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平成 20 年 11 月期  第１四半期財務・業績の概況 
 

平成 20 年４月４日 
上 場 会 社 名        株式会社エスプール         上場取引所 大証ヘラクレス 
コ ー ド 番 号         2471                        ＵＲＬ  http://www.spool.co.jp/ 
代  表  者 代表取締役会長兼社長 浦上 壮平 
問合せ先責任者 取締役管理本部担当  佐藤 英朗          ＴＥＬ (03)3517－6633(代) 
 
 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年 11 月期第１四半期の連結業績（平成 19 年 12 月１日 ～ 平成 20 年２月 29 日） 
(1) 連結経営成績                            （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年 11 月期第１四半期 1,567  13.8 16 △53.0 16 △55.9 4  △64.1
19 年 11 月期第１四半期 1,376  22.9 35 △20.5 37   81.9 13    27.5

19 年 11 月期 6,028    － 125    － 138    －  52     － 
 

 １株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

20 年 11 月期第１四半期 193   06 － 
19 年 11 月期第１四半期 518   57 515   46 

19 年 11 月期 2,013   71 － 
 
(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

20 年 11 月期第１四半期 1,642   1,192   72.5   46,090   68 
19 年 11 月期第１四半期 1,763   1,295   73.3   48,237   55 

19 年 11 月期 1,745   1,216   69.5   46,997   62 
 
(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

20 年 11 月期第１四半期 △46   △39   △28    594   
19 年 11 月期第１四半期 15   △44   △29    820   

19 年 11 月期 64   △68   △166    708   
 
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 

19年 11 月期 
  円   銭

－    －
  円   銭

1,100   00
  円   銭 

1,100   00 

20 年 11 月期（実績） 

20 年 11 月期（予想） 600   00 1,700   00
2,300   00 

 
 
３．平成 20 年 11 月期の連結業績予想（平成 19年 12 月１日 ～ 平成 20 年 11 月 30 日） 

（％表示は，通期は対前期，中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中  間  期 3,598   22.2 50 △42.3 54 △41.7 31 △31.8 1,237   32 
通     期 7,781   29.1 201   61.1 209   51.4 117  123.1 4,549   50 
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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) 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 
(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 
(4) 会計監査人の関与 ： 無 
  

 
５．個別業績の概要（平成 19 年 12 月１日 ～ 平成 20 年２月 29 日） 
(1) 個別経営成績                            （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年 11 月期第１四半期 1,476   13.0 15 △62.9 15 △62.7  4 △79.1 
19 年 11 月期第１四半期 1,306   22.2 42   36.0 42  790.1  19 2633.7 

19 年 11 月期 5,701     － 153     － 152     －  68     － 
 

 １株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円    銭

20 年 11 月期第１四半期 157   36 
19 年 11 月期第１四半期 724   91 

19 年 11 月期 2,625   82 
 
(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

20 年 11 月期第１四半期 1,568   1,138   72.6  44,064   97 
19 年 11 月期第１四半期 1,674   1,230   73.5  45,927   92 

19 年 11 月期 1,664      1,162   69.8  45,007   61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

※ 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ます。実際の業績等は、今後様々な要因によって予想数値と

異なる結果となる可能性があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間（平成 19年 12 月１日～平成 20 年２月 29 日）におけるわが国経済は、

