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（百万円未満切捨て） 

１．平成 19 年９月中間期の連結業績（平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日） 

(1) 連結経営成績      （％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 117,004   4.7 5,297  △ 0.8 5,448     1.1 2,730   5.1 

18 年 ９月中間期 111,711   7.9 5,341  18.6 5,390  18.6 2,599  30.5 

19 年 ３月期 228,868   － 11,040   － 11,156   － 5,880   － 

 

 
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 4,432 38 4,420 60 

18 年 ９月中間期 4,227 17 4,211 05 

19 年 ３月期 9,564 43 9,528 69 

（参考）持分法投資損益 19 年９月中間期 11 百万円 18 年９月中間期 △ 25 百万円 19 年３月期 △ 32 百万円 

 

(2) 連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円    銭

19 年 ９月中間期 63,483   41,481   63.4   65,336  71 

18 年 ９月中間期 60,057   36,619   58.9   57,524  53 

19 年 ３月期 65,138   39,400   58.6   61,980  52 

（参考）自己資本  19 年９月中間期 40,269 百万円 18 年９月中間期 35,367 百万円 19 年３月期 38,164 百万円 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年 ９月中間期 2,674   △  683   △   662   23,275   

18 年 ９月中間期 4,042   △  373   △   979   21,126   

19 年 ３月期 7,665   △ 2,524   △  1,644   21,935   

 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

 円  銭 円  銭 円  銭 

19 年 ３月期 900   00 1,100   00 2,000   00 

20 年 ３月期 1,100   00 －     

20 年 ３月期（予想） －     1,100   00 
2,200   00 

 

３．平成 20 年３月期の連結業績予想（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 245,400  7.2 11,840  7.2 12,000  7.6 6,050  2.9 9,814 72 

http://www.tempstaff.co.jp/
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４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 無 

 

(2) 中間連結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、14 ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

 

(3) 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 616,345 株 18 年９月中間期 614,832 株 19 年３月期 615,757 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（連結）の算定の基礎となる株式数については、30 ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。 

 

(参考)個別業績の概要 

１．平成 19 年９月中間期の個別業績（平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日） 

 (1)個別経営成績           (％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 80,384   4.8 3,404 △ 0.1 3,950   1.4 2,368  12.8 

18 年９月中間期 76,719   6.5 3,407  33.8 3,895  30.9 2,099  40.0 

19 年３月期 156,230   － 6,953   － 7,671   － 4,303   － 

 

 
１株当たり中間 

（当期）純利益 
 円   銭

19 年９月中間期 3,843  68 

18 年９月中間期 3,414  58 

19 年３月期 6,998  45 

 

 (2)個別財政状態 

 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 53,806   32,695   60.8  53,047  87 

18 年９月中間期 49,635   29,230   58.9  47,542  69 

19 年３月期 53,600   30,957   57.8  50,276  17 

（参考）自己資本  19 年９月中間期 32,695 百万円  18 年９月中間期 29,230 百万円  19 年３月期 30,957 百万円 

 

２．平成 20 年３月期の個別業績予想(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 167,660 7.3 7,520 8.1 8,270 7.8 4,520 5.0 7,332 65 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提と

なる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績 (1)経営成績に関する

分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 
 

（１）経営成績に関する分析 

① 当中間連結会計期間の概況 

（単位：百万円） 

増 減 率 
 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 金  額 増 減 率

売 上 高 111,711 117,004 5,293 4.7％

営 業 利 益 5,341 (4.8％) 5,297 (4.5％) △  44 △  0.8％

経 常 利 益 5,390 (4.8％) 5,448 (4.6％) 57 1.1％

中 間 純 利 益 2,599 (2.3％) 2,730 (2.3％) 131 5.1％

（注）（ ）内の数値は、売上高に対する構成比を記載しております。 

 

 当中間連結会計期間の人材ビジネスでは、回復基調の長期化の中、企業の雇用拡大に伴う強い人材需要が続き、引き

続き旺盛な需要が寄せられております。一方では、需給の逼迫の影響や“ワーク・ライフ・バランス”の浸透の結果、

短時間正社員・在宅勤務制度など、雇用・就業制度の多様化が進んでおり、いかに求人・求職双方のニーズを汲み取っ

てマッチングするかが重要な課題となっております。 

 このような情勢のもと、当社グループは、求職者一人ひとりに親身に、誠実に向き会い、仕事を通じて夢や歓びの提

供を目指し、平成 19 年８月から９月にかけ「ジブンカエドキキャンペーン」を実施いたしました。このキャンペーン

は、「予約なしお仕事相談会」「適職場診断」「仕事に役立つ各種セミナー」など、仕事探しに役立つヒント満載の企画

のほか、従来予約制を取っている登録手続きを期間中は事前予約不要とするなど、気軽に立ち寄り相談や登録ができる

機会を設けました。さらに期間中、「じっくり聞きます宣言！」を宣言し、親身に相談に応じる体制を整えました。 

また、登録者のオン・オフ含めた生活全般の支援を目的に、登録者向けの福利厚生制度「テンプスタッフグループク

ラブオフ」及び「心と体の健康相談室」を開始いたしました。「テンプスタッフグループクラブオフ」は、登録後すぐ

に約 45,000 のレジャー、ライフサポート等のサービス利用が可能になるほか、「心と体の健康相談室」では、登録者か

らの相談を有資格のカウンセラーが受け付け、心身のコンディションづくりを支援します。これらの新福利厚生制度に

より既存登録者のキャリアアップや就業の支援を図ると共に新規登録者の獲得を目指します。 

 従来より進めております、職住近接・地域密着型オフィス展開の一環として、新たに市原オフィス（千葉）、函館オ

フィス（北海道）を新設したほか、グローバル戦略の一環として、アジア地域で９ヵ所目となるテンプスタッフ・イン

ドネシア（PT.TEMPSTAFF INDONESIA）を設立いたしました。 

 この結果、当中間連結会計期間の売上高は 117,004 百万円（前年同期比 4.7％増）、営業利益は 5,297 百万円（同 0.8％

減）、経常利益は 5,448 百万円（同 1.1％増）、中間純利益は 2,730 百万円（同 5.1％増）となりました。 

 

② 事業別の状況 

（単位：百万円） 

売 上 高 営 業 費 用 営 業 利 益 
 

前中間期 当中間期 前中間期 当中間期 前中間期 当中間期 

人材派遣・請負、人材紹介事業 108,354 113,369 103,243 108,263 5,111 5,105 

アウトソーシング事業 4,159 4,637 3,887 4,373 272 264 

そ の 他 の 事 業 704 528 581 738 122 △  210 

小   計 113,219 118,536 107,712 113,375 5,506 5,160 

消 去 又 は 全 社 △  1,507 △ 1,531 △  1,342 △ 1,667 △    164 136 

連   結 111,711 117,004 106,369 111,707 5,341 5,297 

 

事業の種類別セグメントの業績（セグメント間内部取引消去前）は次のとおりです。 

１）人材派遣・請負、人材紹介事業 

 当中間連結会計期間は、顧客企業からの需要が堅調に推移するとともに、キャンペーン等による求職者募集も奏

功し、売上高は 113,369 百万円（同 4.6％増）となりました。また、紹介予定派遣の需要を取り込んだことにより、

収益性の高い人材紹介が大幅に増加しましたが、オフィス展開に伴う人員増強により、人件費等が増加した結果、

営業利益は 5,105 百万円（同 0.1％減）となりました。 

 

２）アウトソーシング事業 

 当中間連結会計期間は、好調な企業業績を背景としたスポット的な業務の受託など、新規案件の受託が順調であ

った結果、売上高は 4,637 百万円（同 11.5％増）となりました。また、今後の成長を見据えた先行投資を行った

結果、営業利益は 264 百万円（同 2.9％減）となりました。 

 



テンプスタッフ㈱（2476）平成 20 年３月期中間決算短信 

－ 4 － 

３）その他の事業 

 当中間連結会計期間は、再就職支援事業は、官公庁を中心とした受託案件が引き続き堅調でありましたが、企業

のリストラの沈静化による影響を受け、教育関連その他の事業を含め、売上高は 528 百万円（同 25.0％減）とな

り、営業損失は 210 百万円（前年同期は 122 百万円の営業利益）となりました。 

 

③ 通期の見通し 

当中間連結会計期間の業績は、概ね予定通りに推移しており、通期の業績予想については平成 19 年５月 15 日決算

発表時点と変更はありません。 

 

【平成 20 年３月期連結業績予想】                           （単位：百万円） 

 
平成 20 年３月期 

（通期見通し） 

平成 19 年９月中間期 

（中間実績） 
進 捗 率 

売 上 高 245,400 117,004  47.7％ 

営 業 利 益 11,840 (4.8％) 5,297 (4.5％) 44.7％ 

経 常 利 益 12,000 (4.9％) 5,448 (4.6％) 45.4％ 

当 期 純 利 益 6,050 (2.5％) 2,730 (2.3％) 45.1％ 

（注）（ ）内の数値は、売上高に対する構成比を記載しております。 

 

