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１．平成20年３月期の業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 11,337 8.8 488 38.1 498 35.8 262 26.2

19年３月期 10,416 7.2 353 △10.6 366 △6.9 208 △3.9

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 9,577 94 － － 14.1 15.5 4.3

19年３月期 7,586 89 － － 12.4 12.4 3.4

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －百万円 19年３月期 △14百万円

(2）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 3,324 1,968 59.2 71,697 50

19年３月期 3,095 1,773 57.3 64,604 97

（参考）自己資本 20年３月期 1,968百万円 19年３月期 1,773百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期 428 9 △54 1,408

19年３月期 153 △108 △64 1,024

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（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 百万円 ％ ％

19年３月期 － － － － － － 2,000 00 2,000 00 54 26.4 3.1

20年３月期 － － － － － － 3,000 00 3,000 00 82 31.3 4.2

21年３月期（予想） － － － － － － 3,000 00 3,000 00 － 43.3 －

３．平成21年３月期の業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期累計期間 6,000 7.1 125 △50.4 125 △52.0 65 △51.8 2,367 94

通　　期 12,200 7.6 350 △28.3 350 △29.8 190 △27.7 6,921 68

－ 1 －



４．その他

(1）重要な会計方針の変更

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、20ページ「会計方針の変更」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月期 27,450株 19年３月期 27,450株

②　期末自己株式数 20年３月期 －株 19年３月期 －株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、35ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