エネルギー・原材料価格の高騰や米国経済の失速、世界的な金融市場の混乱等により、拡大を続け

てきた景気が踊り場にさしかかった感があります。 

このような環境の下、当社グループでは、主力の総合人材アウトソーシング事業において、営業

部門の細分化による派遣職種の充実化、紹介予定派遣サービスの開始、組織改編、新規採用拠点の

出店等の施策を実施して参りました。また、市場における認知度が高まってきたパフォーマンス･コ

ンサルティング事業の売上も好調に推移しました。その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高

は 1,567 百万円（前年同期比 13.8％増）となりました。一方、利益面においては、総合人材アウト

ソーシング事業において、相対的に利益率の低い携帯電話販売派遣やコールセンター派遣が増加す

るとともに高利益率のキャンペーン業務が減少したため、売上総利益率が 1.7 ポイント低下しまし

た。また、前述の施策実施のための体制整備等を行ったため、販売費及び一般管理費が増加致しま

した。これらの結果、営業利益は 16 百万円（前年同期比 53.0％減）、経常利益は 16 百万円（前年同

期比 55.9％減）となりました。事業セグメントごとの売上高は下表のとおりです。なお、当連結会

計年度より事業セグメントの区分変更を行っております。下表は、前年同四半期実績を変更後のセ

グメントに組み替えた上で記載しております。 
 

 総合人材アウト

ソーシング事業 

パフォーマンス・

コンサルティング

事業 

モバイル・マー

ケティング事業 
セグメント間の 
売上高消去 合計 

 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 

20 年 11 月期第１四半期 1,472 68 28 △2 1,567 

19 年 11 月期第１四半期 1,303 38 45 △10 1,376 

19 年 11 月期 5,687 192 165 △16 6,028 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

①財政状態の変動状況 
当第１半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末から 103 百万円減少し、1,642 百万円

となりました。これは、法人税等の確定納付や配当・賞与の支払等による現預金の減少が主要因で

あります。 

総負債は、前連結会計年度末から 79 百万円減少し 450 百万円となりました。前述のとおり法人税

等の確定納付や賞与の支払があったため未払法人税等及び未払費用が減少しております。 

純資産合計は、配当金の支払のため、23 百万円減の 1,192 百万円となっています。しかし負債の

減少幅の方が大きかったため、自己資本比率は前連結会計年度末比 3.0 ポイント増の 72.5％となっ

ております。有利子負債自己資本比率は前連結会計年度末並みの 3.4％となっております。 

②キャッシュ・フローの状況 

 税金等調整前第１四半期純利益は前年同期比 22 百万円減の 14 百万円となり、これに加え未払費

用の減少が前年同期に比べて 24 百万円多い 36 百万円の減少であったこと等により、当第１四半期

連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、46 百万円の支出（前年同期は 15 百万円の

収入）となりました。 

 当第１四半期連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、39 百万円の支出（前年同期

は 44 百万円の支出）となりました。これは、本社増床・採用拠点出店のための敷金の差入や什器備
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品の購入によるものであります。 

当第１四半期連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、28 百万円の支出（前年同期

は 29 百万円の支出）となりました。これは配当金の支払によるものであります。 

以上の結果、当第１半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末から 114 百万

円減少し、594 百万円となりました。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

 現時点においては、平成 20 年１月 15 日に発表いたしました平成 20 年 11 月期の連結業績予想に

ついて変更はありません。 

 

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） 

該当事項はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：千円、％） 

前年同四半期 
(平成19年11月期
第１四半期末) 

当四半期 
(平成20年11月期
第１四半期末) 

増 減 
(参考) 

平成19年11月期
科 目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

(資産の部)  

Ⅰ 流動資産  

１ 現金及び預金 820,926 594,396 △226,530 △27.6 708,577

２ 受取手形及び売掛金 575,533 661,290 85,757 14.9 675,042

３ たな卸資産 16,928 2,993 △13,934 △82.3 108

４ その他 73,409 65,459 △7,949 △10.8 72,555

５ 貸倒引当金 △4,935 △6,411 △1,475 29.9 △6,614

流動資産合計 1,481,862 1,317,728 △164,133 △11.1 1,449,669

Ⅱ 固定資産  

１ 有形固定資産 43,734 57,050 13,315 30.5 52,165

２ 無形固定資産  

(1) ソフトウェア 50,082 36,470 △13,611 △27.2 37,221

(2) その他 257 257 - - 257

無形固定資産合計 50,339 36,727 △13,611 △27.0 37,478

３ 投資その他の資産  

(1) 敷金及び保証金 143,572 160,717 17,145 11.9 141,581

(2) その他 44,212 83,868 39,655 89.7 78,274

(3) 貸倒引当金 - △13,304 △13,304 - △13,304

投資その他の資産合計 187,785 231,281 43,496 23.2 206,551

固定資産合計 281,859 325,060 43,200 15.3 296,195

資産合計 1,763,721 1,642,789 △120,932 △6.9 1,745,865

 
(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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（単位：千円、％） 

