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１．平成19年12月中間期の連結業績（平成19年７月１日～平成19年12月31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12月中間期 333,339 158.3 △1,371 － △5,285 － △759 －

18年12月中間期 129,046 47.4 3,947 △0.1 2,326 △29.6 △28,790 －

19年６月期 509,001 173.7 9,945 26.0 6,794 1.3 △40,708 －

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12月中間期 △313 95 － －

18年12月中間期 △13,836 49 － －

19年６月期 △19,510 20 － －

（参考）持分法投資損益 19年12月中間期 －百万円 18年12月中間期 －百万円 19年６月期 －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12月中間期 304,393 44,088 6.3 7,723 61

18年12月中間期 397,729 45,722 5.4 10,191 57

19年６月期 366,638 35,957 2.6 4,569 51

（参考）自己資本 19年12月中間期 19,249百万円 18年12月中間期 21,324百万円 19年６月期 9,561百万円

(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12月中間期 △4,836 33,701 △29,624 56,400

18年12月中間期 △1,711 △35,995 115,975 94,584

19年６月期 △9,380 △45,512 96,382 57,901

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６月期 － － － － － － － － 0 00

20年６月期 － － － － － －

20年６月期（予想） － － － － － － 0 00

３．平成20年６月期の連結業績予想（平成19年７月１日～平成20年６月30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 570,000 12.0 0 － △9,000 － 0 － 0 00
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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　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

 

(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12月中間期 2,522,118株 18年12月中間期 2,122,118株 19年６月期 2,122,118株

②　期末自己株式数 19年12月中間期 29,763株 18年12月中間期 29,762株 19年６月期 29,763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、26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12月中間期の個別業績（平成19年７月１日～平成19年12月31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12月中間期 6,742 34.9 3,225 △0.4 △489 － △5,276 －

18年12月中間期 4,997 83.6 3,237 197.1 1,423 145.1 △28,571 －

19年６月期 10,584 85.7 4,891 92.8 1,637 10.0 △30,523 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年12月中間期 △2,213 86

18年12月中間期 △13,731 48

19年６月期 △14,629 04

(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12月中間期 203,966 20,595 10.1 8,263 61

18年12月中間期 223,697 16,459 7.4 7,866 38

19年６月期 258,293 14,573 5.6 6,965 29

（参考）自己資本 19年12月中間期 20,595百万円 18年12月中間期 16,459百万円 19年６月期 14,573百万円

２．平成20年６月期の個別業績予想（平成19年７月１日～平成20年６月30日）

　当社は持株会社であり、連結ベースでの経営管理を行っております。そのため、単独での業績予想については、発

表しておりません。

※　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当社グループの計画、見通し、予想数値等将来に関する事項につきましては、現時点で入

手可能な情報に基づき当社経営者が判断した見通しであります。

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

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

内容と異なる結果となることがあることを予めご承知おきください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当中間期の概況

　当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、米国経済の減速や原油価格の高騰などが懸念材料となっており、

足元の景気基調もその影響を受け、企業収益の改善にも翳りが見え始めております。雇用情勢については、完全失

業率の改善が横ばいとなり、有効求人倍率も低下するなど先行きの不透明感は増しながらも、一方で非正規雇用者

の待遇改善に関する議論が高まりをみせるなど、新たな局面を展開しつつあります。

　このような環境のもと、企業の引き続き旺盛な人材需要に対応すべく、派遣稼動者数については増加をしており

ます。当社の事業規模の拡大は、Ｍ＆Ａを行った㈱グッドウィル・プレミアの国内・海外で展開する人材ビジネス

と当社グループ内の人材ビジネスにおける融合が、順調に進んでいることによるものです。また当社グループの事

業規模拡大は、人材供給面における優位性を確保しつつあります。

　当社グループ内における介護事業子会社㈱コムスンの在宅系サービスおよび居住系サービスの事業譲渡は一部委

託事業を除き完了しております。また㈱コムスン以外の介護事業および介護関連事業の事業譲渡もすすみ、その事

業承継先によるお客様へのサービス提供の継続と従業員の雇用の継続も充分に図られております。 プレミアグルー

プ内の介護事業の事業譲渡につきましては、㈱クリスタル介護施設センターおよび㈱クリスタル介護センターの売

却損失については当中間連結会計期間において前倒しで反映されております。コムスンガーデンおよびバーリント

ンハウスの介護関連資産の売却につきましては、コムスンガーデンの契約は当中間連結会計期間において完了して

おりますが、バーリントンハウスに関する契約が事務手続き上の問題で2月以降に延期になったため、バーリントン

ハウスにおいて予定される損失部分のみが当中間連結会計期間にて前倒しで反映されており、コムスンガーデンの

利益部分は反映されておりません。

　その他事業の事業譲渡や当社保有の固定資産の売却等は当中間連結会計期間において計上されております。

②当中間期連結業績ハイライト（6ヶ月実績） 

　　Ｍ＆Ａをした㈱グッドウィル・プレミアの業績を中心に人材派遣事業が堅調に推移したことにより、当中間連結

会計期間における連結売上高は、前年同期より2,042億92百万円増加して、3,333億39百万円と大幅な増収となりま

した。経常利益は前年同期より76億12百万円減少して52億85百万円の経常損失となりました。

　

　当中間連結会計期間において、当社子会社である株式会社コムスンおよび当社グループにおける、介護・介護関

連事業、介護関連資産等の譲渡に伴い特別利益および特別損失が発生しております。当中間連結会計期間において

発生しておりますその他業績のハイライトと合わせて、その詳細をご説明致します。

 

※連結当期利益について

　前年同期比280億31百万円の増加の△7億59百万円となっており、当中間連結会計期間の特別損益および法人税等

の内訳は以下の通りです。

<内訳>

内容
対象額

金額(百万円)

経常利益 △5,285

介護事業売却益 17,910

介護事業関連特別損失 △4,256

バーリントンハウス吉祥寺減損 △4,492

店舗閉鎖損失 △2,220

その他特別損益 352

税金等調整前中間純利益 2,009

法人税等及少数株主損益 △2,768

中間純利益 △759

 

※のれん償却額について

　前年同期比4億81百万円増加の17億円となっております。

　<内訳>　　のれん償却額　グッドウィルプレミア国内　　　　　　・・・8億46百万円

　　　　　　　　　　　　　グッドウィルプレミア海外　　　　　　・・・5億19百万円

　　　　　　　　　　　　　その他　　　　　　　　　　　　　　　・・・3億34百万円

※支払利息の増加要因について
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　前年同期比25億72百万円増加の35億32百万円となっております。

　その主たる要因は連結子会社の増加に伴う利息支払い額の増加によるものであります。

※特別利益の増加要因について

　前年同期比197億17百万円増加の203億80百万円となっております。

　その主たる要因は㈱コムスンの介護事業譲渡に伴う売却益179億10百万円であります。

 

③セグメント

「人材派遣・請負事業」

　人材派遣・請負事業においては、技術系・軽作業系・事務系・製造系・施工管理系・その他の各人材サービスを

提供しており、総合人材サービス会社としての基盤整備をすすめております。

　企業の人材採用難、また企業のコスト削減による経営の効率化推進などを背景として、企業の人材派遣の需要は

引き続き高まっております。当社グループ内において技術系人材サービスが中核事業となっており、当事業分野に

おけるエンジニアの逼迫が特に顕著な傾向により、今後の事業成長が期待されます。一方で、軽作業系人材サービ

スの一部において、禁止業務地域への派遣禁止および二重派遣の禁止等の派遣元責任者としての責任・管理の徹底

を適正かつ厳格に求められており、当社子会社である㈱グッドウィルは、平成20年1月11日付で、東京労働局より労

働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令を受けております。お客様および登録スタッフの皆様をはじめ

関係者の方々および株主の皆様には、大変ご迷惑、ご心配をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。

派遣元責任者の適正な管理体制の整備や、適正な派遣事業運営を確保するための措置を急務で実施しており、コン

プライアンス体制の整備を迅速に図っております。今後当社グループは、全社を挙げて信頼回復に努めてまいりま

す。

  尚、当中間連結会計期間における営業利益は前年同期より37億39百万円減少し17億74百万円となっております。

 

「介護・医療支援事業」

　介護・医療支援事業においては、当社グループ内における介護事業子会社㈱コムスンの在宅介護および施設介護

の事業譲渡は一部委託事業を除き完了しております。3月期決算であるプレミアグループ内の介護事業については、

平成19年10月に事業譲渡されておりますが、4月から9月までの半期分の業績が算入されております。

　尚、当中間連結会計期間における営業損失は前年同期より29億92百万円増加し42億19百万円となっております。

「その他事業」

　レストラン事業は国内46店舗、海外（ニューヨーク2店舗）2店舗を展開しており、事業展開とともに、株主還元

としてお食事優待の利用や従業員の福利厚生の一環としての活用も図っております。当社グループ内における幅広

い人材サービスの提供として人材紹介事業も展開しております。

　尚、当中間連結会計期間における営業損失は前年同期より5億36百万円増加し16億26百万円となっております。

 

④通期の見通し 

　当中間期における業績は、概ね計画通りに推移していることから、現時点においては、平成19年12月25日に発表

致しました平成20年6月期の通期業績予想について変更はありません。

　当社グループは、グループ全体を俯瞰した経営戦略を改めて策定し、成長分野への最適な資源配分を行うととも

に、コーポレートガバナンスを一層強化して、当社グループ全体の経営の透明性を図ってまいります。

　人材派遣事業においては特に、適正な派遣事業運営を確保するための措置を急務で実施してまいります。

　尚、当社は中間期連結業績予想値を算出していないため、前年同期比との比較にて記載をしております。

 

(2）財政状態に関する分析

　当中間連結会計期間における総資産は、3,043億93百万円と前中間連結会計期間末に比べて、933億36百万円の減

少となりました。また、株主資本は194億65百万円と前中間連結会計期間末に比べて19億68百万円の減少となりまし

た。主な増減要因は以下の通りです。

　資産の部で流動資産が1,610億98百万円と前中間連結会計期間末に比べて711億30百万円の減少となりました。こ

れは主に、介護事業撤退および有利子負債削減のため、現預金が579億88百万円と前中間連結会計期間末に比べて

380億69百万円の減少になったことによるものであります。また、介護事業撤退に伴い営業未収入金が21億6百万円

と前中間連結会計期間末に比べて130億63百万円の減少となり、受取手形および売掛金も804億56百万円と前中間連

結会計期間末に比べて138億4百万円の減少となりました。

　固定資産については、1,432億94百万円と前中間連結会計期間末に比べて222億6百万円の減少となりました。これ

は主に、㈱コムスンおよび日本シルバーサービス㈱の事業売却に伴い、建物および構築物・建設仮勘定が224億57百

万円と前中間連結会計期間末に比べて43億20百万円の減少になったことによるものであります。また、航空機売却
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に伴い、前中間連結会計期間に比べて30億43百万円の減少となりました。長期貸付金においても29億36百万円と前