　当期においては、景気は回復の度を緩め、企業収益が弱含むなど、先行き不透明感が増しました。

当社では、エンジニアの募集・人材育成・処遇改善施策を継続、拡大し、企業のエンジニア需要に応えてまいりまし

た結果、エンジニアの月平均稼働人数は1,863人（前期比8.7%増）、売上高は11,337,365千円（前期比8.8%増）となり

ました。

以下、当期業容拡大の主な要因を記載いたします。

　① エンジニアの新規登録　『35%アップ』

売り手市場の労働市場において、より多くのITエンジニアに派遣登録していただくため、当社Webサイトのコンテンツ

拡充・検索/操作性向上などによるエンジニア集客、および各種教育・セミナー実施によるエンジニア集客、などに注

力しました。具体的な施策例は以下のとおりです。

ア） 当社Webサイト上で、ITエンジニア自身がキャリアについて語り、シリコンバレー発の最新キャリア事情につい

て触れることができるキャリアアップ情報サイトを運営

イ） Webサイトの検索エンジン対策、操作性・閲覧性改善への継続的な投資

ウ） 派遣先企業との提携による研修・教育の実施

エ） 最新のIT技術や業界情報セミナーの開催

これら施策の効果により、当期において当社Web上で登録手続きをしていただいたエンジニアは前期比で35%増となり、

月間登録者数500人の水準まで高めることができました。

　② 戦略顧客との取引　『25%アップ』

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

労環境を持った会社との結びつきを強化しました。

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

募集活動を行い、セミナー・研修を共催するなどした結果、取引先上位30社の売上高前期比は25%増となりました。

　③ 新料金体系浸透　『1.7%アップ』

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

これに対応した新給与体系の適用浸透に努めました。この結果、当期は企業への請求単価を前年同期比で1.6%、エン

ジニアへの給与支払単価を前年同期比で1.7%、平均して引き上げることができました。

　④ 人材紹介事業の拡大

収益性の高い人材紹介事業の拡大により、同事業売上高が全社売上高に占める割合が高まりました。これにより、人

材派遣・請負事業における社会保険料負担増加の影響を概ね吸収し、全体の粗利率は前期と同水準の23.5%となりまし

た。

 〔売上の内訳〕

　売上の内訳では、人材派遣・請負事業が11,147,246千円（前期比8.5%増）、人材紹介事業は190,119千円（前期比

34.7%増）となりました。

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

クエンジニア部門では、企業ニーズと当社に登録するエンジニア層とが重なる割合が比較的高く、資格取得支援など

のエンジニア育成策を積極的に進めたこともあり、部門売上高が3,690,847千円（前期比11.2%増）となりました。ま

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

部門の売上高が1,368,037千円（前期比13.9%増）となり、ディベロッパー部門ではプロジェクトマネージャーやソフ

トウェア開発に加え、製品の評価・検証を行うエンジニア需要が伸び、部門売上高は3,322,191千円（前期比5.9%増）

となりました。このほか、サポートエンジニア部門の売上高が2,070,802千円（前期比3.4%増）、その他部門の売上高

が695,367千円（前期比12.8%増）となるなど、全部門で増収を果たすことができました。

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

ンジニアの早期状況把握に注力したことなどにより、売上高190,119千円（前期比34.7%増）と大幅な売上増加を達成

することができました。
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区分

第18期（前期）
（平成19年３月期）

第19期（当期）
（平成20年３月期）

前期比

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

ネットワークエンジニア 3,317,683 31.9 3,690,847 32.5 373,164 11.2

ディベロッパー 3,138,098 30.1 3,322,191 29.3 184,093 5.9

サポートエンジニア 2,002,332 19.2 2,070,802 18.3 68,469 3.4

クリエーター 1,200,729 11.5 1,368,037 12.1 167,308 13.9

その他 616,266 5.9 695,367 6.1 79,100 12.8

人材派遣・請負事業計 10,275,109 98.6 11,147,246 98.3 872,136 8.5

人材紹介事業計 141,125 1.4 190,119 1.7 48,993 34.7

合計 10,416,235 100.0 11,337,365 100 921,130 8.8

 〔利益の状況〕

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

率変更などにより、社会保険料負担率は前年同期比で0.5%上昇しましたが、収益性の高い人材紹介事業が伸びたこと

で負担増加分を吸収し、全社の粗利率は23.5%と前期なみとなりました。

販管費では、エンジニアの募集・育成強化施策に積極的に投資しましたが、生産性を高めることで人件費の増加を抑

えるなど、その他経費のコントロールに努めました。

この結果、営業利益は488,092千円（前期比38.1%増）、経常利益は498,245千円（前期比35.8%増）、当期純利益は

262,914千円（前期比26.2%増）と大幅な増益を果たすことができました。

 〔次期の見通し〕

　ITエンジニアの市場としては慢性的なエンジニア不足の状況が続いており、当面は需要過多の状況が続くと考えら

れますが、目先の社会経済全般としては先行き不透明感が増しています。

　当社は、特に前期において注力してWeb投資を中心にエンジニア認知を高め、エンジニアに関心の高い技術セミナー

やワークスタイル情報の提供を行ってまいりました結果、月間500人の新規エンジニア登録者を集められる水準となっ

ており、エンジニアとのコミュニケーションを良い状態に保つことで次期においても同水準以上のエンジニア募集登

録を目指します。

　一方で、登録いただいたエンジニアを一人でも多く就労に結び付けるため、長期雇用のエンジニア活用や、ユニッ

ト単位での受注獲得に取り組むなど、エンジニアの募集・育成インフラと顧客需要を結びつけるプロセスの柔軟性を

持つことで機会損失の低減に努め、年間のエンジニア平均稼働人数2,000人以上（前期は1,863人）を目指します。

派遣料金については、エンジニア処遇の更なる向上を目指して精力的に顧客企業との料金交渉を行っており、請求単

価、支払単価とも前期比で1%程度の上昇を見込んでいます。

　これらの施策により、人材派遣・請負事業の売上高は11,980,000千円（前期比7.5%増）を計画しています。

また、中長期視点の施策として、当社のエンジニア募集・育成力の強みを活かすため、ユニット単位の一括請負型サー

ビスを推進する専任担当を当期より配置します。ユニット単位の一括請負型サービスは、当社が雇用するユニットリー

ダーが複数エンジニアを現場でチームマネジメントすると同時にエンジニア育成の役割も担うことで、エンジニアの

採用～育成～配置における当社裁量余地を拡大できると考えており、効率的なエンジニア募集・配置体制を目指しま

す。

　人材紹介事業では、エンジニアに幅広いキャリア選択を提供する観点から、登録エンジニア、派遣就労中エンジニ

アへのキャリアカウンセリングを徹底して行うことで一人ひとりのエンジニアの就労機会確保に努め、人材紹介事業

売上高として220,000千円（前期比15.7%増）を計画しています。

　以上により、全体の売上高は12,200,000千円となる見通しです。

　利益面では、派遣請求額と支払額の差である基礎的な利益率については2008年３月期と同水準を維持する想定です

が、人材派遣健康保険組合の保険料率改定や、毎年の厚生年金保険料率改定などの社会保険料負担増加を主因として、

全体の粗利率は前期比で0.9%程度低下し、22.6%となる見通しです。

　また、販売費および一般管理費は、事業規模拡大に伴う費用増加に加え、オフィス賃料の価格改定、監査報酬の増

加、などの負担増により、売上高販管費比率は前期比で0.6%上昇し、19.8%となる見込みです。
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この結果、営業利益は350,000千円（前期比28.3%減）、経常利益は350,000千円（前期比29.8%減）、当期純利益は