前年同四半期 
(平成19年11月期
第１四半期末) 

当四半期 
(平成20年11月期
第１四半期末) 

増 減 
(参考) 

平成19年11月期
科 目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

(負債の部)  

Ⅰ 流動負債  

１ 買掛金 9,748 12,984 3,235 33.2 15,040

２ 短期借入金 60,000 40,000 △20,000 △33.3 40,000

３ 未払費用 196,239 196,941 702 0.4 233,260

４ 賞与引当金 18,808 20,700 1,891 10.1 12,367

５ その他 183,584 179,423 △4,161 △2.3 228,492

流動負債合計 468,381 450,049 △18,332 △3.9 529,160

負債合計 468,381 450,049 △18,332 △3.9 529,160

(純資産の部)  

Ⅰ 株主資本  

１ 資本金 584,730 584,730 - - 584,730

２ 資本剰余金 465,671 465,671 - - 465,671

３ 利益剰余金 242,268 140,305 △101,963 △42.1 163,735

株主資本合計 1,292,670 1,190,706 △101,963 △7.9 1,214,136

Ⅱ 新株予約権 50 - △50 △100.0 -

Ⅲ 少数株主持分 2,620 2,033 △586 △22.4 2,568

純資産合計 1,295,340 1,192,739 △102,600 △7.9 1,216,705

負債及び純資産合計 1,763,721 1,642,789 △120,932 6.9 1,745,865
 

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2) 四半期連結損益計算書 

（単位：千円、％） 

前年同四半期 
(平成19年11月期
第１四半期) 

当四半期 
(平成20年11月期
第１四半期) 

増 減 
(参考) 

平成19年11月期
科 目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

Ⅰ 売上高 1,376,978 1,567,197 190,218 13.8 6,028,870

Ⅱ 売上原価 995,931 1,139,074 143,142 14.4 4,362,779

売上総利益 381,047 428,123 47,076 12.4 1,666,091

Ⅲ 販売費及び一般管理費 345,941 411,609 65,667 19.0 1,541,045

営業利益 35,105 16,514 △18,591 △53.0 125,046

Ⅳ 営業外収益 2,834 615 △2,218 △78.3 16,002

１ 受取利息 375 571 196 52.3 1,021

２ 持分法による投資利益 2,402 - △2,402 △100.0 14,646

３ その他 56 44 △11 △20.7 333

Ⅴ 営業外費用 472 595 123 26.1 2,429

１ 支払利息 247 186 △60 △24.5 1,220

２ コミットメント・フィー 224 226 1 0.7 901

３ 持分法による投資損失 - 132 132 - -

４ 株式交付費 - - - - 49

５ その他 - 49 49 - 258

経常利益 37,467 16,534 △20,933 △55.9 138,618

Ⅵ 特別利益 - 202 202 - -

１ 貸倒引当金戻入益 - 202 202 - -

Ⅶ 特別損失 812 2,354 1,541 189.7 1,957

１ 固定資産除却損 812 2,354 1,541 189.7 1,957

税金等調整前 
第１四半期(当期)純利益 

36,655 14,382 △22,272 △60.8 136,661

税金費用 22,723 9,930 △12,793 △56.3 83,998

少数株主利益 
又は少数株主損失(△) 

34 △535 △570 - △16

第１四半期(当期)純利益 13,896 4,987 △8,909 △64.1 52,679
 

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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(3) 四半期連結株主資本等変動計算書 

 

前四半期（平成19年11月期第１四半期） 

株主資本 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年11月30日残高（千円） 584,730 465,671 257,849 1,308,251