【平成 20 年３月期個別業績予想】                           （単位：百万円） 

 
平成 20 年３月期 

（通期見通し） 

平成 19 年９月中間期 

（中間実績） 
進 捗 率 

売 上 高 167,660 80,384  47.9％ 

営 業 利 益 7,520 (4.5％) 3,404 (4.2％) 45.3％ 

経 常 利 益 8,270 (4.9％) 3,950 (4.9％) 47.8％ 

当 期 純 利 益 4,520 (2.7％) 2,368 (2.9％) 52.4％ 

（注）（ ）内の数値は、売上高に対する構成比を記載しております。 

 

（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当中間連結会計期間末の総資産は、前中間連結会計期間末より 3,426 百万円増加し 63,483 百万円となりました。

これは主に、流動資産の現金及び預金が 2,494 百万円増加し 23,651 百万円となったほか、固定資産ののれんが 1,405

百万円増加し 3,226 百万円となったことによるものであります。 

自己資本は 4,902 百万円増加し 40,269 百万円となり、自己資本比率は 63.4％となりました。これは主に、利益剰

余金が 4,761 百万円増加し 37,729 百万円となったことによるものであります。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

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、前連結会計年度末から 1,340 百万円

増加（前年同期は 2,692 百万円の増加）し、当中間連結会計期間末現在の残高は 23,275 百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。 

（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、2,674 百万円（前年同期比 33.8％減）となりました。これは主に、税金等調整前中

間純利益が 5,431 百万円（前年同期比 1.0％増）、売上債権の減少額が 2,555 百万円（前年同期比 285.5％増）、となっ

た一方、営業債務の減少額が 2,093 百万円（前年同期は 768 百万円の増加）、法人税等の支払額が 3,564 百万円（前年

同期比 30.9％増）となったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、683 百万円（前年同期比 83.0％増）となりました。これは主に、有形固定資産の取

得334百万円（前年同期比85.3％増）及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得210百万円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） 

財務活動の結果使用した資金は、662 百万円（前年同期比 32.3％減）となりました。これは、配当金の支払 674 百万

円（前年同期比 26.0％減）によるものであります。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

 当社は将来の事業展開及びグループ全体の経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を

継続して実施していく事を基本方針としております。なお、配当性向といたしましては単体利益の 30％程度を目安

として、株主への利益配分を行っていく予定であります。 

上記方針に基づき、当中間期の業績及び今後の業績見通しから総合的に判断し、中間配当につきましては 1 株当た

り 1,100 円の配当とさせて頂きます。なお、期末配当につきましても１株当たり 1,100 円を予定しており、中間配当

と合わせた年間では１株当たり 2,200 円を予定しております。 
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２．企業集団の状況 
 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、連結子会社 41 社及び関連会社５社により構成されており、

「人材派遣・請負、人材紹介事業」「アウトソーシング事業」「その他の事業」を行っております。人材ビジネスでは

取引先企業の業界ならびに職種のニーズごとに求められるビジネススキームが異なることから、それぞれに専門特化

し営業を行う事によってノウハウを構築し、質の高いサービスを提供することが有効であるという考えの下、当社グ

ループは、専門の会社を設立してこれに対応しております。 

 

サービス提供 

登録 

その他の事業 （国内）○ テンプスタッフ転身サポート㈱ 
    ○ テンプスタッフラーニング㈱ 
    ○ 身体障害者雇用促進研究所㈱ 
    ○ テンプスタッフ・ウェルフェア㈱ 
    ◇ ㈱イー・スタッフィング 

◇ ㈱テンプ総合研究所 

（国内）○ テンプインターナショナル㈱ 
○ テンプエステート㈱ 

当    社 

（国内）○ テンプスタッフ・テクノロジー㈱ 

○ テンブロス㈱ 

○ テンプスタッフマーケティング㈱ 

○ グッドジョブ㈱ 

○ ケアテンプ㈱ 

○ テンプスタッフ・ゼムス㈱ 

○ テンプスタッフ・キャリア㈱ 

○ テンプスタッフファミリエ㈱ 

○ テンプスタッフ福岡㈱ 

○ テンプスタッフ・ウィッシュ㈱ 

○ テンプスタッフプラス㈱ 

○ テンプスタッフ・クリエイティブ㈱ 

○ テンプスタッフ・ユニバーサル㈱ 

○ テンプスタッフ・メディカライズ㈱ 

○ テンプスタッフ・フードスター㈱ 

○ テンプスタッフＳＰ㈱ 

○ テンプスタッフフロンティア㈱ 

○ パーソナル㈱ 

○ ㈱ワイズノットヒューマンキャピタル 

◇ テンプスタッフ・ライフアドバイザリー㈱ 

◇ テンプスタイル㈱ 

（海外）○ Tempstaff (Hong Kong) Ltd. 

○ TS Consulting International, Inc. 
    ○ Tempstaff (Singapore) Pte., Ltd.  
    ○ Tempstaff Recruitment Co., Ltd. 

    ○ Tempstaff Korea Co., Ltd. 

○ Shanghai Tempstaff Consulting Co., Ltd. 
○ Suzhou Tempstaff Consulting Co., Ltd. 
○ Tempstaff Taiwan Co.,Ltd. 
○ Tempstaff Guangzhou Ltd. 
○ PT.TEMPSTAFF INDONESIA 

サービス提供 

サービス提供 

アウトソーシング事業 （国内）○ テンプスタッフ・アウトソーシング㈱ 
    ○ テンプスタッフ・インテグレーション㈱ 
    ○ ビースケット㈱ 
    ○ テンプスタッフ･データ㈱ 
    ○ ㈱日本アイデックス 

◇ ㈱ディック・アルファ 
（海外）○ Suzhou Tempstaff Data Co., Ltd. 

顧
客
企
業
・
サ
ー
ビ
ス
希
望
者 

※ ○印は連結子会社、◇印は持分法適用関連会社であります。 

※ 下線は期中に増加した連結子会社であります。 

人材派遣・請負事業、人材紹介事業 

求
職
者 

（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、（２）目標とする経営指標、（３）中長期的な会社の経営戦略、（４）会社の対処すべき課題 

平成 19 年３月期決算短信（平成 19 年５月 15 日開示）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

省略しております。 

当社決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.tempstaff.co.jp/ir/library.html 

 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

 

http://www.tempstaff.co.jp/ir/library.html
http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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４．中間連結財務諸表 
（１）中間連結貸借対照表 

（単位：百万円、％） 

  
前中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年９月30日） 

対前中 

間期比 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額 構成比 金額 構成比 増減 金額 構成比

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金   21,156 23,651  22,372

２．受取手形及び売掛金   27,372 26,810  29,239

３．繰延税金資産   966 1,097  1,371

４．その他   1,489 1,730  2,030

貸倒引当金   △ 114 △  86  △  90

流動資産合計   50,869 84.7 53,202 83.8 2,333 54,924 84.3

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1)建物及び構築物  765 844  790

(2)器具及び備品  646 604  608

(3)土地  1,103 1,093  1,093

(4)その他  3 2,517 4.2 1 2,544 4.0 26 0 2,492 3.9

２．無形固定資産    

(1)のれん  1,821 3,226  3,253

(2)その他  158 1,979 3.3 196 3,423 5.4 1,443 214 3,468 5.3

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券  832 697  711

(2)差入保証金  2,196 2,527  2,318

(3)繰延税金資産  1,252 811  941

(4)その他  422 290  311

貸倒引当金  △  12 4,691 7.8 △  13 4,314 6.8 △ 376 △  29 4,252 6.5

固定資産合計   9,188 15.3 10,281 16.2 1,093 10,214 15.7

資産合計   60,057 100.0 63,483 100.0 3,426 65,138 100.0
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（単位：百万円、％） 

  
前中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年９月30日） 

対前中 

間期比 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額 構成比 金額 構成比 増減 金額 構成比

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．短期借入金   59 64   43

２．未払金   11,557 11,480   13,599

３．未払法人税等   3,258 2,284   3,594

４．未払消費税等   2,043 2,080   2,470

５．賞与引当金   1,419 1,653   1,522

６．役員賞与引当金   50 53   98

７．その他   3,109 3,258   3,109

流動負債合計   21,499 35.8 20,875 32.9 △ 624 24,440 37.5

Ⅱ 固定負債     

１．退職給付引当金   1,196 70   62

２．長期未払金   729 1,046   1,178

３．その他   11 10   55

固定負債合計   1,938 3.2 1,127 1.8 △ 811 1,296 2.0

負債合計   23,438 39.0 22,002 34.7 △1,435 25,737 39.5

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   919 1.5 992 1.6 73 964 1.5