中間連結会計期間に比べて31億69百万円の減少となりました。

　負債の部では流動負債が2,325億80百万円と前中間連結会計期間末に比べて476億39百万円の減少となりました。

これは主に短期借入金が1,429億64百万円と前中間連結会計期間末に比べて183億77百万円の減少になったことによ

るものであります。また、未払法人税等および未払消費税等においては、主に介護事業承継に伴い、66億96百万円

と前中間連結会計期間末に比べて107億89百万円の減少となり、固定負債においても277億24百万円と前中間連結会

計期間末に比べて、440億61百万円の減少となりました。主な要因としては、㈱コムスンをはじめとする介護事業売

却に伴いその売却代金を返済原資とし、有利子負債の削減をしたことによるものです。これにより、社債および長

期借入金が前中間連結会計期間末に比べて、382億75百万円減少し193億45百万円となっております。

　株主資本は194億65百万円と前中間連結会計期間末に比べて、19億68百万円の減少となっております。これは主に、

新株発行による増資112億97百万円及び前中間連結会計期間からの利益剰余金の減少132億66百万円によるものであ

ります。 

 

※有利子負債削減の状況について 

 

前中間連結会計期間末

(平成18年12月31日)

金額(百万円)

当中間連結会計期間末

(平成19年12月31日)

金額(百万円)

減少額

 

金額(百万円)

1年以内償還予定社債 3,922 3,250 672

短期借入金 161,341 142,964 18,377

社債 8,467 4,065 4,402

長期借入金 49,153 15,280 33,873

合計 222,883 165,559 57,324

 

(3）利益配分に関する基本方針および当期の配当

①利益配分に関する基本方針

　当社グループは、成長過程にある人材ビジネス市場にコアビジネスを集中させており、企業価値の向上による株

主利益の増加を目指しております。経営基盤の整備および収益力強化に努め、業績に応じた株主還元を積極的に実

施していくことを基本方針としております。

②当期の配当

　当期の配当に関しましては、誠に遺憾ながら無配を予定しております。

(4）事業等のリスク

① 今後のグループ事業展開方針について

　平成18年10月31日に㈱グッドウィル・プレミアをＭ＆Ａしプレミアグループを連結対象化したことにより、「人

材サービス」を中心とした事業構成が中核となっており、当社グループはコアビジネスを「人材サービス」として

国内外で幅広く事業展開していくことを目指しております。

② 当社グループの事業に関するリスクについて

A) 各セグメントに共通のリスクについて

顧客情報およびスタッフの個人情報の取り扱いについて

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

当該情報に関しては、その取り扱いに細心の注意を払っておりますが、外部からの不正アクセス等により情報の

外部流失が発生した場合、当社グループへの損害賠償請求や社会的信用の失墜等によって、当社グループの業績

に悪影響を与える可能性があり、管理体制と全社員への情報機密の意識をコンプライアンス研修等により徹底し

ております。

B) 人材派遣・請負事業に係わるコンプライアンス・リスクについて

(ア)人材派遣事業に関する規制等について

当社グループは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下

「労働者派遣法」といいます）に基づき、その他の関連法令の規程にも従い、当社グループが労働者派遣事業

であると判断した業務について、適正に労働者派遣事業を行なっております。

　当社子会社である㈱グッドウィル、㈱グッドウィル・エンジニアリングの一部、㈱ソア、およびプレミアグ

ループの内㈱プレミアライン、㈱プレミア・スタッフ、㈱プレミア・サービス、㈱シービーエス、㈱サンヨー

ナイスコーポレーション、㈱日構シーエスエス、㈱プレミア・メディカルケアにおいては、労働者派遣法に基

づく厚生労働大臣の許可を受けて、スタッフを募集・登録し、顧客企業へ派遣する登録型の「一般労働者派遣

事業」を行っております。

　また、当社子会社である㈱グッドウィル・エンジニアリング、およびプレミアグループの内㈱シーテック、
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㈱ティエスティ、㈱CSI、㈱バンテクノ、㈱CIT、㈱技能育成センター、㈱ハイテックにおいては労働者派遣法

に基づく届出を行い、技術者を中心に正社員を顧客企業へ派遣する「特定労働者派遣事業」を行っておりま

す。

　人材派遣事業に対する企業ニーズは全般に引き続き旺盛と見込まれる一方で、出生率の低下に伴う少子化に

より若年人口の減少傾向は、当社が顧客の求める人材をニーズに応じて適切に確保することができなくなる可

能性も含んでおります。

(イ)請負事業について

　当社グループが行う事業の一部に請負業務があり、請負事業者として当社グループは、請負作業の完了ない

し仕事の完成に関して顧客企業に対して責任を負うとともに、請負作業遂行にあたって発生する労働災害、器

物破損などの損害についても責任を負っております。当社グループでは、「労働者派遣事業と請負により行わ

れる事業との区分に関する基準」（昭和61年厚生労働省告示第37号）等の関係法令の規程に従い、当社グルー

プが請負により行われる事業であると判断した業務においてのみ、請負作業を受注しております。

　当社グループは役務の提供に先立ち、顧客企業との間で請負業務の範囲および内容についてきめ細かく確認

することにより、顧客企業との理解の相違発生を回避するようにしております。

 (ウ)当社子会社である㈱グッドウィルの事業停止命令及び事業改善命令について

当社子会社である㈱グッドウィルは、平成20年1月11日付で、東京労働局より、労働者派遣法第14条第2項及び

第49条第1項に基づく労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令を受けました。

㈱グッドウィルでは原因究明を行なうとともに以下の12項目にわたる再発防止措置を実施中であります。内容

は、受注承認センターの設置、内部監査の充実、派遣契約の整備、新規派遣契約の事前目視確認、派遣就業先

の定期点検、派遣スタッフへの定期ヒヤリング、派遣契約の受注締め切りの設定、派遣元責任者の明確化かつ

限定化、事務所の上部管理措置の充実、派遣先への労働者派遣法周知活動、派遣スタッフへの労働者派遣法周

知活動および社内従業員教育であります。

(エ)持株会社によるグループコンプライアンスのガバナンス強化について

　当社グループでは、コムスン問題の発生を反省しグループコンプライアンスのガバナンス強化の観点から、

平成19年5月1日に持株会社に代表取締役社長の直轄組織としてコンプライアンス推進室を設置し、「コンプラ

イアンス宣言」の制定、「コンプライアンス・マニュアル」の全社員への配布、階層別「コンプライアンス研

修」の実施などを通じコンプライアンス体制の整備を行なう一方、「グループコンプライアンス推進会議」に

よるグループ各社の課題洗い出しと、進捗数値化によるチェック体制によりきめの細かい管理体制を実施中で

あります。

　さらに、当社子会社である㈱グッドウィルの行政処分を踏まえ、平成20年2月1日よりグループコンプライア

ンスの更なる機能拡充とガバナンス強化を期して、コンプライアンス推進室の直下にコンプライアンス企画部

とコンプライアンス推進部を新設したほか、役員を含む全社員のコンプライアンス意識の徹底と改善のための

現状把握するため「コンプライアンス・テスト」の実施など、コンプライアンスの徹底のためのあらゆる対策

を講じております。   
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２．企業集団の状況
　当社グループは、グッドウィル・グループ株式会社（当社）および連結子会社（平成19年12月末現在）62社で構成さ

れております。主要な事業内容は、技術者派遣、事務派遣および製造派遣等の「人材派遣・請負事業」、訪問介護を中

心にそのサポーティングを含めた在宅介護サービスや高齢者向け施設を展開する介護施設サービス等の「介護・医療支

援事業」、レストランの経営、人材紹介等を行う「その他事業」であります。

 事業内容および当社関係会社の当該事業にかかる位置付け並びに事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであり

ます。

(平成19年12月末現在)

事業区分 会社名 住所 資本金 主要な事業の内容

関係内容

議決権の

所有割合

当社役員

の兼任

－ グッドウィル・グループ㈱（当社） 東京都港区 
百万円

 32,267
純粋持株会社 

％

－

 名

－

 人材派遣・

請負事業

㈱グッドウィル　※1 東京都港区 10,000 人材派遣・請負
100

 
1

㈱ソア 東京都港区 400 人材派遣・請負
100

(100)
－

㈱警備・施工マネジメント 東京都港区 400 人材派遣・請負
100

(100)
－

㈱グッドウィル・エンジニアリング　※1 東京都港区 5,000 人材派遣・請負
100

(28.5)
1

㈱バンテクノ 東京都港区 10 人材派遣・請負
100

 
－

㈱グッドウィル・プレミア　※1 東京都港区 38 人材派遣・請負
67.0

(9.6)
2

㈱プレミアライン　※1　※2 東京都港区  100 人材派遣・請負
100

(100)
1

㈱ハイテック 東京都港区 100 人材派遣・請負
100

(100)
－

㈱プレミア・スタッフ 東京都港区 170 人材派遣・請負
100

(100)
－

㈱ティエスティ 東京都港区 100 人材派遣・請負
100

(100)
－

㈱技能育成センター 東京都港区 100 人材派遣・請負
100

(100)
－

㈱プレミア・サービス 東京都港区 100 人材派遣・請負
100

(100)
－

㈱CSI 東京都港区 100 人材派遣・請負
100

(100)
－

㈱シーテック　※1 東京都港区 450 人材派遣・請負
100

(100)
－

㈱CIT 東京都港区 100 人材派遣・請負
100

(100)
－

㈱サンヨーナイスコーポレーション 東京都港区 100 人材派遣・請負
100

(100)
－

㈱プレミア・メディカルケア 東京都港区 150 人材派遣・請負
100

(100)
－

㈱日構シーエスエス 東京都港区 100 人材派遣・請負
100

(100)
－

GW Premier Europe B.V. 
蘭国(オランダ)

アムステルダム市内 

ユーロ

19,000
人材派遣・請負

100

(100)
1

Technical Aid Corporation UK Ltd. 英国ハンプシャー州 
英ポンド

11,172,885
人材派遣・請負

100

(100)
－

TAC TPS Limited 英国ハンプシャー州 
 英ポンド

494,565
人材派遣・請負 

100

(100)
－

GW Professional UK Ltd. 英国ロンドン市内 
英ポンド

123,304
人材派遣・請負 

100

(100)
－

GW Premier America, Inc.
米国マサチューセッツ

州 

米ドル

117,501,263
人材派遣・請負

100

(100)
1
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事業区分 会社名 住所 資本金 主要な事業の内容