当四半期の変動額  

 剰余金の配当 - - △29,477 △29,477

 四半期純利益 - - 13,896 13,896

 株主資本以外の項目の当四半期
の変動額（純額） 

- - - -

当四半期の変動額合計（千円） - - △15,581 △15,581

平成19年２月28日残高（千円） 584,730 465,671 242,268 1,292,670

 
 

 新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成18年11月30日残高（千円） 50 2,585 1,310,886 

当四半期の変動額  

 剰余金の配当 - - △29,477 

 四半期純利益 - - 13,896 

 株主資本以外の項目の当四半期
の変動額（純額） 

- 34 34 

当四半期の変動額合計（千円） - 34 △15,546 

平成19年２月28日残高（千円） 50 2,620 1,295,340 

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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当四半期（平成20年11月期第１四半期） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成19年11月30日残高（千円） 584,730 465,671 163,735 1,214,136

当四半期の変動額  

 剰余金の配当 - - △28,417 △28,417

 四半期純利益 - - 4,987 4,987

 株主資本以外の項目の当四半期
の変動額（純額） 

- - - -

当四半期の変動額合計（千円） - - △23,429 △23,429

平成20年２月29日残高（千円） 584,730 465,671 140,305 1,190,706

 
 

 少数株主持分 純資産合計 

平成19年11月30日残高（千円） 2,568 1,216,705

当四半期の変動額 

 剰余金の配当 - △28,417

 四半期純利益 - 4,987

 株主資本以外の項目の当四半期
の変動額（純額） 

△535 △535

当四半期の変動額合計（千円） △535 △23,965

平成20年２月29日残高（千円） 2,033 1,192,739

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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（参考）平成19年11月期 

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11月30日残高（千円） 584,730 465,671 257,849 - 1,308,251

当連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 - - △29,477 - △29,477

 当期純利益 - - 52,679 - 52,679

 自己株式の取得 - - △127,200 △127,200

 自己株式の消却 - △102,184 102,184 -

 自己株式の処分 - △15,132 25,016 9,883

 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
（千円） 

- - △94,114 - △94,114

平成19年11月30日残高（千円） 584,730 465,671 163,735 - 1,214,136

 
 

 新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成18年11月30日残高（千円） 50 2,585 1,310,886

当連結会計年度中の変動額 

 剰余金の配当 - - △29,477

 当期純利益 - - 52,679

 自己株式の取得 - - △127,200

 自己株式の消却 - - -

 自己株式の処分 - - 9,883

 株主資本以外の項目の当連結会
計年度中の変動額（純額） 

△50 △16 △66

当連結会計年度中の変動額合計
（千円） 

△50 △16 △94,181

平成19年11月30日残高（千円） - 2,568 1,216,705

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円、％） 

 
前年同四半期 

(平成19年11月期
第１四半期) 

当四半期 
(平成20年11月期
第１四半期) 