２．資本剰余金   1,293 2.2 1,367 2.2 73 1,338 2.0

３．利益剰余金   32,967 54.9 37,729 59.4 4,761 35,681 54.8

株主資本合計   35,181 58.6 40,089 63.2 4,908 37,984 58.3

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価

差額金 
  177 0.3 154 0.2 △  23 164 0.3

２．為替換算調整勘定   9 0.0 25 0.0 16 15 0.0

評価・換算差額等合計   186 0.3 180 0.2 △  6 180 0.3

Ⅲ 少数株主持分   1,251 2.1 1,211 1.9 △  40 1,235 1.9

純資産合計   36,619 61.0 41,481 65.3 4,861 39,400 60.5

負債純資産合計   60,057 100.0 63,483 100.0 3,426 65,138 100.0
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（２）中間連結損益計算書 
（単位：百万円、％） 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

   至 平成19年９月30日）

対前中 

間期比 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 

   至 平成19年３月31日）

区分 
注記 

番号 
  金額  百分比   金額  百分比 増減   金額 百分比

Ⅰ 売上高   111,711 100.0 117,004 100.0 5,293 228,868 100.0

Ⅱ 売上原価   95,352 85.4 99,063 84.7 3,711 194,773 85.1

売上総利益   16,359 14.6 17,941 15.3 1,581 34,095 14.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  11,017 9.8 12,644 10.8 1,626 23,055 10.1

営業利益   5,341 4.8 5,297 4.5 △  44 11,040 4.8

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  2 14  9

２．受取配当金  4 1  7

３．持分法による投資利益  － 11  －

４．保険返戻金  9 －  14

５．業務受託料  9 22  42

６．助成金収入  7 43  35

７．受取還付金  12 －  19

８．移転補償金  － 32  －

９．その他  30 77 0.0 31 157 0.1 80 36 164 0.1

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  0 2  9

２．持分法による投資損失  25 －  32

３．その他  2 28 0.0 3 6 0.0 △  22 6 48 0.0

経常利益   5,390 4.8 5,448 4.6 57 11,156 4..9

Ⅵ 特別利益    

１．関係会社株式売却益  － －  151

２．保険返戻金  － －  44

３．貸倒引当金戻入額  － 7  －

４．その他  － － － － 7 0.0 7 19 215 0.1

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産処分損 ※２ 13 24  55

２．補償金  － －  37

３．退職金制度の変更に伴う損失  － －  35

４．その他  － 13 0.0 － 24 0.0 11 22 151 0.1

税金等調整前中間（当期）純利益   5,377 4.8 5,431 4.6 53 11,221 4.9

法人税、住民税及び事業税  2,907 2,255  5,508

法人税等調整額  △ 212 2,694 2.4 411 2,667 2.3 △  27 △ 339 5,169 2.2

少数株主利益   83 0.1 33 0.0 △  50 170 0.1

中間（当期）純利益   2,599 2.3 2,730 2.3 131 5,880 2.6
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（３）中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日） 
（単位：百万円） 

 株主資本 評価・換算差額等 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本
合計 

その他有
価証券評
価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計

平成18年３月31日残高 919 1,293 31,386 33,599 210 3 214 1,244 35,058

中間連結会計期間中の変
動額 

    

剰余金の配当（注） － － △  922 △  922 － － － － △  922

役員賞与（注） － － △   94 △   94 － － － － △   94

中間純利益 － － 2,599 2,599 － － － － 2,599

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） 

－ － － － △   33 6 △   27 6 △   20

中間連結会計期間中の変
動額合計 

－ － 1,581 1,581 △   33 6 △   27 6 1,561

平成18年９月30日残高 919 1,293 32,967 35,181 177 9 186 1,251 36,619

     
 （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。 

 

当中間連結会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年９月 30 日） 
（単位：百万円） 

 株主資本 評価・換算差額等 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本
合計 

その他有
価証券評
価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計

平成19年３月31日残高 964 1,338 35,681 37,984 164 15 180 1,235 39,400

中間連結会計期間中の変
動額 

    

新株の発行 28 28 － 57 － － － － 57

剰余金の配当 － － △  677 △  677 － － － － △  677

中間純利益 － － 2,730 2,730 － － － － 2,730

持分法適用関連会社減
少に伴う減少高 

－ － △   5 △   5 － － － － △   5

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） 

－ － － － △   10 10 0 △   24 △   24

中間連結会計期間中の変
動額合計 

28 28 2,047 2,105 △   10 10 0 △   24 2,080

平成19年９月30日残高 992 1,367 37,729 40,089 154 25 180 1,211 41,481
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前連結会計年度の連結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） 
（単位：百万円） 

 株主資本 評価・換算差額等 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本
合計 

その他有
価証券評
価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計

平成18年３月31日残高 919 1,293 31,386 33,599 210 3 214 1,244 35,058

連結会計年度中の変動額     

新株の発行 44 44 － 89 － － － － 89

剰余金の配当（注） － － △  922 △  922 － － － － △  922

剰余金の配当 － － △  553 △  553 － － － － △  553

役員賞与（注） － － △   94 △   94 － － － － △   94

当期純利益 － － 5,880 5,880 － － － － 5,880

連結子会社減少に伴う
減少高 

－ － △   14 △   14 － － － － △   14

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動
額（純額） 

－ － － － △  45 12 △  33 △   9 △   42

連結会計年度中の変動額
合計 

44 44 4,295 4,385 △  45 12 △  33 △   9 4,342

平成19年３月31日残高 964 1,338 35,681 37,984 164 15 180 1,235 39,400

     
 （注） 平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円） 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日）

対前中間期比 

前連結会計年度の要約

連結キャッシュ・フロー

計算書 

（自 平成18年４月１日

  至 平成19年３月31日）

区分 
注記 

番号 
金額 金額 増減 金額 

Ⅰ 営業活動による 

キャッシュ・フロー 
     

税金等調整前中間（当期）

純利益 
 5,377 5,431  11,221 

減価償却費  174 180  376 

のれん償却額  356 565  967 

持分法による投資損益  25 △      11  32 

退職給付引当金の増減額

（減少：△） 
 78 7  △  1,055 

賞与引当金の増加額  14 102  97 

役員賞与引当金の増減額

（減少：△） 
 50 △      45  98 

貸倒引当金の増減額 

（減少：△） 
 14 △      26  6 

受取利息及び受取配当金  △    6 △      16  △   16 

支払利息  0 2  9 

関係会社株式売却損益  － －  △   151 

固定資産処分損  13 24  56 

売上債権の増減額 

（増加：△） 
 662 2,555  △   984 

営業債務の増減額 

（減少：△） 
 768 △   2,093  2,665 

その他資産の増減額 

（増加：△） 
 △   260 94  △   552 

その他負債の減少額  △   405 △     546  △   137 

役員賞与の支払額  △   94 －  △   94 

少数株主に負担させた役

員賞与の支払額 
 △   11 －  △   11 

小計  6,758 6,225 △    532 12,526 

利息及び配当金の受取額  6 16  16 

利息の支払額  △    0 △       2  △    9 

法人税等の支払額  △  2,723 △   3,564  △  4,869 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 4,042 2,674 △  1,367 7,665 
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（単位：百万円） 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日）

対前中間期比 

前連結会計年度の要約

連結キャッシュ・フロー

計算書 

（自 平成18年４月１日

 至 平成19年３月31日）

区分 
注記 

番号 
金額 金額 増減 金額 

Ⅱ 投資活動による 

キャッシュ・フロー 
     

投資有価証券の売却によ

る収入 
 300 －  411 

投資有価証券の取得によ

る支出 
 △   349 －  △   300 

有形固定資産の売却によ

る収入 
 － －  27 

有形固定資産の取得によ

る支出 
 △   180 △     334  △   344 

無形固定資産の取得によ

る支出 
 △    1 △       4  △    81 

連結の範囲の変更を伴う子

会社株式の取得による支出 
 － △     210  △  2,472 

連結の範囲の変更を伴う子

会社株式の売却による収入 
 － －  211 

貸付による支出  △    3 △      68  △    6 

貸付金の回収による収入  14 82  31 

差入保証金にかかる支出  △   163 △     392  △   250 

差入保証金の回収にかか

る収入 
 28 184  132 

その他  △    18 59  117 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 △   373 △     683 △    310 △  2,524 

Ⅲ 財務活動による 

キャッシュ・フロー 
     

短期借入れによる収入  － 176  420 

短期借入金の返済による

支出 
 － △     160  △   213 

社債の償還による支出  － －  △   405 

株式の発行による収入  － 57  89 

配当金の支払額  △   910 △     674  △  1,467 

少数株主への配当金支払額  △    68 △      61  △    68 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 △   979 △     662 316 △  1,644 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る

換算差額 
 3 11 8 5 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  2,692 1,340 △  1,352 3,502 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首

残高 
 18,433 21,935 3,502 18,433 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高 
※ 21,126 23,275 2,149 21,935 
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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18年４月１日 

