千円となり、前事業年度末と比べ182,382千円（13.8％）の減少となりました。その主な要因は、

未払派遣人件費、未払法人税等の減少などにより流動負債が180,420千円減少したことによるものであります。

　その結果、純資産は1,831,157千円となり、前事業年度末と比べ57,750千円（3.3％）の増加となりました。 

 ②キャッシュ・フローの状況

　当中間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1,152,679千円となり、前事業年度末と比

べ128,374千円の増加となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

　営業活動の結果得られた資金は126,214千円となりました。これは主に税引前中間純利益が238,506千円、売上債権

の減少額が165,867千円、法人税等の支払額が150,640千円、未払派遣人件費の減少額が71,377千円であったことなど

によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

　投資活動の結果得られた資金は56,583千円となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入が66,240千円

あったことなどによるものです。　 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

　財務活動の結果使用した資金は54,423千円となりました。これは配当金の支払い54,423千円によるものです。　
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 ③キャッシュ・フロー関連指標の推移 

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期
平成19年９月中間

期

自己資本比率（％） 50.6 55.0 55.8 57.3 61.6

時価ベースの自己資本比率

（％）
565.0 264.6 226.0 102.0 87.1

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
0.7 0.7 0.1 0.0 0.0

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
50.7 59.0 262.8 351.3 976.1

注）１．自己資本比率：自己資本／総資産　　　　　

　　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産　　　　　

　　　　キャッシュフロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

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

　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い　　　　　　　　　　

　　　　※　株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式総数により計算しておりま

　　　　　　す。

　　　　※　営業キャッシュ・フローはキャッシュ・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、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、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）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、年1回以上の剰余金の配当を安定的に行うことを基本方針としており、配当性向、および内部留保資金の状

況を勘案のうえ、中期的な企業価値を高めるよう総合的に判断していく方針です。内部留保資金については、今後の

事業規模拡大に必要となる店舗投資やIT投資、および経常の運転資金増加に備えていきたいと考えています。

　当社はこれまでは期末に1回配当を行い、中間配当は行っていません。剰余金の配当の決定機関は、期末配当につい

ては株主総会、中間配当については取締役会です。

　当期の配当につきましては、安定配当の観点から、1株あたり2,000円の配当を予定しています。（中間配当は実施

せず、期末配当のみ） 

(4）事業等のリスク

  最近の有価証券報告書（平成19年6月27日提出）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略しま

す。
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２．企業集団の状況
 

（事業系統図）
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社は「ＩＴ Humanware® Company」として、ＩＴエンジニアの自己実現の機会を提供し、企業とキャリアのベスト

マッチングを通じて最適配置を行うことを存在意義とし、以下の様な基本方針を掲げて経営に望んでいます。

  ａ．自己実現の機会の提供（対個人）

     社内外を問わず、パソナテックに関わるメンバー各自が可能性を信じ、プロフェッショナリズムを発揮し、相 

   　互啓発を通して自己実現できる機会を提供します。

  ｂ．理想的な企業文化の実現

     事業に関わる全ての人々の満足度を高め、21世紀のリーダーとして、フェアでオープンな理想的企業文化を構

   　築し維持します。

(2）目標とする経営指標

  ＩＴエンジニアの人材サービス事業、流動化市場は中期的な成長市場であると認識しており、プロフェッショナル

派遣としての付加価値のある利益率の維持向上を前提に、売上規模の拡大を最優先の戦略として位置づけています。

中期的には、売上成長率二桁の維持、営業利益率5%以上、株主資本利益率20%以上を経営目標とします。  

(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社は、中長期的な経営目標として、ＩＴエンジニアの流動化プラットフォームを確立し、「ＩＴエンジニアのキャ