(参考) 
平成19年11月期

区分 金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

１ 税金等調整前第１四半期(当期)純利益 36,655 14,382 136,661

２ 減価償却費 7,756 8,205 35,863

３ 貸倒引当金の増減額 60 △202 15,043

４ 賞与引当金の増加額 12,866 8,333 6,424

５ 受取利息 △375 △571 △1,021

６ 支払利息 247 186 1,220

７ 持分法による投資損益 △2,402 132 △14,646

８ 固定資産除却損 812 2,354 1,957

９ 売上債権の増減額 10,696 13,751 △88,812

10 たな卸資産の増減額 △16,339 △2,884 480

11 仕入債務の増減額 4,397 △2,056 9,689

12 未払費用の増減額 △12,088 △36,318 24,931

13 その他 27,515 4,995 25,558

小計 69,801 10,308 153,350

14 利息の受取額 375 571 1,021

15 利息の支払額 △240 △182 △1,194

16 法人税等の支払額 △54,455 △57,208 △88,977

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,480 △46,511 64,200

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

１ 有形固定資産の取得による支出 △4,886 △11,151 △28,661

２ 無形固定資産の取得による支出 △213 △3,543 △1,341

３ 関係会社株式の取得による支出 - △5,200 -

４ 敷金保証金の差入による支出 △39,479 △19,816 △58,414

５ その他 16 459 20,153

投資活動によるキャッシュ・フロー △44,561 △39,251 △68,264

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

１ 短期借入金の増減 - - △20,000

２ 配当金の支払 △29,477 △28,417 △29,477

３ 自己株式の取得による支出 - - △127,200

４ 自己株式の処分による収入 - - 9,833

財務活動によるキャッシュ・フロー △29,477 △28,417 △166,844

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 △58,559 △114,180 △170,908

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 879,485 708,577 879,485

Ⅵ 現金及び現金同等物の第１四半期 
連結会計期間末(期末)残高 

820,926 594,396 708,577

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(5) 四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数       ３社 

すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の名称  ㈱エスプール・マーケティング、㈱エスプール総合研

究所及び㈱パスカル 

２ 持分法の適用に関する事項 持分法を適用した関連会社数 ２社 

すべての関連会社に持分法を適用しております。 

関連会社の名称  ㈱ケータイソリューション、イーカムワークス㈱ 

イーカムワークス㈱は、当四半期に当該会社の持分を取得したことに伴い、

持分法を適用しております。 

３ 連結子会社の四半期決算日に関す
る事項 

連結子会社の第１四半期決算日と第１四半期連結決算日は一致しておりま

す。 

４ 会計処理基準に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

たな卸資産 

仕掛品 

個別法による原価法によっております。 

 (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 

a.平成19年３月31日以前に取得したもの 

旧定率法によっております。 

b.平成19年４月１日以降に取得したもの 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物   10年～15年 

その他  ３年～10年 

②無形固定資産 

ソフトウェア 

社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。

 

(3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

②賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当第

１四半期連結会計期間の負担額を計上しております。 

 (4) その他四半期連結財務諸表作成のための重要な事項 

①消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

②法人税、住民税及び事業税の会計処理 

法人税、住民税及び事業税は、税金等調整前第１四半期純利益に年

間予想税金負担率を乗じて計算しております。 

５ 四半期連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)

は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資からなっております。 
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(6) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前年同四半期（平成19年11月期第１四半期） 

 

総合人材アウ
トソーシング

事業 
(千円) 

モバイル・マ
ーケティング

事業 
(千円) 

 
その他事業

 
(千円) 

 
計 
 

(千円) 

消去 
又は全社 

 
(千円) 

 
連結 
 

(千円) 

売上高   

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

1,272,214 45,000 59,763 1,376,978 - 1,376,978

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

9,348 - 800 10,148 (10,148) -

計 1,281,562 45,000 60,563 1,387,127 (10,148) 1,376,978

営業費用 1,166,739 41,853 60,806 1,269,399 72,473 1,341,872

営業利益又は営業損失(△) 114,823 3,146 △242 117,727 (82,621) 35,105

(注) 1. 事業の区分は、役務の種類・性質を考慮して区分しております。 

2. 各区分の主な業務 

(1)総合人材アウトソーシング事業･･････人材派遣、業務請負 

(2)モバイル・マーケティング事業･･････市場調査、販促企画 

(3)その他事業･･････コンサルティング、教育研修 

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81,821千円の主なものは、当社の管理部門

に係る費用であります。 

 

 

当四半期（平成20年11月期第１四半期） 

 

総合人材アウ
トソーシング

事業 
(千円) 

パフォーマン
ス・コンサル
ティング事業

(千円) 

モバイル・マ
ーケティング

事業 
(千円) 

 
計 
 

(千円) 

消去 
又は全社 

 
(千円) 

 
連結 
 

(千円) 