190,000千円（前期比27.7%減）となる見通しです。

　現時点の見通しでは、社会経済全般の動向なども考慮して売上高成長を低く想定しており、原価および販管費用に

おける制度変更などによる一定の経費増を単年度の事業規模拡大で吸収しきれず、誠に遺憾ながら増収減益を予想し

ています。しかしながら、当社は一層のコストコントロールに努めるとともに、積極拡大営業に努め、売上高二桁成

長、利益増額を計画より前倒しで実現できるよう最大限努力してまいる所存です。

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　当事業年度末の資産につきましては、3,324,638千円となり、前事業年度末と比べ229,230千円（前期比7.4％）の増

加となりました。その主な要因は現金及び預金の増加等により流動資産が238,073千円増加したことによるものであり

ます。 

　負債につきましては、1,356,541千円となり、前事業年度末と比べ34,540千円（前期比2.6％）の増加となりました。

その主な要因は未払金の増加等により流動負債が30,953千円増加したことによるものであります。

　純資産につきましては、1,968,096千円となり、前事業年度末と比べ194,689千円（前期比11.0％）の増加となりま

した。主な要因は当期純利益の増加により利益剰余金が208,014千円増加し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 

　当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の減少、税引前当期純利益の増加

等により、前事業年度末に比べ384,011千円（前期比37.5％）増加し、当事業年度末には1,408,315千円となりました。

　当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

　（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428,868千円（前期比179.8％増）となりました。これは主に税引前当期純利益が

465,116千円、売上債権の減少額が81,752千円、法人税等の支払額が257,683千円であったこと等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

　投資活動の結果得られた資金は9,739千円（前期は108,059千円の使用）となりました。これは主に投資有価証券

の売却による収入が66,240千円、敷金及び保証金の支出が18,552千円、有形固定資産の取得による支出が14,261千

円、無形固定資産の取得による支出が13,137千円であったこと等によるものです。 

 　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は54,596千円（前期比15.9％減）となりました。これは配当金の支払いによる支出

54,596千円によるものです。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

株主資本比率（％） 50.6 55.0 55.8 57.3 59.2

時価ベースの株主資本比率

（％）
565.0 264.6 226.0 102.0 59.2

債務償還年数（年） 0.7 0.7 0.1 0.0 0.0

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
50.7 59.0 262.8 351.3 2,004.6

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、年1回以上の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これまでは期末に1回配当を行い、中間配当

は行っていません。剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会です。

当社は、継続的かつ安定的な利益還元に配慮したうえで積極的に株主還元を行って行く考えです。当期については、

当社内部留保の充実状況と当期の利益水準を勘案し、期末株主に対する1株あたり配当を、前期2,000円に対し1,000円

の増配とし3,000円としました。次期については減益が見込まれていますが、内部留保の状況と安定配当の観点から、

当期と同額の1株当たり3,000円の配当を予定しています。今後の配当については、安定配当を基本的な考え方とし、

配当性向、及び内部留保資金の状況を勘案のうえ、中期的な企業価値を高めるよう総合的に判断していきます。

内部留保資金については、今後の事業規模拡大に必要となる店舗投資やIT投資、M&A投資および経常の運転資金増加に

備えて、有効投資していきたいと考えています。
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(4）事業等のリスク

　企業の直面する様々な課題のなかでも、コンプライアンス上のリスクへの取り組みは企業の根幹であると考えてい

ます。当社では、基本的な行動規範から業務を行うにあたっての遵守事項、社会貢献に対する考え方などをとりまと

めたコンプライアンスマニュアルを制定して全社員に周知徹底しています。また、組織横断的にコンプライアンス委

員会を設置して法令順守状況を随時モニタリングし、機動的な施策が打てる体制を整えており、これら施策により役

職員のコンプライアンス意識を常に高いレベルに保つよう取り組んでいます。

　以下においては、コンプライアンス上のリスクを含め、当社事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えら

れる主な事項を記載しています。主だったリスク要因は当社のコントロール範囲内と認識していますが、本株式に関

する投資判断は、以下の事項及び本稿以外の記載事項を慎重に判断したうえで行われる必要があると考えられます。

　　　　　　　　

　また、以下の記載は本株式への投資に関連するリスクを網羅することを意図したものではないことにご留意くださ

い。

　また、当社としては必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資家の投資判断上、重要と考え

られる事項については投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しており、当社はこれらのリスクの発生可能