関係内容

議決権の

所有割合

当社役員

の兼任

Technical Aid Corporation, Inc.
米国マサチューセッツ

州

 米ドル

1
人材派遣・請負

100

(100)
－

Advantage Human Resourcing,Inc. 米国コネチカット州 
米ドル

1
人材派遣・請負

100

(100)
－

Willstaff, Inc. 米国ルイジアナ州
米ドル

4
人材派遣・請負

100

(100)
－

Talent Tree, Inc. 米国テキサス州
 米ドル

4
人材派遣・請負

100

(100)
－

The Holland Group of Tennessee, Inc. 米国テネシー州
米ドル

22,061,621
人材派遣・請負

100

(100)
－

介護・医療

支援事業
㈱コムスン ※1 東京都港区 14,148 介護・医療支援事業 100 1

その他事業

㈱グッドウィル・キャリア 東京都港区 300 人材紹介
100

 
－

㈱フードスコープ 東京都渋谷区 100 レストラン事業
90.6

 
－

GWG America,Inc. 米国デラウエア州
米ドル

3
中間持株会社

100

(7.2)
－

Food Scope America,Inc. 米国ニューヨーク州
米ドル

13,797,161
中間持株会社

100

(100)
－

Food Scope NY LLC 米国ニューヨーク州
米ドル

9,542,840
レストラン事業

100

(100)
－

Food Scope Midtown LLC 米国ニューヨーク州
米ドル

4,211,520
レストラン事業

100

(100)
－

他27社

 

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

２.※1.㈱グッドウィル、㈱グッドウィル・エンジニアリング、㈱グッドウィル・プレミア、㈱シーテック、㈱プレミ

アライン、㈱コムスンは特定子会社であります。 

３.※2.㈱ハイラインおよび㈱c styleは平成19年11月１日付けで㈱ハイラインを存続会社とし、合併いたしました。

なお、㈱ハイラインは同日付けで㈱プレミアラインに商号変更しております。
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３．経営方針
(1）会社経営の基本方針

　当社グループはこれまで「拡大発展、社会貢献、自己実現」の理念を追求し、変化こそチャンスと考え、新しい

ことにチャレンジし、スピードをもって実現することが当社グループの発展に貢献することと認識し、展開してま

いりました。今後においては、事業規模の拡大スピードに対応したマネジメント、管理体制、コンプライアンス体

制をあわせて整備することにより、より健全な成長を図る事を目標としております。一連の問題の反省を踏まえ、

人材派遣業界に属する一企業として、当社グループは就労の機会の創出、雇用の受け皿としての機能等、社会貢献

性の高い事業を行っていることの自覚を改めて持ちながら、適正な人材派遣事業運営を確保することを目標として

おります。遵法精神の徹底、会社組織としてのコンプライアンス体制の整備に、全社を挙げて取り組んでまいりま

す。

 

(2）目標とする経営指標

　人材関連事業は中長期にわたる成長市場であると認識しております。その前提として派遣スタッフの皆様やお取

引先企業、当社グループ全従業員も含め、全ての関係者の皆様に、信用していただき信頼関係を継続的に構築する

ことこそが、最も重要な経営基盤であると再認識をするところであります。労働者派遣事業者としての責務を完遂

すべく、信頼回復に努めてまいります。今後は、人材派遣事業の拡大、成長スピードを管理体制やコンプライアン

ス体制の強化などとのバランスをとりながら、効率よく経営を行ない、中長期的な企業価値の向上を目指してまい

ります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、常に新しい雇用インフラの創出・提供を行ない、派遣スタッフ、企業に貢献することを目標と

してまいりました。今一度原点に回帰し、当社グループの社会的信頼の確保、企業ブランドの再構築を図ってまい

ります。事業子会社の成長をその質を担保しながら確保し、戦略的かつ機動的に事業展開を行うことを継続してま

いります。

　当社グループは以下の経営戦略のもと事業に取り組んでまいります。

① コンプライアンス体制の強化

② 人材派遣事業の質を担保した成長

③ グループシナジーの活用「競争と共生」

④ 最適なグループ経営資源の配分

 

(4）会社の対処すべき課題

　当社子会社である㈱グッドウィルは、平成20年1月11日付で、東京労働局より、労働者派遣法第14条第2項及び第

49条第1項に基づく「労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令」を受けました。原因となった問題点全

てに対して、遵法体制の強化を整備し全社をあげて再発防止に取り組んでまいります。また、当社グループはコン

プライアンス重視を経営の基本として、昨今の人材ビジネス市場を取り巻く環境の変化に柔軟に対応しながら、適

正な人材派遣事業運営を確保しつつ、遵法精神の徹底をもって、ニーズを汲みながら適確な戦略を推進してまいり

ます。既存事業の足元をしっかりと固め、成長とマネジメントのバランスを取りながら、新しいビジネスチャンス

にも積極的に取り組んでまいります。

　当社グループは、労働者派遣事業者としての責任を完遂することを誓うとともに、お客様および登録スタッフの

皆様をはじめ関係者の方々、株主の皆様の信頼回復を最優先事項として努めてまいります。

 

(5）その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。 
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   96,057   57,988   59,601  

２．受取手形及び売掛金   94,260   80,456   86,458  

３．営業未収入金   15,169   2,106   13,151  

４．たな卸資産   2,577   1,179   1,520  

５．繰延税金資産   7,647   9,422   11,229  

６．前払費用   6,129   5,891   10,802  

７．その他   12,624   7,186   23,156  

８．貸倒引当金   △2,238   △3,131   △4,610  

流動資産合計   232,228 58.4  161,098 52.9  201,311 54.9

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物及び構築物  28,191   27,570   37,690   

減価償却累計額  6,049 22,141  5,288 22,281  7,219 30,471  

(2）航空機  3,604   －   3,604   

減価償却累計額  561 3,043  － －  655 2,949  

(3）器具及び備品  11,524   11,067   11,622   

減価償却累計額  6,971 4,553  7,032 4,034  7,015 4,606  

(4）土地   27,456   25,739   27,495  

(5）建設仮勘定   4,636   175   743  

(6）その他  1,535   1,805   2,042   

減価償却累計額  795 739  987 817  925 1,116  

有形固定資産合計   62,569 15.7  53,049 17.4  67,382 18.4

２．無形固定資産           

(1）のれん   65,213   61,697   64,247  

(2）ソフトウェア   1,563   1,472   1,472  

(3）その他   7,984   10,693   10,272  

無形固定資産合計   74,761 18.8  73,863 24.3  75,992 20.7

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券   4,203   2,466   3,914  

(2）長期貸付金   6,105   2,936   1,983  

(3）繰延税金資産   1,385   3,775   2,777  

(4）破産債権等   323   934   723  

(5）賃借保証金   11,068   9,235   9,992  

(6）長期前払費用   4,593   134   1,517  

(7）その他   4,854   2,132   3,422  

(8）貸倒引当金   △1,627   △3,232   △1,150  

(9）投資損失引当金   △2,738   △1,999   △1,228  

投資その他の資産合計   28,168 7.1  16,381 5.4  21,952 6.0

固定資産合計   165,500 41.6  143,294 47.1  165,327 45.1

資産合計   397,729 100.0  304,393 100.0  366,638 100.0

－ 10 －



  
前中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形及び買掛金   8,009   4,099   3,420  

２. １年内償還予定社債   3,922   3,250   4,126  

３．短期借入金   161,341   142,964   168,004  

４．未払費用   56,307   38,457   52,913  

５．未払法人税等   11,092   2,813   10,006  

６．未払消費税等   6,393   3,882   6,202  

７．未払金   －   18,900   12,703  

８．賞与引当金   8,696   7,323   7,683  

９．受注損失引当金   341   175   455  

10.データ装備費損失引当金   －   1,016   3,265  

11.介護報酬返還引当金   －   2,126   1,837  

12.事業撤退損失引当金   －   261   1,245  

13.その他   24,114   7,307   13,658  

流動負債合計   280,220 70.5  232,580 76.4  285,524 77.9

Ⅱ　固定負債           

１．社債   8,467   4,065   6,255  

２．長期借入金   49,153   15,280   24,459  

３．退職給付引当金   2,985   4,789   4,552  

４．その他   11,180   3,589   9,888  

固定負債合計   71,786 18.0  27,724 9.1  45,156 12.3

負債合計   352,006 88.5  260,305 85.5  330,680 90.2

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１. 資本金   26,618 6.7  32,267 10.6  26,618 7.3

２. 資本剰余金   35,980 9.0  41,628 13.7  35,980 9.8

３. 利益剰余金   △38,659 △9.7  △51,925 △17.1  △50,576 △13.8

４. 自己株式   △2,506 △0.6  △2,506 △0.8  △2,506 △0.7

株主資本合計   21,434 5.4  19,465 6.4  9,516 2.6

Ⅱ　評価・換算差額等           

１. その他有価証券評価
差額金

  4 0.0  △153 △0.1  △73 △0.0

２. 繰延ヘッジ損益   △115 △0.0  △44 △0.0  △47 △0.0

３. 為替換算調整勘定   1 0.0  △17 △0.0  165 0.0

評価・換算差額等合計   △109 △0.0  △215 △0.1  44 0.0

Ⅲ　少数株主持分   24,398 6.1  24,838 8.2  26,396 7.2

純資産合計   45,722 11.5  44,088 14.5  35,957 9.8

負債純資産合計   397,729 100.0  304,393 100.0  366,638 100.0
           

－ 11 －



(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   129,046 100.0  333,339 100.0  509,001 100.0

Ⅱ　売上原価   87,767 68.0  263,996 79.2  386,397 75.9

売上総利益   41,278 32.0  69,342 20.8  122,603 24.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費           

１．給与諸手当  15,758   31,700   46,925   

２．退職給付費用  74   116   172   

３．賃借料  3,713   8,529   13,407   

４．通信費  1,207   2,189   3,465   

５．のれん償却額  1,219   1,700   2,954   

６．減価償却費  1,284   1,610   3,771   

７．貸倒引当金繰入額  225   238   976   

８．広告宣伝費  2,283   2,944   5,326   

９．採用関連費用  2,288   4,024   6,966   

10．その他  9,275 37,331 28.9 17,660 70,714 21.2 28,690 112,657 22.1

営業利益又は営業損失
（△）

  3,947 3.1  △1,371 △0.4  9,945 2.0

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  37   428   146   

２. 受取手数料  11   12   24   

３．受取賃貸料  228   230   295   

４．還付加算金  －   98   10   

５．金利スワップ評価益  153   －   271   

６．為替差益  84   －   260   

７．その他  77 593 0.4 649 1,418 0.4 1,189 2,199 0.4

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  959   3,532   3,132   

２．支払手数料  936   1,151   1,119   

３. 為替差損  －   7   －   

４．その他  318 2,214 1.7 641 5,332 1.6 1,100 5,351 1.1

経常利益又は経常損失
（△）

  2,326 1.8  △5,285 △1.6  6,794 1.3

Ⅵ　特別利益           

１．介護事業売却益  －   17,910   －   

２．固定資産売却益  654   1,173   763   

３．投資有価証券売却益  －   1,279   16   

４. 貸倒引当金戻入益  8   －   112   

５. その他  － 663 0.5 17 20,380 6.1 240 1,133 0.2

           