リア創造カンパニー」「ＩＴエンジニアサービスNo.1企業」を目指します。

  当社はITエンジニアサービスの市場成長余地は引き続き大きいと判断しています。そのため、①ITエンジニア・顧

客企業双方に満足度が高く、また、人材サービス企業としてコンプライアンスを重視した信頼度の高いサービス品質

を維持すること、②一定の収益力を維持することを重視しつつも、当面は③規模の拡大に力を入れていきたいと考え

ています。

  規模の拡大を図るための経営戦略は、ａ．ITエンジニアに対するブランド力の強化、ｂ．営業基盤の拡充、ｃ．Ｉ

Ｔエンジニアサービスの「ワンストップソリューション」機能の強化、の３つです。 

(4）会社の対処すべき課題

  中長期的な成長力の強化を目指すため、当社は以下の項目への取り組みを図っていきます。

  ａ．ＩＴエンジニアに対するブランド力の強化

    ＩＴエンジニアに対するブランド力向上のため、とりわけ当社webサイトのメディアとしての集客力を高めるこ 

  とを目指し、新規登録エンジニアの増加を図ります。

    また、就業中のエンジニアについても就業中のコミュニケーション、カウンセリングの強化を図り、当社で継続

  的に就業していただけるよう信頼度、満足度を高めることで、就労エンジニア人数の増加を目指します。

  ｂ．ITエンジニアに対するキャリア創造力の強化

  様々な雇用形態、職種、就業先に対応し、ITエンジニアの自己実現、キャリアディベロップメントをサポートしま

  す。

  ｃ．営業基盤の拡充

    現在の主要取引先であるIT企業との取引深耕をすすめながら、一般事業法人、官公庁等へ取引基盤の拡大を目指

  　します。

    また、取引拡大にあたっては、単なる数の拡大ではなく、当社と一緒にエンジニアを育成していけるパートナー

  　企業との取引を強化します。

  ｄ．ITエンジニアサービスの「ワンストップソリューション」強化    

① 職種の多様化

　ITエンジニアの「ワンストップソリューション」を充実させるべく、顧客企業のニーズに合わせた職種の開発、

展開を行い、ハイエンドからエントリーレベルまでのITエンジニアフルラインサービスの確立を図ります。

② アウトソーシング業務の本格展開

　人材派遣を中心としながら、BPO等顧客の業務アウトソーシングのニーズにこたえていくため、ユニット型派遣

等を強化します。
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  777,149   1,152,679   1,024,304   

２．売掛金  1,320,607   1,312,140   1,478,008   

３．貯蔵品  11,671   11,393   10,057   

４．その他  95,729   110,457   166,551   

５．貸倒引当金  △1,369   △2,421   △4,233   

　　　流動資産合計   2,203,788 82.2  2,584,249 87.0  2,674,688 86.4

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１  91,016 3.4  67,201 2.3  75,304 2.4

(2）無形固定資産           

１．ソフトウェア  39,450   12,484   14,526   

２．その他  713   2,988   713   

無形固定資産合計   40,163 1.5  15,472 0.5  15,239 0.5

(3）投資その他の資産           

  １．投資有価証券  135,236   30,700   68,159   

  ２．関係会社株式  40,000   15,674   25,740   

３．敷金及び保証金  114,507   116,567   114,627   

４．その他  57,369   144,445   123,522   

５．貸倒引当金  △2,200   △3,535   △1,874   

投資その他の資産合計   344,912 12.9  303,852 10.2  330,175 10.7

固定資産合計   476,092 17.8  386,526 13.0  420,719 13.6

資産合計   2,679,881 100.0  2,970,776 100.0  3,095,408 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  44,808   26,582   43,842   