性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に努めています。

 ア） 法的規制について

 〔人材派遣事業〕

　当社の主な事業である人材派遣事業は、「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）に基づき、主として一般労働者派遣事業（登録型の人材派遣事業）として厚

生労働大臣の許可を取得して事業を行っています。労働者派遣法は、労働者派遣事業の適正な運営を確保するために、

派遣事業を行うもの（派遣元事業主）が、派遣元事業主としての欠格自由に該当したり、法令に違反した場合には、

事業許可の取り消し、または業務の停止を命じる旨を定めています。当社では、社員教育の徹底、内部監査等による

関連法規の遵守状況モニター、取引先の啓蒙などにより、法令違反等の未然防止に努めていますが、万一当社役職員

による重大な法令違反等が発生し、事業許可の取り消し、または、業務停止を命じられるようなことがあれば、一般

労働者派遣事業を行えなくなることが考えられます。

　また、当社が派遣している職種はそのほとんどが政令26業務（平成11年12月の労働者派遣法改正前から派遣が認め

られていた26の専門的業務）に該当しておりますが、一部自由化業務（平成11年12月の労働者派遣法改正により認め

られた業務）に該当する派遣取引があり、自由化業務については原則1年を超える期間、派遣就業の場所ごとにおける

同一の業務について、派遣会社から継続して労働者派遣を受け入れてはならないことになっており、派遣会社側もそ

のような派遣を行わないように定められております。派遣会社は派遣期間の制限に違反することとなる日の前日まで

に派遣先と派遣エンジニアに派遣停止を通知し、派遣先が派遣期間の制限日を超えて当該派遣エンジニアを引き続き

使用する場合は、派遣先による雇用契約の申込が義務付けられています。

　政令26業務については上記のような派遣期間の制限はありませんが、3年を超えて同一の派遣エンジニアを受け入れ

ている派遣先が、当該業務でエンジニアを雇い入れようとするときは、当該3年を超えて受け入れている派遣エンジニ

アを優先雇用すべく、派遣先による雇用契約の申込が義務付けられています。

　労働者派遣法及び関連諸法令については、労働市場をとりまく状況の変化等に応じて今後も適宜改正が予想され、

その変更内容によっては現在の業務が影響を受ける場合があると考えられます。

〔人材紹介事業〕 

　当社の人材紹介事業は、昭和22年施行の職業安定法の適用を受けており、当社は手数料を徴収して職業紹介事業を

行うことのできる有料職業紹介事業者として厚生労働大臣から許可を得ています。

　有料職業紹介事業許可の欠格事由については職業安定法に定められており、当社は適法に事業を行っています。し

かしながら、万一当社役職員による重大な法令違反等が発生し、事業許可の取り消し、または、業務停止を命じられ

るようなことがあれば、有料職業紹介事業を行えなくなる可能性があります。

　また、平成12年12月の人材派遣事業と人材紹介事業の兼業規制に関する緩和により、いわゆる紹介予定派遣が可能

となっており、平成16年3月には紹介予定派遣の位置づけの明確化と、事前特定行為等禁止の適用除外等について労働

者派遣法が改正・施行されました。労働市場をとりまく状況の変化等に応じて今後も適宜改正が予想され、その変更

内容によっては現在の業務が影響を受ける場合があると考えられます。

 イ） 個人情報の管理について

　当社は、人材派遣・請負事業などの人材関連事業を行い、派遣登録者や職業紹介希望者の個人情報をお預かりして

いることから、当社では個人情報保護方針を制定し、社内外に公開しております。また、同方針に基づき個人情報保

護規程を作成し、機密保持に関する規定や業務に関して遵守すべきことを体系的に整備、あわせて組織横断的に情報

セキュリティ委員会を設置して、遵守状況をモニタリングし、定期的な情報セキュリティ研修等を通じて役職員の意

識レベル向上に努めています。

　また、当社の派遣エンジニアが顧客企業の企業機密や個人情報に触れるケースがあることから、派遣エンジニアに
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ついても情報セキュリティ意識を高めていただくことが重要であると考えており、情報セキュリティｅ－ラーニング