   至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しており

ます。 

(1)連結子会社の数  35社 

主要な連結子会社名 

テンプスタッフ・テクノロジー㈱

テンブロス㈱ 

テンプスタッフマーケティング㈱

グッドジョブ㈱ 

テンプスタッフ福岡㈱ 

㈱イタク 

㈱日本アイデックス 

 

すべての子会社を連結しており

ます。 

(1)連結子会社の数  41社 

主要な連結子会社名 

テンプスタッフ・テクノロジー㈱ 

テンブロス㈱ 

テンプスタッフマーケティング㈱ 

グッドジョブ㈱ 

テンプスタッフ福岡㈱ 

テンプスタッフ・アウトソーシン

グ㈱ 

㈱日本アイデックス 

 ㈱イタクにつきましては、平成19

年４月１日付けをもちまして、テン

プスタッフ・アウトソーシング㈱へ

商号変更しております。 

 

すべての子会社を連結しており

ます。 

(1)連結子会社の数  39社 

主要な連結子会社名 

テンプスタッフ・テクノロジー㈱

テンブロス㈱ 

テンプスタッフマーケティング㈱

グッドジョブ㈱ 

テンプスタッフ福岡㈱ 

㈱イタク 

㈱日本アイデックス 

  テンプスタッフＳＰ㈱は、当中間

連結会計期間に新たに設立したた

め連結の範囲に含めております。 

 ㈱ワイズノットヒューマンキャ

ピタル（平成19年４月２日取得）は、

株式取得に伴い連結の範囲に含め

ております。 

 PT.TEMPSTAFF INDONESIA は、当

中間連結会計期間に新たに設立し

たため連結の範囲に含めておりま

す。 

パーソナル㈱（平成18年11月17日

取得）は、株式取得に伴い連結の範

囲に含めております。 

テンプスタッフＳＰ㈱、テンプス

タッフフロンティア㈱、Suzhou 

Tempstaff Consulting Co.,Ltd.、

Suzhou Tempstaff Data Co.,Ltd.、

Tempstaff Taiwan Co.,Ltd.及び

Tempstaff Guangzhou Ltd.は、当連

結会計年度に新たに設立したため

連結の範囲に含めております。 

テンプスタッフ・ケリー㈱（平成

19年３月30日売却）は、株式売却に

伴い連結の範囲から除いておりま

す。 

KUNSHAN WIN DATA ＆ SYSTEM LTD.

は、解散に伴い当連結会計年度より

連結の範囲から除いております。 
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

   至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

２．持分法の適用に関する事項 (1)持分法適用の関連会社数  

              ５社

 主な会社名 

 ㈱イー・スタッフィング 

 ㈱テンプ総合研究所 

 ㈱ディック・アルファ 

テンプスタッフ・ライフアドバイ

ザリー㈱ 

テンプスタイル㈱ 

 

テンプスタッフ・ライフアドバイ

ザリー㈱、テンプスタイル㈱は、当

中間連結会計期間に新たに設立した

ため持分法の適用範囲に含めており

ます。 

 

(1)持分法適用の関連会社数  

              ５社 

 主な会社名 

㈱イー・スタッフィング 

㈱テンプ総合研究所 

㈱ディック・アルファ 

テンプスタッフ・ライフアドバイ

ザリー㈱ 

テンプスタイル㈱ 

 

パーソナル札幌㈱は、実質的な影

響がなくなったため持分法の適用

範囲から除外しております。 

(1)持分法適用の関連会社数 

              ６社

 主な会社名 

㈱イー・スタッフィング 

㈱テンプ総合研究所 

㈱ディック・アルファ 

テンプスタッフ・ライフアドバイ

ザリー㈱ 

テンプスタイル㈱ 

パーソナル札幌㈱ 

パーソナル札幌㈱（平成18年11月

17日取得）は、株式取得に伴い持分

法の適用範囲に含めております。 

テンプスタッフ・ライフアドバイ

ザリー㈱、テンプスタイル㈱は、当

連結会計年度に新たに設立したため

持分法の適用範囲に含めておりま

す。 

 

 (2)持分法適用していない非連結子

会社及び関連会社 

該当事項はありません。 

 

(2)持分法適用していない非連結子

会社及び関連会社 

同左 

(2)持分法適用していない非連結子

会社及び関連会社 

同左 

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、 

Tempstaff (Hong Kong) Ltd. 

TS Consulting International, Inc.

Tempstaff (Singapore) Pte., Ltd.

Tempstaff Recruitment Co., Ltd.

Shanghai Tempstaff Consulting  

Co., Ltd. 

Tempstaff Korea Co.,Ltd. 

KUNSHAN WIN DATA ＆ SYSTEM LTD.

の中間決算日は、６月30日でありま

す。 

 

 

 

 

 

中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同中間決算日現在の財務諸表

を使用しております。ただし、７月

１日から、中間連結決算日９月30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、 

Tempstaff (Hong Kong) Ltd. 

TS Consulting International, Inc. 

Tempstaff (Singapore) Pte., Ltd. 

Tempstaff Recruitment Co., Ltd. 

Shanghai Tempstaff Consulting   

Co., Ltd. 

Tempstaff Korea Co.,Ltd. 

Suzhou Tempstaff Consulting 

Co.,Ltd. 

Suzhou Tempstaff Data Co.,Ltd. 

Tempstaff Taiwan Co.,Ltd. 

Tempstaff Guangzhou Ltd. 

の中間決算日は、６月30日でありま

す。 

 

同左 

 連結子会社のうち、 

Tempstaff (Hong Kong) Ltd. 

TS Consulting International, Inc.

Tempstaff (Singapore) Pte., Ltd.

Tempstaff Recruitment Co., Ltd.

Shanghai Tempstaff Consulting  

Co., Ltd. 

Tempstaff Korea Co.,Ltd. 

Suzhou Tempstaff Consulting 

Co.,Ltd. 

Suzhou Tempstaff Data Co.,Ltd. 

Tempstaff Taiwan Co.,Ltd. 

Tempstaff Guangzhou Ltd. 

の決算日は、12月31日であります。

 

 

連結財務諸表の作成に当たって

は、同決算日現在の財務諸表を使用

しております。ただし、１月１日か

ら、連結決算日３月31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。 
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

   至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法 

 

① 有価証券 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

 

① 有価証券 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

 

① 有価証券 

 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基

づく時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）を採用

しております。 

同左  決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）を採用して

おります。 

  時価のないもの  時価のないもの  時価のないもの 

  移動平均法による原価法を採

用しております。 

 

同左 同左 

(2)重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

① 有形固定資産 

 当社及び連結子会社は、定率法

（ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を

除く）については定額法）を採用

しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物及び構築物  ６～47年 

器具及び備品   ２～20年 

 

① 有形固定資産 

           同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、当中間連結会計期

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。 

なお、この変更による損益への影

響額は僅少であります。 

 

① 有形固定資産 

           同左 

 

 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

  当社及び連結子会社は定額法

を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェア

については当社では即時償却を

しております。また、一部の連結

子会社では社内における利用可

能期間（５年）に基づいておりま

す。 

 

同左 同左 
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

   至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

(3)重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 

  当社及び連結子会社は、売上債

権、貸付金等の貸倒損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等につ

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。 

 

同左 同左 

 

 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

  当社及び国内連結子会社は従

業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額の当

中間連結会計期間負担額を計上

しております。 

 

同左  当社及び国内連結子会社は従

業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額の当

期負担額を計上しております。 

 ③ 役員賞与引当金 ③ 役員賞与引当金 ③ 役員賞与引当金 

 役員に対する賞与の支出に備

えるため、当連結会計年度におけ

る支給見込額の当中間連結会計

期間負担額を計上しております。

 

同左  役員賞与の支出に備えて、当連

結会計年度における支給見込額

に基づき計上しております。 

 ④ 退職給付引当金 ④ 退職給付引当金 ④ 退職給付引当金 

  当社及び国内連結子会社にお

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。 

 数理計算上の差異は、当中間連

結会計期間に全額費用処理して

おります。 

 一部の連結子会社は、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。 

  

 

 国内連結子会社のうち１社は、

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計上

しております。 

 数理計算上の差異は、当連結会

計年度に全額費用処理しており

ます。 
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

   至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

  （追加情報） 

 当社及び一部の連結子会社は、

平成19年３月に退職一時金制度

を廃止しており、その一部につい

ては平成19年４月１日に確定拠

出年金制度へ移行しております。 

 なお、制度改定に伴う清算未払

金は、流動負債の「未払金」、及

び固定負債の「長期未払金」に計

上しております。 

 

（追加情報） 

 当社及び一部の連結子会社は、

平成19年３月に退職一時金制度

を廃止しており、その一部につい

ては平成19年４月以降、確定拠出

年金制度へ移行する予定であり

ます。この制度改定に伴い、当連

結会計年度において退職給付債

務の清算金額と退職給付引当金

との差額35百万円を特別損失と

して計上しております。 

 なお、制度改定に伴う清算未払

金は、流動負債の「未払金」、及

び固定負債の「長期未払金」に計

上しております。 

 