２．未払派遣人件費  542,733   566,322   637,699   

３．一年内支払予定長期リース債務  3,907   ―   －   

４．未払法人税等  57,052   102,965   157,260   

５．賞与引当金  66,668   76,595   68,255   

６．役員賞与引当金  2,500   1,850   3,700   

７．その他 ※２ 260,474   289,636   333,614   

流動負債合計   978,143 36.5  1,063,952 35.8  1,244,372 40.2

Ⅱ　固定負債           

１．役員退職慰労引当金  71,466   75,666   77,628   

固定負債合計   71,466 2.7  75,666 2.6  77,628 2.5

負債合計   1,049,609 39.2  1,139,618 38.4  1,322,001 42.7

           
 （純資産の部）           

 Ⅰ　株主資本           

 　１．資本金   551,500 20.6  551,500 18.6  551,500 17.8

 　２．資本剰余金           

 　　（1）資本準備金  198,369   198,369   198,369   

 　　資本剰余金合計   198,369 7.4  198,369 6.7  198,369 6.4

 　３．利益剰余金           

 　　（1）その他利益剰余金           

 　　　　繰越利益剰余金  840,821   1,079,866   999,898   

 　　利益剰余金合計　   840,821 31.3  1,079,866 36.3  999,898 32.3

 　　　株主資本合計   1,590,690 59.3  1,829,735 61.6  1,749,767 56.5

 Ⅱ．評価・換算差額等           

 　１．その他有価証券評価差額金  39,581   1,421   23,638   

 　　評価・換算差額等合計   39,581 1.5  1,421 0.0  23,638 0.8

 　　純資産合計   1,630,271 60.8  1,831,157 61.6  1,773,406 57.3

 　　負債純資産合計   2,679,881 100.0  2,970,776 100.0  3,095,408 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   5,077,212 100.0  5,601,678 100.0  10,416,235 100.0

Ⅱ　売上原価   3,892,249 76.7  4,286,658 76.5  7,964,151 76.5

売上総利益   1,184,962 23.3  1,315,020 23.5  2,452,083 23.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費   1,086,796 21.4  1,062,889 19.0  2,098,698 20.1

営業利益   98,165 1.9  252,130 4.5  353,385 3.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  1,983 0.1  8,740 0.2  13,959 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  295 0.0  279 0.0  499 0.0

経常利益   99,852 2.0  260,591 4.7  366,845 3.5

Ⅵ　特別利益 ※３  ― ―  150 0.0  43,309 0.4

Ⅶ　特別損失 ※４  10,643 0.2  22,234 0.4  47,398 0.4

税引前中間（当期）純利益   89,208 1.8  238,506 4.3  362,756 3.5

法人税、住民税及び事業税  51,374   97,460   201,113   

法人税等調整額  △11,348 40,026 0.8 6,178 103,639 1.9 △46,617 154,496 1.5

中間（当期）純利益   49,182 1.0  134,867 2.4  208,260 2.0
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
551,500 198,369 198,369 829,578 829,578 1,579,447

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）    △32,940 △32,940 △32,940

利益処分による役員賞与

（注）
   △5,000 △5,000 △5,000

中間純利益    49,182 49,182 49,182

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
      

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
― ― ― 11,242 11,242 11,242

平成18年９月30日　残高

（千円）
551,500 198,369 198,369 840,821 840,821 1,590,690

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
― ― 1,579,447

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △32,940

利益処分による役員賞与

（注） 
  △5,000

中間純利益   49,182

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
39,581 39,581 39,581

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
39,581 39,581 50,823

平成18年９月30日　残高

（千円）
39,581 39,581 1,630,271

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成19年３月31日　残高

（千円）
551,500 198,369 198,369 999,898 999,898 1,749,767

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当    △54,900 △54,900 △54,900

中間純利益    134,867 134,867 134,867

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
      

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
― ― ― 79,967 79,967 79,967

平成19年９月30日　残高

（千円）
551,500 198,369 198,369 1,079,866 1,079,866 1,829,735

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日　残高

（千円）
23,638 23,638 1,773,406

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当   △54,900

中間純利益   134,867

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△22,216 △22,216 △22,216

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△22,216 △22,216 57,750

平成19年９月30日　残高

（千円）
1,421 1,421 1,831,157
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
551,500 198,369 198,369 829,578 829,578 1,579,447

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）    △32,940 △32,940 △32,940

利益処分による役員賞与

（注）
   △5,000 △5,000 △5,000

当期純利益    208,260 208,260 208,260

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
      

事業年度中の変動額合計

（千円）
－ － － 170,320 170,320 170,320

平成19年３月31日　残高

（千円）
551,500 198,369 198,369 999,898 999,898 1,749,767

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
－ － 1,579,447

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △32,940

利益処分による役員賞与

（注） 
  △5,000

当期純利益   208,260

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
23,638 23,638 23,638

事業年度中の変動額合計

（千円）
23,638 23,638 193,958

平成19年３月31日　残高

（千円）
23,638 23,638 1,773,406

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の
キャッシュ・フロー

計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前中間（当期）純利益  89,208 238,506 362,756