売上高   

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

1,471,795 66,800 28,600 1,567,197 - 1,567,197

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

645 1,600 180 2,425 (2,425) -

計 1,472,441 68,400 28,780 1,569,622 (2,425) 1,567,197

営業費用 1,366,782 54,112 39,092 1,459,986 90,696 1,550,683

営業利益又は営業損失(△) 105,658 14,288 △10,311 109,635 (93,121) 16,514

(注) 1. 事業の区分は、役務の種類・性質を考慮して区分しております。 

2. 各区分の主な業務 

(1)総合人材アウトソーシング事業･･････人材派遣、人材紹介、業務請負 

(2)パフォーマンス・コンサルティング事業･･････コンサルティング・教育研修 

(3)モバイル・マーケティング事業･･････市場調査、販促企画 

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93,121千円の主なものは、当社の管理部門

に係る費用であります。 

4. 事業区分の変更 

 従来、パフォーマンス・コンサルティング事業は、その他事業に含めておりましたが、当該事業区分の売

上及び営業利益割合が増加しており今後もこの傾向が予想されるため、当四半期より区分表示することとい

たしました。また、この区分表示に併せてその他事業のその他の事業についても見直しを行い、業務の類似

性から総合人材アウトソーシング事業に含めて表示することといたしました。なお、当四半期と同じ事業区

分によった場合の前年同四半期及び前連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は以下のとおりとなりま

す。 
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前年同四半期（平成19年11月期第１四半期） 

 

総合人材アウ
トソーシング

事業 
(千円) 

パフォーマン
ス・コンサル
ティング事業

(千円) 

モバイル・マ
ーケティング

事業 
(千円) 

 
計 
 

(千円) 

消去 
又は全社 

 
(千円) 

 
連結 
 

(千円) 

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

1,293,899 38,078 45,000 1,376,978 - 1,376,978

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 

9,348 800 - 10,148 (10,148) -

計 1,303,247 38,878 45,000 1,387,127 (10,148) 1,376,978

営業費用 1,180,593 46,952 41,853 1,269,399 72,473 1,341,872

営業利益 
又は営業損失(△) 

122,654 △8,073 3,146 117,727 (82,621) 35,105

 
前期（平成19年11月期） 

 

総合人材アウ
トソーシング

事業 
(千円) 

パフォーマン
ス・コンサル
ティング事業

(千円) 

モバイル・マ
ーケティング

事業 
(千円) 

 
計 
 

(千円) 

消去 
又は全社 

 
(千円) 

 
連結 
 

(千円) 

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

5,673,830 189,969 165,071 6,028,870 - 6,028,870

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 

13,799 2,785 100 16,684 (16,684) -

計 5,687,629 192,754 165,171 6,045,555 (16,684) 6,028,870

営業費用 5,205,994 215,981 160,232 5,582,208 321,615 5,903,824

営業利益 
又は営業損失(△) 

481,634 △23,227 4,939 463,346 (338,300) 125,046

 
 

前期（平成19年11月期） 

 

総合人材アウ
トソーシング

事業 
(千円) 

モバイル・マ
ーケティング

事業 
(千円) 

 
その他事業

 
(千円) 

 
計 
 

(千円) 

消去 
又は全社 

 
(千円) 

 
連結 
 

(千円) 

売上高   

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

5,596,211 165,071 267,587 6,028,870 - 6,028,870

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

13,799 100 2,785 16,684 (16,684) -

計 5,610,010 165,171 270,372 6,045,555 (16,684) 6,028,870

営業費用 5,150,632 160,232 271,344 5,582,208 321,615 5,903,824

営業利益又は営業損失(△) 459,378 4,939 △971 463,346 (338,300) 125,046

(注) 1. 事業の区分は、役務の種類・性質を考慮して区分しております。 

2. 各区分の主な業務 

(1)総合人材アウトソーシング事業･･････人材派遣、業務請負 

(2)モバイル・マーケティング事業･･････市場調査、販促企画 

(3)その他事業･･････コンサルティング、教育研修 

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338,684千円の主なものは、当社の管理部門

に係る費用であります。 
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【所在地別セグメント情報】 

前年同四半期（平成19年11月期第１四半期） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

 

当四半期（平成20年11月期第１四半期） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

 

前期（平成19年11月期） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

 

 

【海外売上高】 

前年同四半期（平成19年11月期第１四半期） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

 