 ⑤ 役員退職慰労引当金 ⑤  ⑤ 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、確定した金額の役

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。 

 

―――――――  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)重要なリース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。

 

同左 同左 

 

(5)その他中間連結財務諸表（連結

財務諸表）の作成のための重要

な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。 

 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

５．中間連結キャッシュ・フロー計

算書（連結キャッシュ・フロー

計算書）における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。 

 

同左 同左 
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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18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

    至 平成19年３月31日） 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より「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、経常利益及び税金等

調整前中間純利益は、それぞれ50百万円減少

しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載しております。 

 

 

――――――― 

（役員賞与に関する会計基準） 

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。 

  これにより営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益は、それぞれ98百万円減少

しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載しております。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

当中間連結会計期間より「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号 平成17年12月９日）を適用しており

ます。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は35,367百万円であります。 

 また、中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中間連結貸

借対照表の純資産の部については、改正後の

中間連結財務諸表規則により作成しており

ます。 

 

 

――――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当連結会計年度より「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

これまでの「資本の部」の合計に相当する

金額は38,164百万円であります。 

 なお、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、連結財務諸表

規則の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規

則により作成しております。 

 

 

 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日） 

（中間連結貸借対照表） 

前中間連結会計年度において、「連結調整勘定」と掲記されてい

たものは、当中間連結会計期間から「のれん」と表示しております。

 

（中間連結損益計算書） 

前中間連結会計期間において区分掲記しておりました「保険返戻

金」（当中間連結会計期間 3 百万円）及び「受取還付金」（当中間

連結会計期間 10 百万円）は、営業外収益の総額の 100 分の 10 以下

となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示しております。

 
（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」と掲記さ

れていたものは、当中間連結会計年度から「のれん償却額」と表示

しております。 

 

 
――――――― 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,555百万円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,668百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 

1,574百万円

 ２ 当社は、運転資金を効率的に調達するた

め、取引銀行３行とシンジケートローン契

約を締結しております。この契約に基づく

当中間連結会計期間末の借入未実行残高

は次のとおりであります。 

シンジケートローン

与信枠 
11,000百万円 

借入実行残高 －百万円 

差引額 11,000百万円 
 

 ２ 当社は、運転資金を効率的に調達するた

め、取引銀行３行とシンジケートローン契

約を締結しております。この契約に基づく

当中間連結会計期間末の借入未実行残高

は次のとおりであります。 

シンジケートローン

与信枠 
11,000百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 11,000百万円
 

 ２ 当社は、運転資金を効率的に調達するた

め、取引銀行３行とシンジケートローン契

約を締結しております。この契約に基づく

当連結会計期間末の借入未実行残高は次

のとおりであります。 

シンジケートローン

与信枠 
11,000百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 11,000百万円
 

 ３ 債務保証 

次の関係会社について、金融機関からの

借入に関し債務保証を行っております。 

テンプスタッフ・ライフ

アドバイザリー㈱ 
30百万円 

 

 ３ 債務保証 

次の関係会社について、金融機関からの

借入に関し債務保証を行っております。 

テンプスタッフ・ライフ

アドバイザリー㈱ 
40百万円

 

 ３ 債務保証 

次の関係会社について、金融機関からの

借入に関し債務保証を行っております。 

テンプスタッフ・ライフ

アドバイザリー㈱ 
30百万円

 

 

 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

従業員給料手当及び賞与 4,011百万円 

賞与引当金繰入額 672百万円 

役員賞与引当金繰入額 50百万円 

退職給付費用 56百万円 

賃借料 1,130百万円 

貸倒引当金繰入額 16百万円 
  

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

従業員給料手当及び賞与 4,580百万円

賞与引当金繰入額 870百万円

役員賞与引当金繰入額 56百万円

退職給付費用 72百万円

賃借料 1,271百万円

 
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

従業員給料手当及び賞与 9,124百万円

賞与引当金繰入額 770百万円

役員賞与引当金繰入額 98百万円

退職給付費用 110百万円

賃借料 2,807百万円

貸倒引当金繰入額 25百万円
 

   

※２ 固定資産処分損の内容は次のとおりで

あります。 

※２ 固定資産処分損の内容は次のとおりで

あります。 

※２ 固定資産処分損の内容は次のとおりで

あります。 

  
建物及び構築物 8百万円 

器具及び備品 4百万円 

その他 0百万円 

計 13百万円 
 

 
建物及び構築物 19百万円

器具及び備品 5百万円

その他 0百万円

計 24百万円
 

  
建物及び構築物 13百万円

器具及び備品 17百万円

その他 24百万円

計 55百万円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

発行済株式数     

普通株式 614,832 － － 614,832 

合計 614,832 － － 614,832 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

      該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

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 922 1,500 平成18年３月31日 平成18年６月28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 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年11月13日 
取締役会 

普通株式 553 利益剰余金 900 平成18年９月30日 平成18年12月７日
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当中間連結会計期間（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に関する事項 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

発行済株式数     

普通株式 615,757 588 － 616,345 

合計 615,757 588 － 616,345 

（注） 普通株式の増加 588 株は、新株予約権の権利行使に伴う新株発行によるものであります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

      該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

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 677 1,100 平成19年３月31日 平成19年６月28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 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年11月13日 
取締役会 

普通株式 677 利益剰余金 1,100 平成19年９月30日 平成19年12月７日
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前連結会計年度（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に関する事項 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当連結会計年度増加
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） 

発行済株式数     

普通株式 614,832 925 － 615,757

合計 614,832 925 － 615,757

（注） 普通株式の増加 925 株は、新株予約権の権利行使に伴う新株発行によるものであります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

      該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

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 922 1,500 平成18年３月31日 平成18年６月28日

平成18年11月13日 
取締役会 

普通株式 553 900 平成18年９月30日 平成18年12月７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 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
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 677 利益剰余金 1,100 平成19年３月31日 平成19年６月28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18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※ 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 

※ 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 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）
 

 （百万円）

現金及び預金勘定 21,156

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△  30

現金及び現金同等物の中
間期末残高 

21,126

  

 
 （百万円）

現金及び預金勘定 23,651

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△  375

現金及び現金同等物の中
間期末残高 

23,275

  

 
 （百万円）

現金及び預金勘定 22,372

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△  436

現金及び現金同等物の期
末残高 

21,935
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（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（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

累計額相当額及び期末残高相当額 

（単位：百万円） 

 取得価額

相当額 

減価償却

累計額相

当額 

中間期末

残高相当

額 

器具及

び備品 
779 321 457 

無形固

定資産

その他 

319 137 182 

合計 1,099 459 640 
 

（単位：百万円）

 取得価額

相当額

減価償却

累計額相

当額 

中間期末

残高相当

額 

器具及

び備品 
927 381 545 

無形固

定資産

その他 

258 139 119 

合計 1,185 520 664 
 

（単位：百万円）

 取得価額

相当額 

減価償却

累計額相

当額 

期末残高

相当額

器具及

び備品 
881 371 509 

無形固

定資産

その他 

324 171 152 

合計 1,205 543 662 
 

 (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 

１年内 221百万円

１年超 426百万円

合計 648百万円
 

１年内 224百万円

１年超 449百万円

合計 673百万円
 

１年内 225百万円

１年超 445百万円

合計 670百万円
 

 (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 114百万円

減価償却費相当額 110百万円

支払利息相当額 5百万円
 

支払リース料 133百万円

減価償却費相当額 127百万円

支払利息相当額 6百万円
 

支払リース料 242百万円

減価償却費相当額 232百万円

支払利息相当額 10百万円
 

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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

同左 同左 

 (5) 利息相当額の算定方法  (5) 利息相当額の算定方法  (5) 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。 

 

同左 同左 
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（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（単位：百万円） 

前中間連結会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日） 

当中間連結会計期間末 

（平成 19 年９月 30 日） 

前連結会計年度末 

（平成 19 年３月 31 日） 

種類 

取得原価 

中間連結

貸借対照

表計上額 

差額 取得原価

中間連結

貸借対照

表計上額

差額 取得原価 

連結貸借

対照表計

上額 

差額 

(1) 株式 83 381 297 83 342 259 83 361 277

(2) その他 100 105 5 100 105 5 100 105 5

合計 183 487 303 183 448 264 183 467 283

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（単位：百万円） 

 
前中間連結会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日） 

当中間連結会計期間末 

（平成 19 年９月 30 日） 

前連結会計年度末 

（平成 19 年３月 31 日） 

 中間連結貸借対照表計上額 中間連結貸借対照表計上額 連結貸借対照表計上額 

(1) その他有価証券  

非上場株式 191 91 91

計 191 91 91

 

 

（デリバティブ取引関係） 

 前中間連結会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日）、当中間連結会計期間（自平成 19 年４月１日 

至平成 19 年９月 30 日）及び前連結会計年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 
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（ストック・オプション等関係） 

前中間連結会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日） 

  該当事項はありません。 

 

 