減価償却費  42,958 9,569 79,229

貸倒引当金の増加額または減少額（△）  473 △150 3,010

賞与引当金の増加額  12,815 8,339 14,402

役員賞与引当金の増加額または減少額（△）  2,500 △1,850 3,700

前払年金費用の減少額または増加額（△）  △2,435 1,980 △3,829

役員退職慰労引当金の増加額または減少額

（△） 
 152 △1,962 6,315

投資損失引当金の増加額  － － 14,260

受取利息及び受取配当金  △455 △1,225 △1,190

支払利息  295 129 436

投資有価証券評価損  － － 15,196

関係会社株式評価損  － 10,065 －

投資有価証券売却益  － － △43,309

固定資産除却損  － 9,916 2,868

減損損失  10,643 2,252 15,074

事業譲渡益  － － △10,000

売上債権の減少額または増加額（△）  △35,799 165,867 △193,199

たな卸資産の減少額または増加額（△）  1,115 △1,336 2,729

前払費用の減少額または増加額（△）  7,068 3,079 △1,347

その他の流動資産の減少額または増加額（△）  △15,616 △24,446 10,094

破産債権、再生債権、更生債権その他

これらに準ずる債権の増加額
 △1,566 △1,660 △1,223

仕入債務の減少額  △6,446 △17,260 △7,412

未払派遣人件費の増加額または減少額（△）  △49,302 △71,377 45,663

未払金の増加額または減少額（△）  5,578 △31,989 37,765

未払費用の増加額または減少額（△）  △15,996 △9,937 3,152

未払消費税等の減少額  △37,602 △14,206 △5,770

前受金の増加額または減少額（△）  △255 540 △632

その他の流動負債の増加額または減少額（△）  △758 2,978 △8,985

その他  △7 208 △5,193

役員賞与の支払額  △5,000 － △5,000

小計  1,566 276,032 329,561

利息及び配当金の受取額  107 951 534

利息の支払額  △295 △129 △436
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前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の
キャッシュ・フロー

計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

法人税等の支払額  △125,596 △150,640 △176,358

営業活動によるキャッシュ・フロー  △124,218 126,214 153,300

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

投資有価証券の取得による支出  △20,000 － △20,000

投資有価証券の売却による収入  － 66,240 2,000

関係会社株式の取得による支出  △40,000 － △40,000

関係会社への出資による支出  － － △31,148

有形固定資産の取得による支出  △19,717 △4,548 △20,033

無形固定資産の取得による支出  △2,254 △2,275 △4,873

貸付けによる支出  △120 － △120

貸付金の回収による収入  1,110 － 1,210

敷金及び保証金の差入れによる支出  △2,210 △2,873 △2,330

敷金及び保証金の返還による収入  220 40 220

事業譲渡による収入  － － 10,000

その他の投資活動による収入  1,176 － 1,176

その他の投資活動による支出  － － △4,160

投資活動によるキャッシュ・フロー  △81,796 56,583 △108,059

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

配当金支払いによる支出  △32,522 △54,423 △32,717

ファイナンス・リース債務の返済による

支出
 △28,332 － △32,240

財務活動によるキャッシュ・フロー  △60,855 △54,423 △64,957

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額または減少額(△)  △266,870 128,374 △19,716

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,044,020 1,024,304 1,044,020

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※1 777,149 1,152,679 1,024,304
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

 

(1）有価証券

  関連会社株式

　　　移動平均法による原価法　

　その他有価証券

 　　時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等によ

る時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）を

採用しております。

 　　時価のないもの

 　　　移動平均法による原価法

(2）たな卸資産　

(1）有価証券

  関連会社株式

　　　　　　同左　

   その他有価証券

 　  時価のあるもの　　　

　　　　同左

 

 

 

 

 　  時価のないもの

 　 　 　　　同左

(2）たな卸資産

(1）有価証券

 関連会社株式

　　　        同左 

   その他有価証券

 　　時価のあるもの

 決算日の市場価格等による時価

法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）を採用し

ております。 

 　　時価のないもの

 　　　　　　 同左

(2）たな卸資産 　

 　貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法

　貯蔵品

　　　　　同左

  貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

 　定率法

 　主な耐用年数

 　　建物　　　　　８～15年

 　　器具及び備品　３～15年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1）有形固定資産

 　　　　　　同左

 　

 　　

 　　