システムを独自に開発して運用しております。

　しかしながら、上記のような施策にもかかわらず、役職員や当社から派遣中のエンジニアによる規程遵守違反、個

人情報の漏洩や不正使用などの事態が生じた場合、当社企業イメージの悪化等により、当社の事業運営に重大な影響

を与える場合があると考えられます。 

 ウ） 社会保険について

　当社では、社会保険加入対象となる派遣エンジニアの完全加入を徹底しています。社会経済情勢の変化等によって、

社会保険制度の改正が行われ、保険料率や被保険者の範囲などに変更がある場合には、当社の業績が影響を受けるこ

とがあると考えられます。

 エ） 派遣・請負スタッフに関する業務上のトラブルについて

　当社および当社で就労中のエンジニアは、その職務遂行に際して、エンジニアの過誤・意図的な行為による事故、

顧客企業との契約違反、不法行為、等により訴訟の提起・賠償請求を受ける可能性があります。これらの訴訟の内容、

賠償請求額によっては、当社の業績に影響を与えることが考えられます。

 オ） M&Aを含む、新規事業投資について

　当社は、『ITエンジニアのキャリア創造カンパニー』としてキャリアプラットフォームの拡充を図るため、グロー

バル展開地域、職域、サービス領域等を拡大する新規事業投資を行っております。今後についても、エンジニアや顧

客企業の多様なニーズに応じた新規事業投資に積極的に取り組んでいく考えですが、それらの投資が必ずしも期待し

た収益を生まない場合もありえ、このような場合には業績に影響を与える可能性があります。

 カ） 親会社グループとの関係について

当社の親会社株式会社パソナグループは、人材ビジネスに関連する事業等を営む会社の株式を所有し、当該会社の事

業活動を支配および管理する持株会社であり、当社はグループ企業として一定のルールに基づき親会社の所有する商

標を使用しています。親会社グループのうち国内において人材派遣・請負事業を行っている会社は18社あり、その中

でも当社はITエンジニアリングの領域に特化して、主に高度な技術知識を必要とするエンジニアの人材派遣・請負事

業等を行う戦略子会社として位置づけられており、ほかのグループ各社とは職種やスキルレベルにより事業区分が行

われています。

　当社の取締役4名のうち1名は親会社の取締役を兼任しており、監査役3名のうち1名は株式会社パソナ（株式会社パ

ソナグループが100%出資する子会社）に在籍していますが、ともに人材派遣事業に関する見識・経営管理に関する助

言を得ることを目的に当社からの要請に基づいた人事であり、当社は独自の経営判断が行える状況にあると考えてい

ます。

　また、当社と親会社およびグループ各社との間には、派遣・請負取引や、一部店舗の賃借取引、商標使用許諾に係

る取引、等がありますが、いずれも当社の事業方針や事業基盤の根幹に影響を与えるものではないと考えています。

 〔株式会社パソナグループとの取引〕

株式会社パソナグループとの取引については、33ページ「関連当事者との取引」をご参照ください。 

 〔その他の親会社グループ会社との取引〕

当期におけるその他の親会社グループ会社との取引については次のとおりです。

取引の内容 取引金額（千円） 科目 期末残高（千円）

エンジニアの派遣等 171,061 売掛金 16,798

  未収入金 2,104

請負外注  105,719  買掛金 6,005

事務所の賃借 37,341 敷金・保証金 30,941

派遣スタッフの受入 48,528 未払費用 1,503

社員採用コンサルティング手数料 3,124 未払金 11,126

社内事務委託 58,325 仮払金 60

〔人的関係について〕　

　平成20年３月31日現在、当社の役員のうち取締役１名は株式会社パソナグループの役員を兼任しています。該当者

の株式会社パソナグループにおける役職は以下のとおりです。

当社における役職 氏　名  株式会社パソナグループにおける役職

 取締役（非常勤） 　南　部　靖　之 　代表取締役グループ代表兼社長
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２．企業集団の状況
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