当四半期（平成20年11月期第１四半期） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

 

前期（平成19年11月期） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 
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６．四半期個別財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 
（単位：千円、％） 

前年同四半期 
(平成19年11月期
第１四半期末) 

当四半期 
(平成20年11月期
第１四半期末) 

増 減 
(参考) 

平成19年11月期
科 目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

(資産の部)  

Ⅰ 流動資産  

１ 現金及び預金 757,320 508,792 △248,528 △32.8 600,063

２ 売掛金 526,195 607,399 81,204 15.4 636,381

３ その他 72,650 116,939 44,288 61.0 123,263

４ 貸倒引当金 △4,603 △6,073 △1,470 32.0 △6,378

流動資産合計 1,351,563 1,227,057 △124,506 △9.2 1,353,329

Ⅱ 固定資産  

１ 有形固定資産 42,743 43,273 530 1.2 37,455

２ 無形固定資産  

(1) ソフトウェア 50,082 36,470 △13,611 △27.2 37,221

(2) その他 257 257 - - 257

無形固定資産合計 50,339 36,727 △13,611 △27.0 37,478

３ 投資その他の資産  

(1) 関係会社株式 85,214 90,414 5,200 6.1 85,214

(2) 敷金及び保証金 142,888 160,717 17,829 12.5 141,581

(3) その他 2,087 23,746 21,659 - 23,220

(4) 貸倒引当金 - △13,304 △13,304 - △13,304

投資その他の資産合計 230,189 261,574 31,385 13.6 236,712

固定資産合計 323,273 341,576 18,303 5.7 311,646

資産合計 1,674,836 1,568,633 △106,202 △6.3 1,664,975

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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（単位：千円、％） 
前年同四半期 

(平成19年11月期
第１四半期末) 

当四半期 
(平成20年11月期
第１四半期末) 

増 減 
(参考) 

平成19年11月期科 目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

(負債の部)  

Ⅰ 流動負債  

１ 買掛金 3,435 8,416 4,981 145.0 8,354

２ 短期借入金 60,000 40,000 △20,000 △33.3 40,000

３ 未払費用 188,609 189,790 1,180 0.6 219,835

４ 賞与引当金 15,667 17,526 1,858 11.9 11,858

５ その他 176,296 174,526 △1,770 △1.0 222,200

流動負債合計 444,009 430,259 △13,750 △3.1 502,248

負債合計 444,009 430,259 △13,750 △3.1 502,248

(純資産の部)  

Ⅰ 株主資本  

１ 資本金 584,730 584,730 - - 584,730

２ 資本剰余金 465,671 465,671 - - 465,671

３ 利益剰余金 180,374 87,972 △92,401 △51.2 112,325

株主資本合計 1,230,776 1,138,374 △92,401 △7.5 1,162,726

Ⅱ 新株予約権 50 - △50 △100.0 -

純資産合計 1,230,826 1,138,374 △92,451 △7.5 1,162,726

負債及び純資産合計 1,674,836 1,568,633 △106,202 △6.3 1,664,975
 

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(2) 四半期損益計算書 

（単位：千円、％） 

前年同四半期 
(平成19年11月期
第１四半期) 

当四半期 
(平成20年11月期
第１四半期) 

増 減 
(参考) 