 　(会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中間

会計期間より、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しておりま

す。

　これにより損益に与える影響は

軽微であります。

(1）有形固定資産

 　定率法

　 主な耐用年数 

　　建物　　　　　８～15年 

　　器具及び備品　３～15年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2）無形固定資産

　自社利用のソフトウェアは、社

内の利用可能見込期間（５年）に

よる定額法

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　自社利用のソフトウェアは、社

内の利用可能見込期間（３～５

年）による定額法

３．引当金の計上基準 (1）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、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 (2）投資損失引当金

－ 

(2）投資損失引当金 

－ 

(2）投資損失引当金 

　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、必要額を計上してお

ります。 

 (3）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の賞与支給見込額のうち、

当中間会計期間負担額を計上して

おります。

(3）賞与引当金

同左

(3）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の賞与支給見込額のうち、

当期負担額を計上しております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 (4）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて、当

事業年度における支給見込額の

当中間会計期間負担額を計上し

ております。

　（会計方針の変更）

　当中間会計期間より、「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。

　これにより営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益は、そ

れぞれ2,500千円減少しておりま

す。　

(4）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて、当

事業年度における支給見込額の

当中間会計期間負担額を計上し

ております。　

(4）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて、当

期における支給見込額に基づき

計上しております。

　（会計方針の変更）

　当期より、「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。

　これにより営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益は、そ

れぞれ3,700千円減少しておりま

す。　

　　　　　 

 (5）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における

退職給付債務及び年金資産の見

込み額に基づき、当中間会計期

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、当中間会計期間末にお

いては、年金資産が退職給付債

務額を上回ったため、前払年金

費用を計上しております。 

 

 

　（追加情報）　

　退職給付に係る会計処理は、前

期中間会計期間において退職給付

債務の計算方法を簡便法によって

おりましたが、当中間会計期間に

おいては原則法により計算する方

法を採用しております。

　この変更は、退職給付債務を原

則法で計算することにより、退職

給付債務算定の精度を高め、退職

給付費用の期間帰属をより適正に

処理するとともに財務内容の一層

の健全化を図るためのものです。

(5）退職給付引当金

　　　　　同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－

(5）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及び

年金資産の見込み額に基づき、当

期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、当期末においては、年金

資産が退職給付債務額を上回った

ため、前払年金費用を計上してお

ります。

　数理計算上の差異は、発生の翌

事業年度に一括償却することとし

ております。 

 

 

 

 

 

 

－

 (6）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、役員退職慰労金内規に基

づく中間会計期間末要支給額を計

上しております。

(6）役員退職慰労引当金

同左

(6）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、役員退職慰労金内規に基

づく期末要支給額を計上しており

ます。

４．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。

　また、リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるファイナン

ス・リース取引については、通常の

売買処理に係る方法に準じた会計処

理によっております。

同左 同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（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か月以内に

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

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間

 （自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

 （自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度

 （自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

 当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第

５号　平成17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年

12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

1,630,271千円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、当

中間会計期間における中間貸借対照表の純資産

の部については、改正後の中間財務諸表等規則

により作成しております。

　　　　  　　　　 ―

 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

 当事業年度より、「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

1,773,406千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資

産の部については、財務諸表等規則の改正に伴

い改正後の財務諸表等規則により作成しており

ます. 

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

 (中間貸借対照表）

　「投資有価証券」は、前中間期まで、投資その他の資産の

「その他」に含めて表示していましたが、当中間期末におい

て資産総額の100分の５を超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間期末の「投資有価証券」の金額は2,000千円

であります。

 

 －
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額及び減

損損失累計額

   72,118千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

 

      60,465千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

 

         68,202千円

※２．仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流

動負債の「その他」に含めて表示してお

ります。

※２．　　　　　　同左 ※２．　　　　　　同左

 

　３．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行１行と当座貸越契約を

締結しております。これらの契約に基づ

く当中間会計期間末の借入未実行残高は、

次のとおりであります。

　３．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行１行と当座貸越契約を

締結しております。これらの契約に基づ

く当中間会計期間末の借入未実行残高は、

次のとおりであります。

　３．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行１行と当座貸越契約を

締結しております。これらの契約に基づ

く当事業年度末の借入未実行残高は、次

のとおりであります。

当座貸越契約の総額 100,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額    100,000千円

当座貸越契約の総額      100,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額      100,000千円