－ 12 －



  
前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産売却損  0   21   75   

２．固定資産除却損  61   207   351   

３．減損損失  28,146   4,831   31,213   

４．貸倒引当金繰入額  －   198   －   

５．投資有価証券評価損  61   239   68   

６．投資有価証券売却損  －   224   －   

７．店舗閉鎖損失  －   2,220   －   

８．投資損失引当金繰入額  －   2,034   30   

９. 事業撤退損失  －   389   3,419   

10. 介護報酬返還損失  －   1,877   1,179   

11. データ装備費損失  －   －   3,356   

12. その他  685 28,955 22.4 840 13,085 3.9 1,491 41,183 8.0

税金等調整前中間純利
益又は税金等調整前中
間（当期）純損失
（△）

  △25,965 △20.1  2,009 0.6  △33,256 △6.5

法人税、住民税及び事
業税

 2,233   2,711   5,807   

法人税等調整額  670 2,903 2.2 1,007 3,718 1.1 868 6,675 1.3

少数株主利益又は少数
株主損失（△）

  △78 △0.0  △949 △0.3  776 0.1

中間（当期）純損失
（△)

  △28,790 △22.3  △759 △0.2  △40,708 △7.9

           

－ 13 －



(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７月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

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

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － △1,038 － △1,038

中間純損失 － － △28,790 － △28,790

自己株式の取得 － － － △682 △682

株式交換 － 359 － 2,154 2,514

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

－ 359 △29,828 1,472 △27,997

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

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘
定

評価・換算差額
等合計

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

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △1,038

中間純損失 － － － － － △28,790

自己株式の取得 － － － － － △682

株式交換 － － － － － 2,514

株主資本以外の項目の中間連結会計
期間中の変動額（純額）

△2 △55 △12 △70 23,056 22,986

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

△2 △55 △12 △70 23,056 △5,010

平成18年12月31日　残高（百万円） 4 △115 1 △109 24,398 45,722

－ 14 －



当中間連結会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年12月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年６月30日　残高（百万円） 26,618 35,980 △50,576 △2,506 9,516

中間連結会計期間中の変動額

  新株の発行 5,648 5,648 － － 11,297

中間純損失 － － △759 － △759

連結子会社減少による剰余金減少額 － － △588 － △588

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

5,648 5,648 △1,348 － 9,949

平成19年12月31日　残高（百万円） 32,267 41,628 △51,925 △2,506 19,465

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ損
益

為替換算調整
勘定

評価・換算差
額等合計

平成19年６月30日　残高（百万円） △73 △47 165 44 26,396 35,957

中間連結会計期間中の変動額       

  新株の発行 － － － － － 11,297

中間純損失 － － － － － △759

連結子会社減少による剰余金減少額 － － － －  △588

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）

△79 3 △183 △260 △1,558 △1,818

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

△79 3 △183 △260 △1,558 8,130

平成19年12月31日　残高（百万円） △153 △44 △17 △215 24,838 44,088

－ 15 －



前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

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

当連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － △1,038 － △1,038

当期純損失 － － △40,708 － △40,708

自己株式の取得 － － － △682 △682

株式交換 － 359 － 2,154 2,514

株主資本以外の項目の当連結会計年度中

の変動額（純額）
－ － － － －

当連結会計年度中の変動額合計（百万円） － 359 △41,746 1,471 △39,914

平成19年６月30日　残高（百万円） 26,618 35,980 △50,576 △2,506 9,516

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ損
益

為替換算調整
勘定

評価・換算差
額等合計

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

当連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △1,038

当期純損失 － － － － － △40,708

自己株式の取得 － － － － － △682

株式交換 － － － － － 2,514

株主資本以外の項目の当連結会計年度中

の変動額（純額）
△79 12 151 83 25,055 25,138

当連結会計年度中の変動額合計（百万円） △79 12 151 83 25,055 △14,775

平成19年６月30日　残高（百万円） △73 △47 165 44 26,396 35,957

－ 16 －



(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年７月１日

至　平成19年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年７月１日

至　平成19年６月30日）

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

１．税金等調整前中間純利益又は税金等調

整前中間（当期）純損失（△）
 △25,965 2,009 △33,256

２．減価償却費  1,836 3,022 5,406

３. 減損損失  28,146 4,831 31,213

４．固定資産売却益  △654 △1,173 △763

５．固定資産除売却損  62 229 427

６．のれん償却額  1,219 1,700 2,954

７．長期前払費用償却費  306 35 532

８．貸倒引当金の増加額  216 868 2,101

９. 投資損失引当金の増減額  － 777 △2,532

10. 賞与引当金の増減額  － △325 △1,368

11. データ装備費損失引当金の増減額  － △2,249 3,265

12. 介護報酬返還引当金の増減額  － 288 1,837

13. 事業撤退損失引当金の増減額  － △983 1,245

14．退職給付引当金の増減額  △26 399 505

15．受取利息・配当金  △47 △434 △327

16．支払利息  959 3,532 3,132

17．投資有価証券売却益  － △1,279 △16

18．投資有価証券評価損  61 239 68

19．受取手形及び売掛金の増加額  △5,181 4,896 2,867

20．営業未収入金の減少額  530 9,392 987

21．たな卸資産の減少額  197 299 1,243

22. 未収消費税の増減額  － 775 △3,610

23．賃借保証金の増減額  △674 269 △554

24．未払費用の増減額  2,657 △12,059 161

25. 預り保証金の増減額  3,216 △8,879 3,904

26. 長期前払費用の増減額  △1,002 37 △2,320

27. 支払手形及び買掛金の増減額  － 862 △4,160

28. 未払金の増減額  △1,986 6,970 △662

29．その他  △1,854 △13,066 △2,863

小計  2,016 988 9,418

30．利息・配当金の受取額  176 197 306

31．利息の支払額  △1,177 △3,762 △2,964

32．法人税等の支払額  △2,726 △2,259 △16,140

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,711 △4,836 △9,380

－ 17 －



  
前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年７月１日

至　平成19年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年７月１日

至　平成19年６月30日）

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

１．定期預金の純増加額  － 111 73

２．投資有価証券の売却による収入  2 1,937 18

３. 投資有価証券の取得による支出  － △243 △19

４．連結子会社株式の追加取得による支出  △451 － △451

５．連結範囲の変更を伴う子会社株式の取

得による支出
 △34,286 － △34,314

６．有形固定資産の取得による支出  △5,250 △6,984 △15,352

７．非連結子会社株式の取得による支出  △516 － △985

８．有形固定資産の売却による収入  4,754 4,590 4,865

９．無形固定資産の取得による支出  △176 △1,817 △560

10．貸付けによる支出  △39 △1,948 △366

11．貸付けの回収による収入  39 11,818 3,617

12. 事業譲渡による収入  － 26,166 －

13. 事業譲受による支出  － － △1,494

14. 買収手付金の支払  － － △590

15．その他  △70 71 46

投資活動によるキャッシュ・フロー  △35,995 33,701 △45,512

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

１．短期借入金の純増減額  113,697 △28,500 109,018

２．長期借入金の借入による収入  18,900 － 19,141

３．長期借入金の返済による支出  △14,786 △9,332 △27,273

４．社債の償還による支出  △273 △3,066 △2,281

５．自己株式取得による支出  △682 － △682

６. ファイナンス・リース債務の返済によ

る支出 
 － △22 △79

７. 割賦債務の返済のよる支出  － － △573

８．株式の発行による収入  － 11,297 －

９. その他  △879 △0 △888

財務活動によるキャッシュ・フロー  115,975 △29,624 96,382

Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額  0 △380 96

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  78,269 △1,140 41,585

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  16,315 57,901 16,315

Ⅶ　連結子会社除外による現金及び現金同等

物の減少額
 － △360 －

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）

残高
 94,584 56,400 57,901
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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

最近の半期報告書（平成19年４月２日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しております。

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７月１日

至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年７月１日

至　平成19年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年７月１日

至　平成19年６月30日）

 （企業結合に係る会計基準及び事業分離等に関

する会計基準）

 　当中間連結会計期間より、企業結合に係る会

計基準（「企業結合に係る会計基準の設定に関

する意見書」（平成15年10月31日　企業会計審

議会））、「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準第７号（平成17年12月27日　企業会

計基準委員会））及び「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業

会計基準適用指針第10号（平成17年12月27日　

企業会計基準委員会））を適用しております。

―――――― （企業結合に係る会計基準及び事業分離等に関

する会計基準）

　当連結会計年度より、「企業結合に係る会計

基準」（「企業結合に係る会計基準の設定に関

する意見書」（平成15年10月31日　企業会計審

議会））、「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準第７号（平成17年12月27日　企業会

計基準委員会））および「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企

業会計基準適用指針第10号（最終改正　平成18

年12月22日　企業会計基準委員会））を適用し

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７月１日

至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年７月１日

至　平成19年12月31日）

（中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」として掲記されて

いたものは、当中間連結会計期間から「のれん」として表示しており

ます。

 

 (中間連結損益計算書)

　当中間連結会計期間から、販売費及び一般管理費の勘定科目区分を

見直した結果、従来、個々の重要性が低いため、それぞれ「その他」

に含めて表示していた採用に関する費用を一括し「採用関連費用」と

して独立掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間を当中間連結会計期間と同様に表示する

と、「採用関連費用」は、1,492百万円となります。

 

 (中間連結キャッシュ・フロー計算書)

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」として掲記

されていたものは、当中間連結会計期間から「のれん償却額」として

表示しております。

 

 　前中間連結会計期間まで営業キャッシュ・フローの「その他」に含

めて表示しておりました「預り保証金の増加額」は、重要性が増した

ため、当中間連結会計期間より区分掲記することにいたしました。な

お、前中間連結会計期間の「預り保証金の増加額」は、1,226百万円で

あります。

 