当中間連結会計期間（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。 

 

 

前連結会計年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日） 

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

  該当事項はありません。 

 

２．当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容 

 平成 17 年ストック・オプション 

当社取締役     ２名 

子会社取締役    42 名 

当社従業員     142 名 
付与対象者の区分及び人数 

子会社従業員    17 名 

株式の種類別のストック・オプションの数 （注１） 普通株式     5,720 株 

付与日 平成 17 年２月 10 日 

権利確定条件 

付与日（平成 17 年２月 10 日）以

降、権利確定日（平成 19 年１月 31

日）まで継続して勤務しているこ

と。 

自 平成 17 年２月 10 日 
対象勤務期間 

至 平成 19 年１月 31 日 

自 平成 19 年２月 １日 
権利行使期間 

至 平成 23 年１月 31 日 

権利行使価格（円） 97,000 

付与日における公正な評価単価（円）（注２）   － 

（注１）株式数に換算して記載しております。 

（注２）会社法施行日前に付与されたストック・オプションであるため、記載しておりません。 
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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 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日） 

（単位：百万円） 

 
人材派遣・ 
請負、人材 
紹介事業 

アウトソーシ
ング事業 

その他の 
事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高   

(1)外部顧客に対する
売上高 

107,667 3,436 607 111,711 － 111,711

(2）セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

687 723 97 1,507 △ 1,507 －

計 108,354 4,159 704 113,219 △ 1,507 111,711

営業費用 103,243 3,887 581 107,712 △ 1,342 106,369

営業利益 5,111 272 122 5,506 △  164 5,341

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、市場及びサービス内容の類似性を考慮し、区分しております。 

２．各区分に属する主要なサービス 

事業区分 主要サービス 

人材派遣・請負、人材紹介事業 
一般事務職、専門事務職、IT 関連技術職、営業職等の人材派遣・

請負、人材紹介 

アウトソーシング事業 
顧客企業内もしくは当社グループ企業内にて行う、事務業務及び

軽作業等のアウトソーシング 

その他の事業 
会社都合の退職予定者等に対する面接指導や求人情報提供等の

再就職支援、個人及び企業を対象とした教育研修事業 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。 

４．会計方針の変更 

（役員賞与に関する会計基準） 

「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」に記載のとおり、当中間連結会計期間

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 50 百万円増加し、営

業利益が同額減少しております。 
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当中間連結会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年９月 30 日） 

（単位：百万円） 

 
人材派遣・ 
請負、人材 
紹介事業 

アウトソーシ
ング事業 

その他の 
事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高   

(1)外部顧客に対する
売上高 

112,732 3,850 421 117,004 － 117,004

(2）セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

636 787 107 1,531 △  1,531 －

計 113,369 4,637 528 118,536 △  1,531 117,004

営業費用 108,263 4,373 738 113,375 △  1,667 111,707

営業利益 5,105 264 △   210 5,160 136 5,297

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、市場及びサービス内容の類似性を考慮し、区分しております。 

２．各区分に属する主要なサービス 

事業区分 主要サービス 

人材派遣・請負、人材紹介事業 
一般事務職、専門事務職、IT 関連技術職、営業職等の人材派遣・

請負、人材紹介 

アウトソーシング事業 
顧客企業内もしくは当社グループ企業内にて行う、事務業務及び

軽作業等のアウトソーシング 

その他の事業 
会社都合の退職予定者等に対する面接指導や求人情報提供等の

再就職支援、個人及び企業を対象とした教育研修事業 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。 

４．会計方針の変更 

（有形固定資産の減価償却方法） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、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。 

なお、この変更による損益への影響額は僅少であります。 
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前連結会計年度（自 平成 18 年４月１日  至 平成 19 年３月 31 日） 

（単位：百万円） 

 
人材派遣・ 
請負、人材 
紹介事業 

アウトソーシ
ング事業 

その他の 
事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高   

(1）外部顧客に対する
売上高 

220,510 7,295 1,062 228,868 － 228,868

(2）セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

1,373 1,480 251 3,106 △ 3,106 －

計 221,883 8,776 1,314 231,974 △ 3,106 228,868

営業費用 211,343 8,005 1,359 220,708 △ 2,879 217,828

営業利益 10,540 771 △   45 11,266 △  226 11,040

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、市場及びサービス内容の類似性を考慮し、区分しております。 

２．各区分に属する主要なサービス 

事業区分 主要サービス 

人材派遣・請負、人材紹介事業 
一般事務職、専門事務職、IT 関連技術職、営業職等の人材派遣・

請負、人材紹介 

アウトソーシング事業 
顧客企業内もしくは当社グループ企業内にて行う、事務業務及び

軽作業等のアウトソーシング 

その他の事業 
会社都合の退職予定者等に対する面接指導や求人情報提供等の

再就職支援、個人及び企業を対象とした教育研修事業 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。 

４．会計方針の変更 

（役員賞与に関する会計基準） 

「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」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。 

 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日）、当中間連結会計期間（自平成 19 年４

月１日 至平成 19 年９月 30 日）及び前連結会計年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日） 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が 90％を超えているため、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 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日）、当中間連結会計期間（自平成 19 年４

月１日 至平成 19 年９月 30 日）及び前連結会計年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日） 

海外売上高は、いずれも連結売上高の 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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（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（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 57,524円53銭

１株当たり中間純利益
金額 

4,227円17銭

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額 

4,211円05銭

  

  

１株当たり純資産額 65,336円71銭

１株当たり中間純利益
金額 

4,432円38銭

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額 

4,420円60銭

  

  

１株当たり純資産額 61,980円52銭

１株当たり当期純利益
金額 

9,564円43銭

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額 

9,528円69銭

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

は、以下のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（百万円） 2,599 2,730 5,880 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益（百
万円） 

2,599 2,730 5,880 

期中平均株式数（千株） 614 616 614 

    

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（千株） 2 1 2 

（うち新株予約権） 2 1 2 

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18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当社は、平成 18 年 11 月 13 日開催の

取締役会において、パーソナル㈱の株式

の譲受けに関する契約の締結を決定し、

平成 18 年 11 月 17 日に同社株式を取得

しております。 

①目的 

 人材紹介事業の強化及び業容の拡大 

②株式取得の相手 

 パーソナル㈱ 

名誉会長 隅田献 

代表取締役会長兼社長 遠藤幸江 

他 ６名 

③取得する会社の概要 

会社名：パーソナル㈱ 

住 所：東京都中央区八重洲 

１-５-20 石塚八重洲ビル 

事業内容：販売職の有料職業紹介 

資本金：50 百万円 

④株式取得時期 

平成 18 年 11 月 17 日 

⑤取得する株式の数 ：87,650 株 

取得価額     ：2,900 百万円 

取得後の議決権比率：100％ 
⑥資金調達の方法  ：自己資金による 
 

 
───── 

当社は、平成 19 年３月 27 日開催の取

締役会において、㈱ワイズノットと資本

業務提携をすることを決定し、平成 19

年４月２日に㈱ワイズノットの子会社

㈱ワイズノットヒューマンキャピタル

の株式を取得しております。 

①目的 

IT 技術者の育成派遣事業における 

協業 

②株式取得の相手会社の概要 

会 社 名：㈱ワイズノット 

住  所：東京都渋谷区東３-16-３

      エフ・ニッセイ恵比寿ビル

代 表 者：代表取締役社長 嵐保憲

事業内容：オープンソース・テクノロ

ジーによるビジネス・ソリ

ューションの提供 

資本金：84 百万円 

③取得する会社の概要 

会社名：㈱ワイズノットヒューマン

キャピタル 

住 所：東京都渋谷区東３-16-３ 

     エフ・ニッセイ恵比寿ビル

事業内容：OSS 技術者特定派遣事業 

資本金：10 百万円 

④株式取得時期 

平成 19 年４月２日 

⑤取得する株式の数 ：133 株 

取得価額     ：363 百万円 

取得後の議決権比率：66.5％ 

⑥資金調達の方法  ：自己資金による
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５．中間財務諸表 
（１）中間貸借対照表 

（単位：百万円、％） 

  
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） 

対前中 

間期比 

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 構成比 金額 構成比 増減 金額 構成比

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金  16,247 18,337   16,531

２．受取手形  4 －   2

３．売掛金  18,789 18,282   20,189

４．貯蔵品  71 102   58

５．繰延税金資産  558 605   869

６．関係会社短期貸付金  1,523 1,458   1,665

７．その他  1,092 1,199   1,268

貸倒引当金  △ 235 △ 389   △ 400

流動資産合計   38,052 76.7 39,597 73.6 1,545 40,184 75.0

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※１    

(1)建物  419 435   408

(2)器具及び備品  424 392   388

(3)土地  417 417   417

  計  1,260 2.5 1,244 2.3 △ 16 1,214 2.2

２．無形固定資産     

(1)電話加入権  51 51   51

  計  51 0.1 51 0.1 － 51 0.1

３．投資その他の資産     

(1)投資有価証券  655 516   533

(2)関係会社株式  6,794 9,861   9,227

(3)繰延税金資産  1,026 572   668

(4)その他  1,794 1,963   1,721

貸倒引当金  △  0  △  0   △  0

  計  10,271 20.7 12,913 24.0 2,641 12,150 22.7

固定資産合計   11,583 23.3 14,209 26.4 2,625 13,416 25.0

資産合計   49,635 100.0 53,806 100.0 4,170 53,600 100.0
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（単位：百万円、％） 