当座貸越契約の総額 100,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額  100,000千円
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．営業外収益のうち重要なもの  ※１．営業外収益のうち重要なもの  　※１.　営業外収益のうち重要なもの  

保険解約返戻金 794 千円

受取利息 455 千円

移転補償金収入 7,098千円

受取利息 1,225千円

 事業譲渡益 10,000千円 

 受取利息 1,190千円 

 保険金収入 895千円 

※２.営業外費用のうち重要なもの ※２.営業外費用のうち重要なもの ※２.営業外費用のうち重要なもの

支払利息 295 千円 支払利息 129千円 支払利息 436千円

※３．　　　　　　　― ※３．　　　　　　　― ※３．特別利益のうち重要なもの

    投資有価証券売却益    43,309千円 

※４．特別損失のうち重要なもの

  

  

　  

　  

  

  

  　　減損損失

  当中間会計期間において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。

※４．特別損失のうち重要なもの

固定資産除却損  

　建物附属設備 5,077千円

　器具及び備品 4,839千円

　　　　計  9,916千円

関係会社株式評価損 10,065千円

  

  　   減損損失

　当中間会計期間において、当社は以下の

資産グループについて減損損失を計上しま

した。

※４．特別損失のうち重要なもの

固定資産除却損  

　器具及び備品 1,593千円

　ソフトウェア 1,275千円

　　　　計  2,868千円

投資有価証券評価損 15,196千円

投資損失引当金繰入額 14,260千円

  　   減損損失

 当事業年度において、当社は以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。

 (１）減損損失を認識した資産グループの概要

場所 用途 種類

東京都渋谷区 サーバー 器具及び備品 

 (１）減損損失を認識した資産グループの概要

場所 用途 種類

東京都渋谷区 遊休資産 器具及び備品 

 (１）減損損失を認識した資産グループの概要

場所 用途 種類

東京都渋谷区 遊休資産 器具及び備品 

  ソフトウェア 

 (２）減損損失の認識に至った経緯

　　データバックアップ用として取得したサー

バーが、遊休状態にあり今後の使用の目処が

明確になっていないため、減損処理し、減損

損失として特別損失に計上しております。

 (２）減損損失の認識に至った経緯

　　遊休状態である資産で今後使用見込みのな

い資産について減損を認識し、各資産の帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として計上しております。なお、

回収可能価額は正味売却価額により測定して

おり、正味売却価額は売却が困難であるため

零としております。

 (２）減損損失の認識に至った経緯

　　遊休状態である資産で今後使用見込みのな

い資産について減損を認識し、各資産の帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として計上しております。なお、

回収可能価額は正味売却価額により測定して

おり、正味売却価額は売却が困難であるため

零としております。

 (３）減損損失の金額

種類 金額（千円）

 器具及び備品 10,643

  上記の資産は、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、減損損失10,643千円を計上し

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、正味売却価額は、売却が

困難であるためゼロとしております。

 (３）減損損失の金額

種類 金額（千円）

 器具及び備品 2,252

 (３）減損損失の金額

種類 金額（千円）

 器具及び備品 14,705

 ソフトウェア 368

  ５．減価償却実施額   ５．減価償却実施額   ５．減価償却実施額

有形固定資産     12,731千円

無形固定資産   30,226千円

有形固定資産  7,527千円

無形固定資産  2,042千円

有形固定資産   23,103千円

無形固定資産     56,125千円

㈱パソナテック（２３９６）平成 20 年３月期中間決算短信（非連結）

－ 20 －



（中間株主資本等変動計算書関係）

 前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 １.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 27,450 ― ― 27,450

合計 27,450 ― ― 27,450

自己株式

普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

 ２.新株予約権に関する事項

 　該当事項はありません。

 

 ３.配当に関する事項

 　　配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月28日

定時株主総会
普通株式 32,940 1,200 平成18年３月31日 平成18年６月28日

 当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 １.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 27,450 － － 27,450

合計 27,450 － － 27,450

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 ２.新株予約権に関する事項

 該当事項はありません。

 

 ３.配当に関する事項

 　　配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月27日

定時株主総会
普通株式 54,900 2,000 平成19年３月31日 平成19年６月28日
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 前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 27,450 － － 27,450