　前中間連結会計期間まで営業キャッシュ・フローの「その他」に含

めて表示しておりました「長期前払費用の増加額」は、重要性が増し

たため、当中間連結会計期間より区分掲記することにいたしました。

なお、前中間連結会計期間の「長期前払費用の増加額」は、351百万円

であります。

 

　前中間連結会計期間まで営業キャッシュ・フローの「その他」に含

めて表示しておりました「未払金の減少額」は、重要性が増したため、

当中間連結会計期間より区分掲記することにいたしました。なお、前

中間連結会計期間の「未払金の増加額」は、596百万円であります。

（中間連結貸借対照表）

　従来「未払金」は、流動負債の「その他」に含めて表示しておりま

したが、当中間連結会計期間において負債及び純資産の合計額の100分

の５を超えたため独立科目として区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間の「未払金」の金額は13,336百万円であ

ります。

 

 (中間連結損益計算書)

　前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「金利スワップ評

価益」(当中間連結会計期間0百万円)は、重要性が低下したため、当中

間連結会計期間より営業外収益の「その他」に含めて表示しておりま

す。
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注記事項

　省略した注記事項

　追加情報、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書、リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等および企業結合等に関する注記事

項については、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

 

（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７月１日　至　平成18年12月31日）

 
人材派遣・請

負

（百万円）

介護・医療支

援

（百万円）

シニアレジデ

ンス・レスト

ラン

（百万円） 

その他

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対

する売上高
80,941 40,741 5,581 1,781 129,046 - 129,046

(2）セグメント間

の内部売上

高又は振替

高

303 0 404 10 718 (718) -

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

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

営業利益

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

　（注）１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な内容

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

(2）介護・医療支援事業………在宅介護、施設介護、マッサージ師派遣事務代行

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

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

　　　　　　　　　　　　　　ペットケア、保育所の運営

３．事業区分の方法の変更

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

　　デンス・レストラン事業」および「その他事業」の５区分としておりましたが、当中間連結会計期間から

　　「人材派遣・請負事業」、「介護・医療支援事業」、「シニアレジデンス・レストラン事業」および「そ

　　の他事業」の４区分に変更いたしました。

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

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

　　業」に含めて表示する方法に変更いたしました。

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

　　の事業区分により表示すると次のとおりとなります。
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前中間連結会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）

 
人材派遣・請

負

（百万円）

介護・医療支

援

（百万円）

シニアレジデ

ンス・レスト

ラン

（百万円） 

その他

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対

する売上高
54,720 31,026 - 1,797 87,543 - 87,543

(2）セグメント間

の内部売上

高又は振替

高

171 0 - 6 178 (178) -

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

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

営業利益

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

前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年6月30日）

 
人材派遣・請

負

（百万円）

介護・医療支

援

（百万円）

シニアレジデ

ンス・レスト

ラン

（百万円） 

その他

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対

する売上高
114,602 63,684 3,871 3,789 185,948 - 185,948

(2）セグメント間

の内部売上

高又は振替

高

320 1 179 11 512 (512) -

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

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

営業利益

（又は営業損失）
8,182 948 (1,184) (438) 7,507 387 7,895
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当中間連結会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年12月31日）

 
人材派遣・請負

（百万円）

介護・医療支援

（百万円）

その他

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 304,226 23,424 5,688 333,339 － 333,339

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
636 － 324 960 (960) －

計 304,862 23,424 6,013 334,300 (960) 333,339

営業費用 303,088 27,643 7,639 338,371 (3,660) 334,711

営業利益

（又は営業損失）
1,774 (4,219) (1,626) (4,071) 2,699 (1,371)

　（注）１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な内容

(1）人材派遣・請負事業………技術者派遣、一般事務派遣、シニア派遣

(2）介護・医療支援事業………在宅介護、施設介護

(3）その他………………………飲食店の経営、人材採用支援

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2,611百万円であり、その主なもの

は当社の管理部門に係る費用であります。

４．事業区分の方法の変更

　事業区分は前中間連結会計期間まで「人材派遣・請負事業」、「介護・医療支援事業」、「シニアレジデ

ンス・レストラン事業」および「その他事業」の４区分としておりましたが、前連結会計年度から「人材派

遣・請負事業」、「介護・医療支援事業」および「その他事業」の３区分に変更いたしました。

  従来「シニアレジデンス・レストラン事業」として表示していた事業は、連結子会社の増加により当該事

業の割合が低下し、重要性が乏しくなったため「その他事業」に含めて表示する方法に変更いたしました。

　なお、前中間連結会計期間の事業の種類別セグメント情報を当中間連結会計期間の事業区分により表示す

ると以下のとおりとなります。

前中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

 
人材派遣・請負

（百万円）

介護・医療支援

（百万円）

その他

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 80,941 40,741 7,363 129,046 － 129,046

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
303 0 414 718 (718) －

計 81,244 40,741 7,778 129,765 (718) 129,046

営業費用 75,730 41,968 8,868 126,567 (1,468) 125,099

営業利益

（又は営業損失）
5,514 (1,226) (1,089) 3,197 749 3,947
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前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

 
人材派遣・請負

（百万円）

介護・医療支援

（百万円）

その他

 （百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 410,329 84,433 14,238 509,001 - 509,001

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
1,012 - 1,061 2,074 (2,074) -

計 411,341 84,434 15,299 511,075 (2,074) 509,001

営業費用 394,838 89,278 17,758 501,875 (2,820) 499,055

営業利益

（又は営業損失）
16,503 (4,844) (2,459) 9,200 745 9,945

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な内容

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

(2）介護・医療支援事業……在宅介護、施設介護、マッサージ師の事務代行

(3) その他……シニアレジデンスの運営、飲食店の経営、食料品の販売、ペットケア、保育所の運営

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4,437百万円であり、その主なもの

は当社の管理部門に係る費用であります。

４．事業区分の方法の変更

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

ンス・レストラン事業」及び「その他事業」の５区分としておりましたが、当連結会計年度から「人材派遣・

請負事業」、「介護・医療支援事業」及び「その他事業」の３区分に変更いたしました。

　従来「人材関連事業」及び「シニアレジデンス・レストラン事業」として表示していた事業は、連結子会

社の増加により当該事業の割合が低下し、重要性が乏しくなったため、「その他事業」に含めて表示する方

法に変更いたしました。

　なお、前連結会計年度の事業の種類別セグメント情報を当連結会計年度の事業区分により表示すると次の

とおりとなります。

 
人材派遣・請負

（百万円）

介護・医療支援

（百万円）

その他

 （百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 114,602 63,684 7,661 185,948 - 185,948

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
320 1 190 512 (512) -

計 114,923 63,685 7,851 186,460 (512) 185,948

営業費用 106,740 62,737 9,474 178,953 (900) 178,052

営業利益(又は営業損失) 8,182 948 (1,623) 7,507 387 7,895
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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７月１日　至　平成18年12月31日）

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

の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年12月31日）

日本

（百万円）

北米

（百万円）

欧州

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 237,056 73,804 22,478 333,339 － 333,339

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 97 － － 97 (97) －

計 237,153 73,804 22,478 333,436 (97) 333,339

営業費用 242,215 72,889 22,352 337,457 (2,746) 334,711

営業利益(又は営業損失) (5,062) 915 125 (4,020) 2,648 (1,371)

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　日本以外の区分に属する主な国又は地域

　(1)北米：アメリカ

　(2)欧州：オランダ、イギリス

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2,611百万円であり、その主なもの

は当社の管理部門に係る費用であります。

前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

日本

（百万円）

北米

（百万円）

欧州

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 421,491 63,657 23,851 509,001 － 509,001

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 194 － － 194 (194) －

計 421,685 63,657 23,851 509,195 (194) 509,001

営業費用 412,289 63,682 23,821 499,793 (738) 499,055

営業利益(又は営業損失) 9,396 (25) 29 9,401 544 9,945

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　日本以外の区分に属する主な国又は地域

　(1)北米：アメリカ

　(2)欧州：オランダ、イギリス

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4,437百万円であり、その主なもの

は当社の管理部門に係る費用であります。
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ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

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

当中間連結会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年12月31日）

北米 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 73,804 22,478 96,283

Ⅱ　連結売上高（百万円）  －  － 333,339

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 22.1 6.7 28.9

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　日本以外の区分に属する主な国又は地域

　(1)北米：アメリカ

　(2)欧州：オランダ、イギリス

３　海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

北米 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 63,657 23,851 87,509

Ⅱ　連結売上高（百万円）  －  － 509,001

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.5 4.7 17.2

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　日本以外の区分に属する主な国又は地域

　(1)北米：アメリカ

　(2)欧州：オランダ、イギリス

３　海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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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７月１日

至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年７月１日

至　平成19年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年７月１日

至　平成19年６月30日）

１株当たり純資産額    10,191円57銭

１株当たり中間純損失金

額
    13,836円49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、1株当たり中間純損失金

額であり、また、潜在株式が存在しないため、

記載しておりません。 

１株当たり純資産額      7,723円61銭

１株当たり中間純損失金

額
        313円95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、潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。 

１株当たり純資産額 4,569円51銭

１株当たり当期純損失金

額
19,510円20銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式が存在しないため、

記載しておりません。

１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年７月１日

至　平成19年12月31日)

前連結会計年度

(自　平成18年７月１日

至　平成19年６月30日)

純資産の部の合計額（百万円） 45,722 44,088 35,957

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 24,398 24,838 26,396

（うち少数株主持分） (24,398) (24,838) （26,396） 

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額（百

万円）
21,324 19,249 9,561

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末

（期末）の普通株式の数（株）
2,092,355 2,492,354 2,092,354

２．1株当たり中間（当期）純損失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７月１日

至　平成18年12月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年７月１日

至　平成19年12月31日)

前連結会計年度

(自　平成18年７月１日

至　平成19年６月30日)

　中間（当期）純損失（百万円） △28,790 △759 △40,708

　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）純損失（百万円） △28,790 △759 △40,708

　普通株式の期中平均株式数（株） 2,080,756 2,383,588 2,086,508
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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７月１日