  
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） 

対前中間

期比 

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 構成比 金額 構成比 増減 金額 構成比

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．未払金  8,231 8,049   9,807

２．未払法人税等  2,163 1,165   2,293

３．未払消費税等 ※２ 1,311 1,312   1,609

４．預り金  1,879 1,821   1,792

５．関係会社預り金  4,234 6,679   4,971

６．賞与引当金  706 814   786

７．役員賞与引当金  24 30   51

８．その他  448 485   473

流動負債合計   18,999 38.3 20,359 37.8 1,359 21,786 40.6

Ⅱ 固定負債     

１．退職給付引当金  840 －   －

２．長期未払金  558 745   851

３．その他  5 5   5

固定負債合計   1,405 2.8 751 1.4 △ 653 856 1.6

負債合計   20,405 41.1 21,110 39.2 705 22,642 42.2

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   919 1.8 992 1.9 73 964 1.8

２．資本剰余金     

 (1)資本準備金  1,293 1,367   1,338

資本剰余金合計   1,293 2.6 1,367 2.5 73 1,338 2.5

３．利益剰余金     

 (1)利益準備金  98 98   98

 (2)その他利益剰余金     

  別途積立金  24,450 24,450   24,450

  繰越利益剰余金  2,295 5,636   3,945

利益剰余金合計   26,843 54.1 30,184 56.1 3,341 28,493 53.2

株主資本合計   29,056 58.5 32,544 60.5 3,487 30,796 57.5

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価

差額金 
  174 0.4 151 0.3 △ 22 161 0.3

評価・換算差額等合計   174 0.4 151 0.3 △ 22 161 0.3

純資産合計   29,230 58.9 32,695 60.8 3,465 30,957 57.8

負債純資産合計   49,635 100.0 53,806 100.0 4,170 53,600 100.0
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（２）中間損益計算書 

（単位：百万円、％） 

  

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）

対前中 

間期比 

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  百分比   金額  百分比 増減   金額 百分比

Ⅰ 売上高   76,719 100.0 80,384 100.0 3,665 156,230 100.0

Ⅱ 売上原価   66,905 87.2 69,746 86.8 2,840 136,050 87.1

売上総利益   9,813 12.8 10,637 13.2 824 20,179 12.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  6,405 8.4 7,232 9.0 827 13,225 8.4

営業利益   3,407 4.4 3,404 4.2 △  3 6,953 4.5

Ⅳ 営業外収益 ※２  493 0.7 569 0.7 75 736 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※３  6 0.0 23 0.0 17 19 0.0

経常利益   3,895 5.1 3,950 4.9 54 7,671 4.9

Ⅵ 特別利益   － － － － － 84 0.1

Ⅶ 特別損失 ※４  161 0.2 32 0.0 △ 129 432 0.3

税金前中間（当期）

純利益 
  3,733 4.9 3,917 4.9 183 7,322 4.7

法人税、住民税及び事業税  1,856 1,183  3,184

法人税等調整額  △  221 1,634 2.2 366 1,549 2.0 △ 84 △  164 3,019 1.9

中間（当期）純利益   2,099 2.7 2,368 2.9 268 4,303 2.8
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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） 

（単位：百万円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金

資本剰余
金合計 

利益準備金
別途積立金

繰越利益
剰余金 

利益剰余
金合計 

株主資本
合計 

平成18年３月31日残高 919 1,293 1,293 98 22,450 3,169 25,717 27,930

中間会計期間中の変動額    

別途積立金の積立て（注） － － － － 2,000 △ 2,000 － －

剰余金の配当（注） － － － － － △  922 △  922 △  922

役員賞与（注） － － － － － △   51 △   51 △   51

中間純利益 － － － － － 2,099 2,099 2,099

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 － － － － 2,000 △  874 1,125 1,125

平成18年９月30日残高 919 1,293 1,293 98 24,450 2,295 26,843 29,056

    
 

評価・換算差額等 

 その他有
価証券評
価差額金 

評価・換算
差額等合
計 

純資産合計

平成18年３月31日残高 203 203 28,133

中間会計期間中の変動額  

別途積立金の積立て（注） － － －

剰余金の配当（注） － － △  922

役員賞与（注） － － △   51

中間純利益 － － 2,099

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額） 

△   28 △   28 △   28

中間会計期間中の変動額合計 △   28 △   28 1,096

平成18年９月30日残高 174 174 29,230
  
 （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） 

（単位：百万円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金

資本剰余
金合計 

利益準備金
別途積立金

繰越利益
剰余金 

利益剰余
金合計 

株主資本
合計 

平成19年３月31日残高 964 1,338 1,338 98 24,450 3,945 28,493 30,796

中間会計期間中の変動額    

新株の発行 28 28 28 － － － － 57

剰余金の配当 － － － － － △   677 △   677 △   677

中間純利益 － － － － － 2,368 2,368 2,368

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 28 28 28 － － 1,690 1,690 1,747

平成19年９月30日残高 992 1,367 1,367 98 24,450 5,636 30,184 32,544

    
 

評価・換算差額等 

 その他有
価証券評
価差額金 

評価・換算
差額等合
計 

純資産合計

平成19年３月31日残高 161 161 30,957

中間会計期間中の変動額  

新株の発行 － － 57

剰余金の配当 － － △   677

中間純利益 － － 2,368

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額） 

△  9 △  9 △  9

中間会計期間中の変動額合計 △  9 △  9 1,737

平成19年９月30日残高 151 151 32,695
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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） 

（単位：百万円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金

資本剰余
金合計 

利益準備金
別途積立金

繰越利益
剰余金 

利益剰余
金合計 

株主資本
合計 

平成18年３月31日残高 919 1,293 1,293 98 22,450 3,169 25,717 27,930

事業年度中の変動額    

新株の発行 44 44 44 － － － － 89

別途積立金の積立て（注） － － － － 2,000 △ 2,000 － －

剰余金の配当（注） － － － － － △  922 △  922 △  922

剰余金の配当 － － － － － △  553 △  553 △  553

役員賞与（注） － － － － － △   51 △   51 △   51

当期純利益 － － － － － 4,303 4,303 4,303

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 44 44 44 － 2,000 775 2,775 2,865

平成19年３月31日残高 964 1,338 1,338 98 24,450 3,945 28,493 30,796

    
 

評価・換算差額等 

 その他有
価証券評
価差額金 

評価・換算
差額等合
計 

純資産合計

平成18年３月31日残高 203 203 28,133

事業年度中の変動額  

新株の発行 － － 89

別途積立金の積立て（注） － － －

剰余金の配当（注） － － △  922

剰余金の配当 － － △  553

役員賞与（注） － － △   51

当期純利益 － － 4,303

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額） 

△   41 △   41 △   41

事業年度中の変動額合計 △   41 △   41 2,824

平成19年３月31日残高 161 161 30,957
  
 （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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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)有価証券 (1)有価証券 (1)有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法を

採用しております。 

 

同左 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しておりま

す。 

 

同左  決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法を

採用しております。 

 

同左 同左 

 (2)たな卸資産 (2)たな卸資産 (2)たな卸資産 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

  終仕入原価法による原価

法を採用しております。 

 

同左 同左 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法  定率法（ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）については

定額法）を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物      ６～47年 

器具及び備品  ２～20年 

 

       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。 

なお、この変更による損益への

影響額は僅少であります。 

 

同左 

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

  定額法を採用しております。

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては即時償却してお

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） 

３．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 

  売上債権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等については個別に

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。 

 

同左 同左 

 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、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。 

 

同左  従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額の当期負担額を計上しており

ます。 

 (3)役員賞与引当金 (3)役員賞与引当金 (3)役員賞与引当金 

  役員に対する賞与の支出に

備えるため、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。

 

同左  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

に基づき計上しております。 

 

 

 (4)退職給付引当金 (4)退職給付引当金 (4) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備える

ため当事業年度末における退

職給付債務の見込額に基づき、

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。 

 また、数理計算上の差異は、

当中間会計期間に全額費用処

理しております。 

 

 