合計 27,450 － － 27,450

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 ２.新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当事業年度
末残高
（千円）

前事業年度
末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

提出会社 平成16年６月25日定時株主総

会決議に基づく新株予約権

 （注）１

普通株式 883 － 25 858 －

平成17年６月28日定時株主総

会決議に基づく新株予約権

（注）１,２

普通株式
270

 

－

 

10

 

260

 

－

 

合計 － 1,153 － 35 1,118 －

 　（注）１.平成16年６月25日定時株主総会決議に基づく新株予約権及び平成17年６月28日定時株主総会決議に基づく　

新株予約権の当事業年度減少は新株予約権の消滅によるものであります。

 　（注）２.平成17年６月28日定時株主総会決議に基づく新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

 

 ３.配当に関する事項

 （1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月28日

定時株主総会
普通株式 32,940 1,200 平成18年３月31日 平成18年６月28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）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月27日

定時株主総会
普通株式 54,900 2,000 平成19年３月31日 平成19年６月28日

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

現金及び預金勘定は一致しております。

※１．　　　　　　同左 ※１．現金及び現金同等物の期末残高と現金

及び預金勘定は一致しております。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間会計期間末残高相当

額

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

累計額相当額及び中間会計期間末残高相当

額

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

累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間会
計期間
末残高
相当額
(千円)

器具及び備品 80,150 50,295 29,854

合計 80,150 50,295 29,854

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間会
計期間
末残高
相当額
(千円)

器具及び備品 68,859 48,589 20,269

合計 68,859 48,589 20,269

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

器具及び備品 64,975 41,832 23,142

合計 64,975 41,832 23,142

（2）未経過リース料中間会計期間末残高相当

額

（2）未経過リース料中間会計期間末残高相当

額

（2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 13,490千円

１年超 17,390千円

合計    30,880千円

１年内 14,330千円

１年超 6,709千円

合計 21,040千円

１年内 13,433千円

１年超           10,630千円

合計          24,063千円

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料       10,029千円

減価償却費相当額     9,370千円

支払利息相当額  459千円

支払リース料       7,222千円

減価償却費相当額      6,756千円

支払利息相当額     315千円

支払リース料     17,194千円

減価償却費相当額       16,082千円

支払利息相当額          808千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引 

１年内      25,309千円

１年超          ―千円

合計 25,309千円

 

 （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。

２．オペレーティング・リース取引 

１年内   3,090千円

１年超        2,832千円

合計   5,922千円

 

 （減損損失について）

　 　　　　　　　　同左

 ２．オペレーティング・リース取引 

 １年内 ―千円 

 １年超  ―千円 

 合計  ―千円 

 

 （減損損失について）

　 　　　　　　　　同左

（企業結合等）

 該当事項はございません。
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

１.その他有価証券で時価のあるもの 

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額（千

円） 
差額（千円） 

株式 48,500 115,236 66,736

合計 48,500 115,236 66,736

　２.時価評価されていない主な有価証券の内容 

中間貸借対照表計上額（千円）

(1）関連会社株式

　　　非上場株式 40,000

(2）その他有価証券

非上場株式 20,000

当中間会計期間末（平成19年９月30日現在）

１.その他有価証券で時価のあるもの 

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額（千

円） 
差額（千円） 

株式 23,500 25,897 2,397

合計 23,500 25,897 2,397

　２.時価評価されていない主な有価証券の内容 

中間貸借対照表計上額（千円）

(1）関連会社株式

　　　非上場株式 15,674

(2）その他有価証券

非上場株式 4,803

前事業年度末（平成19年３月31日現在）

１.その他有価証券で時価のあるもの  

取得原価（千円） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

株式 23,500 63,356 39,856

合計 23,500 63,356 39,856

 ２.時価評価されていない主な有価証券の内容 

貸借対照表計上額（千円）

(1）関連会社株式

非上場株式 25,740

(2）その他有価証券

非上場株式 4,803
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（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　当社はデリバティブ取引を全く行っ

ておりませんので、該当事項はありま

せん。

同左 同左

（ストック・オプション等関係）

 前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 該当事項はありません。

 当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 該当事項はありません。

 前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 当事業年度において存在したストック・オプションの内容 