至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年７月１日

至　平成19年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年７月１日

至　平成19年６月30日）

 １．㈱グッドウィルと㈱グッドウィル・

ヒュー・マネジメントの合併

(1)人材派遣・請負事業を営む結合当事企業(２

社)の名称及びその事業の内容、企業結合の

法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目

的を含む取引の概要

結合当企業の名称 ㈱グッドウィル

㈱グッドウィル・

ヒュー・マネジメ

ント

主な事業の内容 人材派遣業 再就職支援事業

企業結合の法的形

式
合併

結合後企業の名称 ㈱グッドウィル

取引の目的を含む

取引の概要

グループ経営資源の集中とグループ経

営体質の強化を図り、人材派遣事業に

おけるさらなる拡大成長とシェアアッ

プを目的として、平成19年３月１日を

合併日とし、㈱グッドウィルを存続会

社とする吸収合併方式によっており、

㈱グッドウィル・ヒュー・マネジメン

トは同日に解散しております。

(2)実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準　三　企業結合に

係る会計基準　４　共通支配下の取引等の会

計処理 (1) 共通支配下の取引」に規定する

個別財務諸表上及び連結財務諸表上の会計処

理を適用いたしました。

 １．㈱グッドウィルの業務停止命令および業

務改善命令について

　㈱グッドウィルは、「労働者派遣事業の適正

な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備

等に関する法律」（以下、労働者派遣法とい

う）に違反したとして、平成20年１月11日付で、

東京労働局より、労働者派遣事業停止命令およ

び労働者派遣事業改善命令を受けました。

(1)処分の内容

 ①労働者派遣事業停止命令

・全事業所に対し、平成20年１月18日より2ヶ

月

・67事業所（708事業所のうち）に対し、平成

20年１月18日より4ヶ月

 ②労働者派遣事業改善命令

・平成19年12月１日から平成20年１月10日ま

での労働者派遣について総点検を行い、違

反があれば是正すること

・この度の違反について原因究明の上、再発

防止措置を講ずること

・派遣労働者の就労の実態を把握するための

方策及び体制を確立すること

・遵法体制の整備を図ること

(2)影響

　業務停止により売上高の減少や人員の適正配

置のための事業所統廃合に伴う費用等の発生が

見込まれます。なお、当中間連結会計期間にお

いて、統廃合に関する損失1,879百万円を店舗

閉鎖損失として、特別損失に計上しております。

１．当社は平成19年７月10日に新株予約権を発

行いたしました。新株予約権の詳細につきま

しては、「追加情報」に記載のとおりであり

ます。

　また、同新株予約権は、平成19年７月11日

から平成19年８月20日までに全て権利行使さ

れており、その内容は以下のとおりでありま

す。

(1)　行使新株予約権　 　　　 400,000個

(2)　交付株式数 　　　　　　 400,000株 

(3)　新株予約権の発行に伴う払込総額

10,200百万円

(4)　新株予約権の行使に伴う払込総額

 1,097百万円

(5)　資本組入額　 　　　　 5,648百万円 

２．Alternative Staffing Solutions,Inc.他３

社からの事業譲受

(1)被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合

を行った理由、企業結合日、企業結合の法的

形式、結合後企業の名称及び取得した議決権

比率

被取得企業の名称
Alternative Staffing 

Solutions,Inc.他３社

取得した事業の内容 人材派遣・請負事業

企業結合を行った理由 営業網の構築

企業結合日 平成18年12月18日

企業結合の法的形式 事業譲受

結合後企業の名称
Talent Tree 

Crystal,Inc.

(2)被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価   

　現金 780百万円（6,620千ドル）

(3)企業結合契約に規定される条件付取得対価の

内容

　この買収に関連して買収後2年間、利益成

果条項による支払いが生じる可能性がありま

す。

 ２．子会社の株式の売却について

　当社は、平成19年12月25日開催の取締役会に

おいて、以下の子会社の株式を売却する方針を

決議致しました。

・㈱プレミア・メディカルケア

・㈱日構シーエスエス

・㈱サンヨーナイスコーポレーション

　当該売却は、当社グループが経営の選択と集

中を図る上で、上記子会社の株式を売却するこ

とが当社グループの企業価値の向上に資すると

判断したことによるものであります。

　なお、売却先については、現在選定中であり

ます。

２．当社は平成19年４月26日開催の取締役会に

おいて、当社子会社である888 Consulting 

Group, Inc. （決算日：３月31日）がThe 

Systems Group, Inc. の事業を譲り受けるこ

とを決議し、同日、事業を譲り受けました。

これは、金融サービス分野およびヘルスケア

におけるIT技術者派遣の市場規模の今後の急

成長見込みに対応し、当該市場における競争

優位を加速させ、米国北東部における事業基

盤を確立するためであります。

(1)　事業譲渡を受ける会社の事業内容

IT技術者派遣事業 

(2)　取得価額および条件付取得対価の内容

　買収財産引渡時に593百万円および引き

渡し後４年間、利益成果条項による支払

いが生じる可能性があります。 

(3)　直近期の売上高

17百万ＵＳドル

(4)　資産および負債の額

有形固定資産　　　　0百万ＵＳドル
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前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年７月１日

至　平成19年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年７月１日

至　平成19年６月30日）

 ３．固定資産の売却について

　平成19年９月21日開催の取締役会において㈱

ゼクスへ売却することを決議した、当社が保有

し、㈱コムスンに賃貸していた「コムスンガー

デン」の土地および建物に関する不動産売買契

約について、㈱ゼクスと協議の上、合意契約解

除いたしました。その後、同土地および建物に

ついて、平成20年1月10日付で、武蔵桜特定目

的会社との間で売買契約を締結し、平成20年１

月25日に引渡しをいたしました。譲渡価額は

14,618百万円であり、当連結会計年度の損益に

与える影響は2,162百万円(固定資産売却益)で

あります。

　また、平成19年９月21日開催の取締役会にお

いて㈱ゼクスへ売却することを決議した、当社

が保有し、㈱コムスンに賃貸していた「バーリ

ントンハウス」の土地および建物の引渡しにつ

いて、契約上の事務手続が一部未了のため、㈱

ゼクスと協議の上、平成20年２月以降を目処に

引渡しすることといたしました。譲渡価額は

21,381百万円であり、当連結会計年度の損益に

与える影響は77百万円(固定資産売却益)の見込

みであります。

３．当社は平成19年５月31日開催の取締役会に

おいて、当社子会社であるGW Premier 

America, Inc. （決算日：３月31日）が、

The Holland Group of Tennessee, Inc. の

株式を100％取得することを決議し、平成19

年６月８日、株式を取得しました。これは、

米国内において軽作業派遣および組立作業請

負事業を展開している会社を子会社化し、日

本からより高度な軽作業派遣および作業請負

のノウハウを移転することにより事業規模を

拡大するためであります。 

(1)　被取得会社の事業内容

軽作業派遣および作業請負 

(2)　取得する株式の数、取得価額および条

件付取得対価の内容 

取得する株式の数

買収・普通株転換請求権付優先株式

1,130,121株 

普通株式　　　　　　　 257,382株 

取得した議決権比率　 　　　　100％ 

取得価額および条件付取得対価 

　株式引渡し時に2,520百万円および引

渡し後１年間、利益成果条項による支

払いが生じる可能性があります。 

　なお、この買収に関連した借入金

2,597百万円(平成19年３月31日現在)に

対応して、GW Premier America, 

Inc.とその子会社の総資産48,239百万

円(平成19年３月31日現在)　が実質的

に担保に供されております。 

(3)　直近期の売上高

13,313百万円

 ４．子会社の合併について

　当社は平成19年９月18日開催の取締役会にお

いて、当社子会社であり、労働者派遣事業を営

む、㈱ハイラインおよび㈱c style（共に中間

決算日は9月30日）について、合併を行うこと

を決議いたしました。

　当該合併は、グループ経営資源の集中とグ

ループ経営体質の強化を図る事を目的としてお

り、平成19年11月１日を合併日とし、㈱ハイラ

インを存続会社、㈱c styleを消滅会社とする

吸収合併方式によっており、㈱c styleは同日

に解散しております。また、合併に際しては、

新株の発行および資本増加は行っておりませ

ん。

　なお、㈱ハイラインは同日に㈱プレミアライ

ンへと商号変更しております。

　当該合併は、共通支配下の取引に該当するた

め、内部取引として全て消去することとなり、

当連結会計年度の損益に与える影響はありませ

ん。

４．当社は、平成19年６月13日開催の取締役会

において、当社グループ内の全介護事業およ

び介護関連事業についての事業移行の基本方

針を決議いたしました。これは、当社子会社

である㈱コムスンが、介護保険制度に対する

信頼を著しく損ねた責任を取り、他事業者へ

の引き継ぎ終了をもって、当社グループとし

て全ての介護サービス事業から撤退すること

によるものであります。

　当該事業移行につき、平成19年７月31日開

催の取締役会において、事業移行先の選定・

交渉手続、その他具体的な事項については、

当社執行役員樋口公一に一任することとし、

その進捗状況は今後の取締役会へ報告する旨

を決議いたしました。

　また、㈱コムスンの事業移行計画について

は、同取締役会において以下のとおり決議い

たしました。

(1)　事業移行についての基本方針

・全ての利用者の意向を尊重し、確実か

つ円滑にサービスが継続されること

・全ての従業員の意向を尊重し、確実か

つ円滑に雇用が継続されること

・コムスンの事業を、在宅系サービスと

居住系サービスに分割して承継する

・在宅系サービスについては、各自治体

の意向に配慮して移行先選定を行うの

で、47都道府県別に分割することを原

則とする
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前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年７月１日

至　平成19年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年７月１日

至　平成19年６月30日）

 （注）在宅系サービスとは、居宅介護支援

事業・訪問介護サービス事業（移送

サービスを含む）・訪問看護サービス

事業・訪問入浴介護サービス事業・福

祉用具賃貸事業（および販売事業）・

通所介護事業・小規模多機能型介護事

業・障害者自立支援事業・地域支援事

業・夜間対応型訪問介護事業・訪問歯

科診療支援事業を指します。

　居住系サービスとは、特定施設入居

者生活介護（介護型有料老人ホーム）

のうち、「コムスンホーム」「コムス

ンのきらめき」および認知症対応型共

同生活介護（グループホーム）を指し

ます。

(2)　移行先選定の基本的な考え方

　上記基本方針に則り、以下のような要

件を満たす事業者を優先したいと考えて

いるが、最終的な移行先選定基準につい

ては、後述の第三者委員会で策定する。

・利用者へのサービスを将来にわたって

安定的に供給する能力を有すること。

特に在宅系サービスの移行先法人は24

時間訪問介護サービス、過疎地や離島

におけるサービス、障害者自立支援事

業等における既存サービスを含めて供

給する能力を有すること

・利用者の権利保全のために、居住系

サービスの移行先法人は、利用者との

契約条件を利用者に対して一切の不利

益なく全て承継すること、およびその

ために必要な財務信用力を有している

こと

・法令遵守に真摯に取り組む姿勢を有す

るとともに、介護事業に従事する者と

しての社会的責任を自覚していること

・承継対象事業にかかる全従業員の雇用

について、その労働条件を含め継続す

ること

(3)　移行先の選定方法

　移行先選定については、第三者委員会

を設置し、当該委員会が移行先候補を審

査の上、㈱コムスンに提案し、㈱コムス

ンがこれを決定する。

(4)　利用者へのサービスの継続

　事業移行にあたり、利用者のサービス

が途切れることなく継続されるように、

下記の点について十分に留意して事業移

行を行う。

・各事業移行が完了するまでは㈱コムス

ンがサービスを継続する

・業務移行に関し、利用者に対して事前

に十分な説明を行う

・サービス確保に関し、自治体と十分な

連携を図る

(5)　その他

　重大な事情変更が生じた場合には、第

三者委員会に事業移行の枠組みの見直し

を委ねるものとする。
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前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年７月１日