――――――― ――――――― 

  （追加情報） 

当社は、平成19年３月に退職

一時金制度を廃止しており、そ

の一部については平成19年４

月１日に確定拠出年金制度へ

移行しております。 

 なお、制度改定に伴う清算未

払金は、流動負債の「未払金」、

及び固定負債の「長期未払金」

に計上しております。 

（追加情報） 

 当社は、平成19年３月に退職

一時金制度を廃止しており、そ

の一部については平成19年４

月以降、確定拠出年金制度へ移

行する予定であります。この制

度改定に伴い、当事業年度にお

いて退職給付債務の清算金額

と退職給付引当金との差額52

百万円を特別利益として計上

しております。 

 なお、制度改定に伴う清算未

払金は、流動負債の「未払金」、

及び固定負債の「長期未払金」

に計上しております。 
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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） 

 (5) 役員退職慰労引当金 (5) (5)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。 

 

 

―――――  平成17年度定時株主総会に

おいて、当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．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 

 

同左 同左 

５．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 
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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） 

（役員賞与に関する会計基準） 

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24百万円減少し

ております。 

 

 

――――― 

（役員賞与に関する会計基準） 

当事業年度より「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51百万円減少し

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。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は29,230百万円であります。 

また、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財務諸表の純

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。 

 これまでの「資本の部」の合計に相当す

る金額は30,957百万円であります。 

 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。 
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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 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

799百万円 

 

902百万円 857百万円

※２ 消費税等の取扱い ※２ 消費税等の取扱い ※２ 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」

として記載しております。 

 

同左 ――――― 

３ 当社は、運転資金を効率的に調達する

ため、取引銀行３行とシンジケートロー

ン契約を締結しております。この契約に

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、運転資金を効率的に調達する

ため、取引銀行３行とシンジケートロー

ン契約を締結しております。この契約に

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、運転資金を効率的に調達するた

め、取引銀行３行とシンジケートローン

契約を締結しております。この契約に基

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。 

シンジケートローン

与信枠 
11,000百万円 

借入実行残高 －百万円 

差引額 11,000百万円 
 

シンジケートローン

与信枠 
11,000百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 11,000百万円
 

シンジケートローン

与信枠 
11,000百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 11,000百万円
 

４ 債務保証 ４ 債務保証 ４ 債務保証 

次の関係会社について、金融機関から

の借入に関し債務保証を行っておりま

す。 

テンプスタッフ・ライフア

ドバイザリー㈱ 
30百万円 

Shanghai Tempstaff  

Consulting Co.,Ltd 
42百万円 

計 72百万円 
 

次の関係会社について、金融機関から

の借入に関し債務保証を行っておりま

す。 

テンプスタッフ・ライフア

ドバイザリー㈱ 
40百万円

Shanghai Tempstaff  

Consulting Co.,Ltd 
42百万円

Suzhou Tempstaff 

Consulting Co.,Ltd 
23百万円

計 105百万円

 

 

次の関係会社について、金融機関から

の借入に関し債務保証を行っておりま

す。 

テンプスタッフ・ライフア

ドバイザリー㈱ 
30百万円

Shanghai Tempstaff  

Consulting Co.,Ltd 
43百万円

Suzhou Tempstaff 

Consulting Co.,Ltd 
15百万円

計 88百万円
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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 減価償却実施額 ※１ 減価償却実施額 ※１ 減価償却実施額 

有形固定資産        87百万円 有形固定資産        80百万円 有形固定資産       169百万円

※２ 営業外収益のうち主要なもの ※２ 営業外収益のうち主要なもの ※２ 営業外収益のうち主要なもの 
 

受取利息 10百万円

受取配当金 297百万円

業務受託料 159百万円
  

 
受取利息 16百万円

受取配当金 314百万円

業務受託料 188百万円
  

 
受取利息 24百万円

受取配当金 330百万円

業務受託料 328百万円
  

※３ 営業外費用のうち主要なもの ※３ 営業外費用のうち主要なもの ※３ 営業外費用のうち主要なもの 
 

支払利息 6百万円
  

 
支払利息 23百万円

 

 
支払利息 19百万円

  

※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 
 

固定資産除却損 

 建物 7百万円

 器具及び備品 3百万円

 計 10百万円

関係会社株式評価損 40百万円

貸倒引当金繰入額 111百万円
  

 
固定資産除却損 

建物 2百万円

器具及び備品 0百万円

計 2百万円

関係会社株式評価損 30百万円
 

   ―――――  
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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

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

（単位：百万円） 

(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期末残高相当

額 

（単位：百万円）

(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

（単位：百万円）
 

 
取得価
額相当
額 

減価償
却累計
額相当
額 

中間期
末残高
相当額 

器具及び備品 379 165 214 

ソフトウェア 204 91 112 

合計 584 257 326 

  

 

 
取得価
額相当
額 

減価償
却累計
額相当
額 

中間期
末残高
相当額

器具及び備品 468 173 294

ソフトウェア 144 70 74

合計 613 244 368

  

 

 
取得価
額相当
額 

減価償
却累計
額相当
額 

期末残
高相当
額 

器具及び備品 501 194 306

ソフトウェア 210 115 95

合計 712 310 402

  
(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 

 
１年内 116百万円  

１年超 214百万円 

合計 330百万円 
  

 
１年内 119百万円

１年超 254百万円

合計 373百万円
  

 
１年内 125百万円

１年超 281百万円

合計 406百万円
  

(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 62百万円

減価償却費相当額 60百万円

支払利息相当額 2百万円
  

 
支払リース料 74百万円

減価償却費相当額 71百万円

支払利息相当額 3百万円
  

 
支払リース料 135百万円

減価償却費相当額 130百万円

支払利息相当額 5百万円
  

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

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

同左 同左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。 

同左 同左 

 

 

 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるも

のはありません。 
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（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 47,542円69銭

１株当たり中間純利益
金額 

3,414円58銭

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額 

3,401円56銭

  

  

１株当たり純資産額 53,047円87銭

１株当たり中間純利益
金額 

3,843円68銭

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額 

3,833円46銭

  

  

１株当たり純資産額 50,276円17銭

１株当たり当期純利益
金額 

6,998円45銭

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額 

6,972円30銭

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

は、以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

(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株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（百万円） 2,099 2,368 4,303 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益（百
万円） 

2,099 2,368 4,303 

期中平均株式数（千株） 614 616 614 

    

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（千株） 2 1 2 

（うち新株予約権） 2 1 2 

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、平成 18 年 11 月 13 日開催の

取締役会において、パーソナル㈱の株式

の譲受けに関する契約の締結を決定し、

平成 18 年 11 月 17 日に同社株式を取得

しております。 

①目的 

 人材紹介事業の強化及び業容の拡大 

②株式取得の相手 

 パーソナル㈱ 

名誉会長 隅田献 

代表取締役会長兼社長 遠藤幸江 

他 ６名 

③取得する会社の概要 

会社名：パーソナル㈱ 

住 所：東京都中央区八重洲 

１-５-20 石塚八重洲ビル 

事業内容：販売職の有料職業紹介 

資本金：50 百万円 

④株式取得時期 

平成 18 年 11 月 17 日 

⑤取得する株式の数 ：87,650 株 

取得価額     ：2,900 百万円 

取得後の議決権比率：100％ 
⑥資金調達の方法  ：自己資金による 
 

 
―――― 

当社は、平成 19 年３月 27 日開催の取

締役会において、㈱ワイズノットと資本

業務提携をすることを決定し、平成 19

年４月２日に㈱ワイズノットの子会社

㈱ワイズノットヒューマンキャピタル

の株式を取得しております。 

①目的 

IT 技術者の育成派遣事業における 

協業 

②株式取得の相手会社の概要 

会 社 名：㈱ワイズノット 

住  所：東京都渋谷区東３-16-３

      エフ・ニッセイ恵比寿ビル

代 表 者：代表取締役社長 嵐保憲

事業内容：オープンソース・テクノロ

ジーによるビジネス・ソリ

ューションの提供 

資本金：84 百万円 

③取得する会社の概要 

会社名：㈱ワイズノットヒューマン

キャピタル 

住 所：東京都渋谷区東３-16-３ 

     エフ・ニッセイ恵比寿ビル

事業内容：OSS 技術者特定派遣事業 

資本金：10 百万円 

④株式取得時期 

平成 19 年４月２日 

⑤取得する株式の数 ：133 株 

取得価額     ：363 百万円 

取得後の議決権比率：66.5％ 

⑥資金調達の方法  ：自己資金による
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６．その他 

 
当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりとなります。 

（単位：百万円、％） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

事業の種類別セグメントの名称 

売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 

一般事務職 62,018 53.0 101.7 124,838 54.5 

専門事務職 21,206 18.1 101.0 42,123 18.4 

IT関連技術職 9,855 8.4 106.5 18,688 8.2 

その他 16,834 14.4 112.6 31,057 13.6 

 

人材紹介事業 2,818 2.4 188.4 3,803 1.6 

人材派遣・請負、人材紹介事業 112,732 96.3 104.7 220,510 96.3 

アウトソーシング事業 3,850 3.3 112.0 7,295 3.2 

その他の事業 421 0.4 69.3 1,062 0.5 

合計 117,004 100.0 104.7 228,868 100.0 

（注）１．セグメント間の取引は、相殺消去しております。 

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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