平成19年11月期
科 目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

Ⅰ 売上高 1,306,602 1,476,328 169,725 13.0 5,701,897

Ⅱ 売上原価 953,567 1,102,137 148,569 15.6 4,198,868

売上総利益 353,035 374,191 21,155 6.0 1,503,029

Ⅲ 販売費及び一般管理費 310,734 358,506 47,771 15.4 1,349,728

営業利益 42,300 15,685 △26,615 △62.9 153,300

Ⅳ 営業外収益 364 514 150 41.2 1,596

Ⅴ 営業外費用 472 457 △15 △3.2 2,429

経常利益 42,192 15,742 △26,450 △62.7 152,467

Ⅵ 特別利益 60 304 244 404.1 -

Ⅶ 特別損失 812 2,354 1,541 189.7 1,957

税引前第１四半期(当期) 
純利益 

41,440 13,693 △27,747 △67.0 150,509

税金費用 22,014 9,627 △12,386 △56.3 81,816

第１四半期(当期)純利益 19,426 4,065 △15,361 △79.1 68,693

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 

 
前四半期（平成19年11月期第１四半期） 

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 
繰越 

利益剰余金

利益剰余金 
合計 

株主資本合計

平成18年11月30日残高（千円） 584,730 465,671 465,671 190,426 190,426 1,240,827

当四半期の変動額   

 剰余金の配当 - - - △29,477 △29,477 △29,477

 四半期純利益 - - - 19,426 19,426 19,426

 株主資本以外の項目の当四
半期の変動額（純額） 

- - - - - -

当四半期の変動額合計（千円） - - - △10,051 △10,051 △10,051

平成19年２月28日残高（千円） 584,730 465,671 465,671 180,374 180,374 1,230,776

 
 

 新株予約権 純資産合計

平成18年11月30日残高（千円） 50 1,240,877

当四半期の変動額  

 剰余金の配当 - △29,477

 四半期純利益 - 19,426

 株主資本以外の項目の当四
半期の変動額（純額） 

- -

当四半期の変動額合計（千円） - △10,051

平成19年２月28日残高（千円） 50 1,230,826

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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当四半期（平成20年11月期第１四半期） 

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 
繰越 

利益剰余金

利益剰余金 
合計 

株主資本 
合計 

純資産 
合計 

平成19年11月30日残高（千円） 584,730 465,671 465,671 112,325 112,325 1,162,726 1,162,726

当四半期の変動額    

 剰余金の配当 - - - △28,417 △28,417 △28,417 △28,417

 四半期純利益 - - - 4,065 4,065 4,065 4,065

 株主資本以外の項目の当四
半期の変動額（純額） 

- - - - - - -

当四半期の変動額合計（千円） - - - △24,352 △24,352 △24,352 △24,352

平成20年２月29日残高（千円） 584,730 465,671 465,671 87,972 87,972 1,138,374 1,138,374

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 

㈱エスプール（2471）　平成20年11月期　第１四半期財務・業績の概況



   
 

 

21 

（参考）平成19年11月期 

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 
繰越 

利益剰余金

利益剰余金 
合計 

自己株式 
株主資本
合計 

平成18年11月30日残高（千円） 584,730 465,671 465,671 190,426 190,426 - 1,240,827

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当 - - - △29,477 △29,477 - △29,477

 当期純利益 - - - 68,693 68,693 - 68,693

 自己株式の取得 - - - - - △127,200 △127,200

 自己株式の消却 - - - △102,184 △102,184 102,184 -

 自己株式の処分 - - - △15,132 △15,132 25,016 9,883

 株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

- - - - - - 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

- - - △78,101 △78,101 - △78,101

平成19年11月30日残高（千円） 584,730 465,671 465,671 112,325 112,325 - 1,162,726

 

 
新株 
予約権 

純資産 
合計 

平成18年11月30日残高（千円） 50 1,240,877

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当 - △29,477

 当期純利益 - 68,693

 自己株式の取得 - △127,200

 自己株式の消却 - -

 自己株式の処分 - 9,883

 株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

△50 △50

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

△50 △78,151

平成19年11月30日残高（千円） - 1,162,726

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(4) 四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

１ 資産の評価基準及び評価方法 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法によっております。 

２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 

a.平成19年３月31日以前に取得したもの 

旧定率法によっております。 

b.平成19年４月１日以降に取得したもの 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物   10年～15年 

その他  ３年～10年 

(2) 無形固定資産 

ソフトウェア 

社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。 

 (2) 賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当第１四

半期会計期間の負担額を計上しております。 

４ その他四半期財務諸表作成のため

の重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

(2) 法人税、住民税及び事業税の会計処理 

法人税、住民税及び事業税は、税引前第１四半期純利益に年間予想税金

負担率を乗じて計算しております。 
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