平成16年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　５名

当社従業員　80名

当社取締役　５名

当社従業員　29名

株式の種類別のストック・オプション

の数（注）
普通株式　900株 普通株式　270株

付与日 平成16年11月19日 平成17年11月18日

権利確定条件

①新株予約権の割当を受けた者は、権

利行使時においても、当社の取締役、

監査役もしくは従業員の地位にあるこ

とを要す。ただし、当社の取締役もし

くは監査役を任期満了により退任した

場合、定年退職その他正当な理由があ

る場合にはこの限りではない。

②新株予約権行使日の前日のＪＡＳＤ

ＡＱ市場における当社株式の終値が、

1株当たりの払込金額の１.5倍以上で

あることを要する。

③新株予約権の質入その他の処分は認

めない。

④新株予約権者が死亡した場合は、相

続人がこれを行使できるものとする。

ただし⑤に規定する「新株予約権割当

契約」による。

⑤この他の条件は、当社と新株予約権

者との間で締結する「新株予約権割当

契約」の定めるところによる。

 ①新株予約権の割当を受けた者は、権

利行使時においても、当社の取締役、

監査役もしくは従業員の地位にあるこ

とを要す。ただし、当社の取締役もし

くは監査役を任期満了により退任した

場合、定年退職その他正当な理由があ

る場合にはこの限りではない。

②新株予約権の質入その他の処分は認

めない。

③新株予約権者が死亡した場合は、相

続人がこれを行使できるものとする。

ただし④に規定する「新株予約権割当

契約」による。

④この他の条件は、当社と新株予約権

者との間で締結する「新株予約権割当

契約」の定めるところによる。

 

 

 

 

 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 同左

権利行使期間
自　平成16年11月19日

至　平成26年６月24日　

自　平成19年６月29日

至　平成22年６月28日

権利行使価格（円） 　　　345,285 　　　231,578

（注）株式数に換算して記載しております。 
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（持分法損益等）

 
 
 

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

関連会社に対する投資の金

額（千円）　

40,000 40,000 40,000

持分法を適用した場合の投

資の金額（千円） 

34,277 15,274 25,734

持分法を適用した場合の投

資利益の金額（千円）

△5,722 △10,460 △14,265

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 59,390円59銭

１株当たり

中間純利益金額
 1,791円72銭

１株当たり純資産額 66,708円83銭

１株当たり

中間純利益金額
  4,913円22銭

１株当たり純資産額 64,604円97銭

１株当たり

当期純利益金額
7,586円89銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

 

　　　　　　　同左

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　（注）　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。

 
前中間会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

中間（当期）純利益金額（千円） 49,182 134,867 208,260

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益金額（千円） 49,182 134,867 208,260

期中平均株式数（株） 27,450 27,450 27,450

希薄化を有しないため、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２種類

 (新株予約権の数1,122

個）

 

新株予約権２種類

 (新株予約権の数1,098

個）

 

 新株予約権２種類

（新株予約権の数1,118

個)

 

（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

― ― ―
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５．生産、受注及び販売の状況

（１）生産実績及び受注実績

　　 当社は、人材派遣・請負、人材紹介などのサービス提供を業務としておりますので、該当事項はありません。

（２）販売実績

     販売実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別

前中間会計期間

（自　平成18年４月１日

  至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

  至　平成19年９月30日）

 対前年中間期

比較増減

前事業年度

（自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日）

金額（千円）
構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

 増減率

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

ネットワークエンジニア

ディベロッパー

サポートエンジニア

クリエーター

その他

1,610,225

1,576,888

984,224

559,784

274,083

31.7

31.1

19.4

11.0

5.4

1,789,548

1,642,977

1,065,931

661,398

338,883

32.0

29.3

19.0

11.8

6.1

179,323

66,089

81,706

101,613

64,799

11.1

4.2

8.3

18.2

23.6

3,317,683

3,138,098

2,002,332

1,200,729

616,266

31.9

30.1

19.2

11.5

5.9

人材派遣・請負事業合計 5,005,206 98.6 5,498,739 98.2 493,533 9.9 10,275,109 98.6

人材紹介事業合計 72,005 1.4 102,938 1.8 30,932 43.0 141,125 1.4

合計 5,077,212 100.0 5,601,678 100.0 524,465 10.3 10,416,235 100.0
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