至　平成19年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年７月１日

至　平成19年６月30日）

　上記計画に基づき、平成19年８月28日開

催の当社および当社子会社の㈱コムスンの

取締役会において、第三者委員会の答申に

基づき、㈱コムスンの居住系サービスにつ

いて、㈱ニチイ学館の子会社に事業移行す

ることを決議し、同日、吸収分割契約を締

結致しました。

(1)　分離先企業

㈱ニチイ学館の子会社

(2)　分離する事業の内容

㈱コムスンの居住系サービス

(3)　事業分離を行う理由

当社子会社である㈱コムスンが、介護

保険制度に対する信頼を著しく損ねた

責任を取り、他事業者への引き継ぎ終

了をもって、当社グループとして全て

の介護サービス事業から撤退すること

によるものであります。

(4)　事業分離予定日

平成19年11月１日

(5)　法的形式

㈱コムスンを分割会社とし、㈱ニチイ

学館の子会社を承継会社とする吸収分

割

(6)　実施する会計処理の概要

㈱ニチイ学館の子会社へ、平成19年10

月31日現在の資産および負債を適正な

帳簿価額で分割し、その受取対価は

21,000百万円であります。

 

　当社および当社子会社である㈱コムスン

は、平成19年９月10日開催の取締役会にお

いて、①北海道、②岩手県、③秋田県、④

山形県、⑤福島県、⑥栃木県、⑦埼玉県、

⑧千葉県、⑨東京都、⑩神奈川県、⑪新潟

県、⑫石川県及び⑬福井県の13都道県にお

ける在宅介護事業「在宅系サービス」を都

道県ごとに会社分割し、㈱ジャパンケア

サービスの子会社である都道県ごとの受け

皿会社にそれぞれ承継させる事を決議いた

しました。

(1)　分離先企業

㈱ジャパンケアサービスの子会社

(2)　分離する事業の内容

㈱コムスンの在宅系サービス

(3)　事業分離を行う理由

当社子会社である㈱コムスンが、介護

保険制度に対する信頼を著しく損ねた

責任を取り、他事業者への引き継ぎ終

了をもって、当社グループとして全て

の介護サービス事業から撤退すること

によるものであります。

(4)　事業分離予定日

平成19年11月１日または平成19年12月

１日

(5)　法的形式

㈱コムスンを分割会社とし、㈱ジャパ

ンケアサービスの子会社各社を承継会

社とする吸収分割

－ 30 －



前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年７月１日

至　平成19年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年７月１日

至　平成19年６月30日）

(6)　実施する会計処理

㈱ジャパンケアサービスの子会社各社

へ、平成19年10月31日現在または平成

19年11月30日現在の資産および負債を

適正な帳簿価額で分割し、その受取対

価は合計で2,254百万円であります。

 

　当社および当社子会社である㈱コムスン

は、平成19年９月10日開催の取締役会にお

いて、①宮城県、②茨城県、③山梨県、④

静岡県、⑤和歌山県、⑥徳島県、⑦香川県、

⑧愛媛県、⑨佐賀県、⑩長崎県、⑪大分県

及び⑫宮崎県の12県に、また平成19年９月

20日開催の取締役会において、①三重県お

よび②熊本県の2県に、在宅介護事業「在宅

系サービス」を各県ごとに会社分割し、セ

ントケア・ホールディング㈱の子会社であ

る各県ごとの14個の受け皿会社にそれぞれ

承継させる事を決議いたしました。

(1)　分離先企業

セントケア・ホールディング㈱の子会

社

(2)　分離する事業の内容

㈱コムスンの在宅系サービス

(3)　事業分離を行う理由

当社子会社である㈱コムスンが、介護

保険制度に対する信頼を著しく損ねた

責任を取り、他事業者への引き継ぎ終

了をもって、当社グループとして全て

の介護サービス事業から撤退すること

によるものであります。

(4)　事業分離予定日

平成19年11月１日または平成19年12月

１日

(5)　法的形式

㈱コムスンを分割会社とし、セントケ

ア・ホールディング㈱の子会社各社を

承継会社とする吸収分割

(6)　実施する会計処理

セントケア・ホールディング㈱の子会

社各社へ、平成19年10月31日現在また

は平成19年11月30日現在の資産および

負債を適正な帳簿価額で分割し、その

受取対価は合計で1,615百万円であり

ます。

 

　当社および当社子会社である㈱コムスン

は、平成19年９月12日開催の取締役会にお

いて、大阪府における在宅介護事業「在宅

系サービス」を会社分割し、日本ロングラ

イフ㈱の子会社となる受け皿会社に承継さ

せる事を決議いたしました。

(1)　分離先企業

日本ロングライフ㈱の子会社

(2)　分離する事業の内容

㈱コムスンの在宅系サービス
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前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年７月１日

至　平成19年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年７月１日

至　平成19年６月30日）

(3)　事業分離を行う理由

当社子会社である㈱コムスンが、介護

保険制度に対する信頼を著しく損ねた

責任を取り、他事業者への引き継ぎ終

了をもって、当社グループとして全て

の介護サービス事業から撤退すること

によるものであります。

(4)　事業分離予定日

平成19年12月１日

(5)　法的形式

㈱コムスンを分割会社とし、日本ロン

グライフ㈱の子会社を承継会社とする

吸収分割

(6)　実施する会計処理

日本ロングライフ㈱の子会社へ、平成

19年11月30日現在の資産および負債を

適正な帳簿価額で分割し、その受取対

価は合計で450百万円であります。

 

　当社および当社子会社である㈱コムスン

は、平成19年９月13日開催の取締役会にお

いて、①長野県、②岐阜県、③愛知県、④

京都府及び⑤兵庫県の５府県における在宅

介護事業「在宅系サービス」を各県ごとに

会社分割し、㈱ニチイ学館の子会社である

各県ごとの５個の受け皿会社にそれぞれ承

継させる事を決議いたしました。

(1)　分離先企業

㈱ニチイ学館の子会社

(2)　分離する事業の内容

㈱コムスンの在宅系サービス

(3)　事業分離を行う理由

当社子会社である㈱コムスンが、介護

保険制度に対する信頼を著しく損ねた

責任を取り、他事業者への引き継ぎ終

了をもって、当社グループとして全て

の介護サービス事業から撤退すること

によるものであります。

(4)　事業分離予定日

平成19年11月１日または平成19年12月

１日

(5)　法的形式

㈱コムスンを分割会社とし、㈱ニチイ

学館の子会社各社を承継会社とする吸

収分割

(6)　実施する会計処理

㈱ニチイ学館の子会社各社へ、平成19

年10月31日現在または平成19年11月30

日現在の資産および負債を適正な帳簿

価額で分割し、その受取対価は合計で

172百万円であります。
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前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年７月１日

至　平成19年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年７月１日

至　平成19年６月30日）

　当社および当社子会社である㈱コムスン

は、平成19年９月13日および平成19年９月

14日に開催の取締役会において、その他14

県における在宅介護事業「在宅系サービ

ス」を各県ごと（ただし広島県と島根県は

同一事業者）に会社分割または事業譲渡し、

13個の受け皿会社にそれぞれ承継または譲

受させる事を決議いたしました。

(1)　分離先企業

その他13事業者

(2)　分離する事業の内容

㈱コムスンの在宅系サービス

(3)　事業分離を行う理由

当社子会社である㈱コムスンが、介護

保険制度に対する信頼を著しく損ねた

責任を取り、他事業者への引き継ぎ終

了をもって、当社グループとして全て

の介護サービス事業から撤退すること

によるものであります。

(4)　事業分離予定日

平成19年11月１日

(5)　法的形式

㈱コムスンを分割会社または譲渡会社

とし、受皿会社各社を承継会社とする

吸収分割または譲受会社とする事業譲

渡

(6)　実施する会計処理

会社分割または事業譲渡を行う業者の

子会社各社へ、平成19年10月31日現在

の資産および負債を適正な帳簿価額で

分割または譲渡し、その受取対価は合

計で778百万円であります。

 

　当社および当社子会社である㈱コムスン

は、平成19年９月21日開催の取締役会にお

いて、高級ケア付レジデンス事業について、

㈱ゼクスアクティブ・エイジの子会社に事

業移行することを決議し、同日、吸収分割

契約を締結いたしました。

(1)　分離先企業

㈱ゼクスアクティブ・エイジの子会社

(2)　分離する事業の内容

㈱コムスンの高級ケア付レジデンス

サービス

(3)　事業分離を行う理由

当社子会社である㈱コムスンが、介護

保険制度に対する信頼を著しく損ねた

責任を取り、他事業者への引き継ぎ終

了をもって、当社グループとして全て

の介護サービス事業から撤退すること

によるものであります。

(4)　事業分離予定日

平成19年12月１日

(5)　法的形式

㈱コムスンを分割会社とし、㈱ゼクス

アクティブ・エイジの子会社を承継会

社とする吸収分割
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前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年７月１日

至　平成19年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年７月１日

至　平成19年６月30日）

(6)　実施する会計処理

㈱ゼクスアクティブ・エイジの子会社

へ、平成19年11月30日現在の資産およ

び負債を適正な帳簿価額で分割し、そ

の受取対価は0百万円であります。

 

　平成19年９月21日開催の当社の取締役会

において、上記記載の吸収分割に関連し、

当社が保有し、㈱コムスンに賃貸していた

土地および建物（㈱コムスンが営む高級ケ

ア付レジデンス「バーリントンハウス」の

土地および建物）を、㈱ゼクスへ売却する

ことを決議し、同日、21,381百万円を下限

とする不動産売買契約を締結いたしました。

なお、譲渡の時期および売却価額は現在協

議中であります。

　当社および当社子会社である㈱コムスン

は、平成19年９月21日開催の取締役会にお

いて、介護付有料老人ホーム事業について、

㈱ゼクスコミュニティの子会社に事業移行

することを決議し、同日、吸収分割契約を

締結致しました。

(1)　分離先企業

㈱ゼクスコミュニティの子会社

(2)　分離する事業の内容

㈱コムスンの介護付有料老人ホーム

サービス

(3)　事業分離を行う理由

当社子会社である㈱コムスンが、介護

保険制度に対する信頼を著しく損ねた

責任を取り、他事業者への引き継ぎ終

了をもって、当社グループとして全て

の介護サービス事業から撤退すること

によるものであります。

(4)　事業分離予定日

平成19年12月１日

(5)　法的形式

㈱コムスンを分割会社とし、㈱ゼクス

コミュニティの子会社を承継会社とす

る吸収分割

(6)　実施する会計処理

㈱ゼクスコミュニティの子会社へ、平

成19年11月30日現在の資産および負債

を適正な帳簿価額で分割し、その受取

対価は0百万円であります。

 

　平成19年９月21日開催の当社の取締役会

において、上記記載の吸収分割に関連し、

当社が保有し、㈱コムスンに賃貸していた

土地および建物（㈱コムスンが営む介護付

有料老人ホーム「コムスンガーデン」の土

地および建物）を、㈱ゼクスへ売却するこ

とを決議し、同日、14,618百万円を下限と

する不動産売買契約を締結いたしました。

なお、譲渡の時期および売却価額は現在協

議中であります。
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前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年７月１日

至　平成19年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年７月１日

至　平成19年６月30日）

　平成19年９月７日開催の当社、当社子会

社の㈱プレミア・メディカルケアおよび㈱

コムスンの取締役会において、㈱プレミ

ア・メディカルケアが保有する日本シル

バーサービス㈱の全株式、および㈱コムス

ンが保有する㈱コムスン関東の全株式を譲

渡することを決議し、同日、それぞれ300百

万円、40百万円で株式を譲渡いたしました。

(1)　分離先企業

㈱ニチイ学館

(2)　分離した事業の内容

日本シルバーサービス㈱：

施設介護サービス

㈱コムスン関東：

デイサービス

(3)　事業分離を行った理由

当社子会社である㈱コムスンが、介護

保険制度に対する信頼を著しく損ねた

責任を取り、他事業者への引き継ぎ終

了をもって、当社グループとして全て

の介護サービス事業から撤退すること

によるものであります。

(4)　事業分離日

平成19年９月７日

(5)　法的形式

株式譲渡

　平成19年９月７日開催の当社および当社

子会社の㈱コムスンの取締役会において、

上記記載の株式譲渡に関連し、当社子会社

の㈱コムスンが保有し、日本シルバーサー

ビス㈱に賃貸していた土地および建物（日

本シルバーサービス㈱が営む有料老人ホー

ム「桜湯園横浜緑」の土地および建物）を、

㈱ニチイ学館へ売却することを決議し、同

日、土地193百万円、建物291百万円で譲渡

いたしました。

 

　当社の子会社である㈱クリスタル介護セ

ンターおよび㈱クリスタル介護施設セン

ターの株式につきましても、売却先の選定

中であります。

５．当社は平成19年９月14日開催の取締役会に

おいて、保有する航空機をAvpro, Inc.へ譲

渡することを決議し、同日、売買契約を締結

いたしました。これは、バランスシートのス

リム化・健全化の観点から、所有資産の見直

しを図る一環であり、その内容は以下のとお

りであります。

(1)　資産の内容

航空機

(2)　譲渡の時期

平成19年11月23日を期限とする

(3)　帳簿価額

2,949百万円（平成19年６月末時点）

(4)　譲渡価額

38百万ＵＳドル

－ 35 －



５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年12月31日）
当中間会計期間末

（平成19年12月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  17,548   13,021   29,182   

２. 受取手形  －   535   427   

３．営業未収入金  732   773   498   

４. 未収入金  －   19,350   24,861   

５．短期貸付金  17,055   2,095   23,081   

６．その他  1,612   1,182   5,179   

７．貸倒引当金  －   △374   △321   

流動資産合計   36,948 16.5  36,582 17.9  82,909 32.1

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

 （1)建物  －   16,095   18,492   

(2)土地  19,875   19,289   19,851   

(3)その他  17,565   1,317   5,036   

有形固定資産合計  37,440   36,703   43,380   

２．無形固定資産  10   7   9   

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券  126,775   124,625   126,096   

(2)長期貸付金  6,271   4,377   3,158   

(3)長期未収入金  12,778   －   －   

(4)その他  3,531   3,679   3,528   

(5)貸倒引当金  △59   △2,010   △789   

投資その他の資産合
計

 149,298   130,673   131,994   

固定資産合計   186,749 83.5  167,384 82.1  175,383 67.9

資産合計   223,697 100.0  203,966 100.0  258,293 100.0

           

－ 36 －



  
前中間会計期間末

（平成18年12月31日）
当中間会計期間末

（平成19年12月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．短期借入金  122,750   106,860   151,050   

２．１年以内返済長期借
入金

 16,378   30,367   30,070   

３．未払費用  441   258   1,946   

４. 預り保証金  －   23,100   34,300   

５．その他  2,253   7,990   4,276   

流動負債合計   141,823 63.4  168,576 82.6  221,643 85.8

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  44,811   14,216   22,072   

２．退職給付引当金  1   1   1   

３．長期預り保証金  20,600   1   0   

４．繰延税金負債  2   0   1   

５. その他  －   574   －   

固定負債合計   65,415 29.2  14,794 7.3  22,076 8.6

負債合計   207,238 92.6  183,371 89.9  243,719 94.4

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   26,618 11.9  32,267 15.8  26,618 10.3

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  6,654   12,303   6,654   

(2）その他資本剰余金  9,607   9,607   9,607   

資本剰余金合計   16,261 7.3  21,910 10.7  16,261 6.3

３．利益剰余金           

(1）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  △23,803   △31,032   △25,755   

利益剰余金合計   △23,803 △10.6  △31,032 △15.2  △25,755 △10.0

４．自己株式   △2,506 △1.1  △2,506 △1.2  △2,506 △1.0

株主資本合計   16,570 7.4  20,639 10.1  14,619 5.6

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  3 0.0  0 0.0  2 0.0

２．繰延ヘッジ損益   △115 △0.1  △44 △0.0  △47 △0.0

評価・換算差額等合計   △111 △0.0  △43 △0.0  △45 △0.0

純資産合計   16,459 7.4  20,595 10.1  14,573 5.6

負債純資産合計   223,697 100.0  203,966 100.0  258,293 100.0

－ 37 －



(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度要約損益計算書
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益   4,997 100.0  6,742 100.0  10,584 100.0

Ⅱ　営業費用   1,760 35.2  3,517 52.2  5,692 53.8

営業利益   3,237 64.8  3,225 47.8  4,891 46.2

Ⅲ　営業外収益   150 3.0  306 4.5  341 3.3

Ⅳ　営業外費用   1,964 39.3  4,020 59.6  3,595 34.0

経常利益又は経常利益
損失（△）

  1,423 28.5  △489 △7.3  1,637 15.5

Ⅴ　特別利益   656 13.1  1,423 21.1  658 6.2

Ⅵ　特別損失   30,574 611.8  6,212 92.1  32,796 309.9

税引前中間（当期）純
損失（△）

  △28,493 △570.2  △5,278 △78.3  △30,500 △288.2

法人税、住民税及び事
業税

 2   2   5   

還付法人税等  30   △3   △88   

法人税等調整額  106 78 1.6 － △1 △0.0 106 22 0.2

中間（当期)純損失
（△）

  △28,571 △571.8  △5,276 △78.3  △30,523 △288.4

           

－ 38 －



(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７月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金  利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 その他資本剰余金 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６月30日　残高
（百万円）

26,618 16,077 － 16,077 5,806 5,806 △3,978 44,524

中間会計期間中の変動額

資本準備金の取崩 － △9,422 9,422 － － － － －

剰余金の配当 － － － － △1,038 △1,038 － △1,038

中間純損失 － － － － △28,571 △28,571 － △28,571

自己株式の取得 － － － － － － △682 △682

株式交換 － － 184 184 － － 2,154 2,339

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（百万円）

－ △9,422 9,607 184 △29,610 △29,610 1,472 △27,953

平成18年12月31日　残高
（百万円）

26,618 6,654 9,607 16,261 △23,803 △23,803 △2,506 16,570

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成18年６月30日　残高（百万円） 6 △59 △53 44,471

中間会計期間中の変動額

資本準備金の取崩 － － － －

剰余金の配当 － － － △1,038

中間純損失 － － － △28,571

自己株式の取得 － － － △682

株式交換 － － － 2,339

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

△2 △55 △58 △58

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

△2 △55 △58 △28,011

平成18年12月31日　残高（百万円） 3 △115 △111 16,459

－ 39 －



当中間会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年12月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金  利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 その他資本剰余金 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６月30日　残高
（百万円）

26,618 6,654 9,607 16,261 △25,755 △25,755 △2,506 14,619

中間会計期間中の変動額

新株の発行 5,648 5,648 － 5,648 － － － 11,297

中間純損失 － － － － △5,276 △5,276 － △5,276

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（百万円）

5,648 5,648 － 5,648 △5,276 △5,276 － 6,020

平成19年12月31日　残高
（百万円）

32,267 12,303 9,607 21,910 △31,032 △31,032 △2,506 20,639

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成19年６月30日　残高（百万円） 2 △47 △45 14,573

中間会計期間中の変動額

新株の発行  － － － 11,297

中間純損失 － － － △5,276

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

△1 3 1 1

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

△1 3 1 6,021

平成19年12月31日　残高（百万円） 0 △44 △43 20,595

－ 40 －



前事業年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 その他資本剰余金 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６月30日　残

高（百万円）
26,618 16,077 － 16,077 5,806 5,806 △3,978 44,524

事業年度中の変動額

資本準備金の取崩 － △9,422 9,422 － － － － －

剰余金の配当 － － － － △1,038 △1,038 － △1,038

当期純損失 － － － － △30,523 △30,523 － △30,523

自己株式の取得 － － － － － － △682 △682

株式交換 － － 184 184 － － 2,154 2,339

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（百万円）
－ △9,422 9,607 184 △31,562 △31,562 1,471 △29,905

平成19年６月30日　残

高（百万円）
26,618 6,654 9,607 16,261 △25,755 △25,755 △2,506 14,619

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成18年６月30日　残高

（百万円）
6 △59 △53 44,471

事業年度中の変動額

資本準備金の取崩 － － － －

剰余金の配当 － － － △1,038

当期純損失 － － － △30,523

自己株式の取得 － － － △682

株式交換 － － － 2,339

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額）
△4 12 8 8

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△4 12 8 △29,897

平成19年６月30日　残高

（百万円）
2 △47 △45 14,573

－ 41 －



６．その他
 特記すべき事項はありません。

 

－ 42 －