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

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

 ① 自己実現の機会の提供（対個人）

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

を通して自己実現できる機会を提供します。 

 ② 理想的な企業文化の実現

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

持します。

(2）目標とする経営指標

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

の派遣、紹介サービスとして常に高い付加価値の提供を目指し、適正な利益を確保したうえで、売上規模の拡大を最優

先の戦略として位置づけています。

　中期的には、売上成長率二桁、営業利益率5%、自己資本当期純利益率20%を経営目標とします。

　なお、平成20年3月期の当社の実績は、売上成長率8.8%、営業利益率4.3%、自己資本当期純利益率14.1%でした。

(3）中長期的な会社の経営戦略

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

ア創造カンパニー」「ITエンジニアサービスNo.1企業」を目指します。

　このため、以下の経営戦略に取り組んでまいります。

① ITエンジニアへの多様なキャリア機会提供 

　当社事業拡大には優秀なITエンジニアの確保が欠かせません。

当社では、エンジニア層への認知を高めるため、エンジニアにとって関心の高い最新のキャリア情報をシリコンバレー

発で発信し、エンジニアが相互にキャリアについて語るサイトをWeb上で運営しており、こうした施策への投資と、先端

企業とタイアップした技術セミナー等を通じ、継続してエンジニアへのブランド認知改善に取り組んでいきます。

また、従来型の派遣形態での就労にとどまらず、顧客先で複数人の派遣エンジニアをマネジメントするリーダーとして

働く機会や、正社員として顧客先で就労する機会、働きながら学びキャリアアップできる就労形態や技術セミナーの提

供等、エンジニアが多様なワークスタイルを自由に選択し、スキルアップを図れるキャリアインフラの拡充を目指しま

す。

 ② 顧客企業への多様なエンジニア活用機会提供

　当社の取引先は、ITサービス企業のみならず、製造業の開発部門、一般企業や公法人の情報システム部門等に裾野が

拡大しており、今後も顧客層の拡大が見込まれます。

　当社では、多様化する顧客ニーズに応えるため、技術トレンドをにらんだ人材を確保・育成し、サービス職域の拡大

に努めるとともに、中国・ベトナムをはじめとするアジア人エンジニアの活用機会の提供、顧客企業の機能をユニット

型で切り出してアウトソーシングでエンジニアを活用する機会の提供、など多様なエンジニア活用方法の提供を目指し

ます。

(4）会社の対処すべき課題

　ITエンジニアに関わる人材サービスを提供する者として中長期で成長を続けるために、コンプライアンスを徹底する

ことでサービス品質を高く維持し、これによりエンジニアに安心して就労していただき、顧客に信頼される事業者であ

ることが重要であると考えています。

当社は、今後想定される、派遣事業に係る社会保険料の負担増加や、労働者派遣法および関連法規の改正等に伴うコン

プライアンスコスト増加等を、事業規模拡大と付加価値の向上、生産性の改善で吸収して適正利益を確保していくこと

を目指します。

　そのうえで、当社はエンジニアの更なる処遇改善と満足度向上に継続して取り組むことで、当社に登録するエンジニ

アのキャリアアップと地位向上を目指してまいります。

(5) 内部管理体制の整備・運用状況

　本事項の詳細につきましては、株式会社ジャスダック証券取引所のホームページ上に平成20年５月９日に開示致しま

した「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に記載、公開しておりますのでご参照ください。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金  1,024,304  1,408,315 384,011

２．売掛金  1,478,008  1,396,255 △81,752

３．貯蔵品  10,057  10,132 75

４．前払費用  26,804  30,528 3,723

５．繰延税金資産  62,764  53,501 △9,263

６．その他  76,982  15,981 △61,000

貸倒引当金  △4,233  △1,953 2,279

流動資産合計  2,674,688 86.4  2,912,761 87.6 238,073

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産  

１．建物 68,096  72,597   

減価償却累計額 △22,857 45,238 △28,700 43,896 △1,342

２．器具及び備品 75,411  55,589   

減価償却累計額  △45,344 30,066 △34,050 21,538 △8,527

有形固定資産合計  75,304 2.4  65,435 2.0 △9,869

(2）無形固定資産

１．ソフトウェア  14,526  18,064 3,537

２．その他  713  12,768 12,055

無形固定資産合計  15,239 0.5  30,832 0.9 15,593

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券  68,159  47,593 △20,566

２．関係会社株式 ※１  25,740  － △25,740

３．関係会社出資金  36,424  41,424 5,000

４．長期貸付金  1,500  1,500 －

５．破産債権、再生債権、
更生債権その他これ
らに準ずる債権

 1,858  － △1,858

６．破産更生債権等  －  3,192 3,192

７．長期前払費用  427  911 484

８．前払年金費用  24,389  21,494 △2,894

９．繰延税金資産  36,058  43,715 7,657

10．敷金及び保証金  114,627  132,246 17,619

11．その他  22,864  26,875 4,011

貸倒引当金  △1,874  △3,346 △1,472

投資その他の資産合計  330,175 10.7  315,609 9.5 △14,566

固定資産合計  420,719 13.6  411,876 12.4 △8,842

資産合計  3,095,408 100.0  3,324,638 100.0 229,230
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金   43,842  30,621 △13,221

２．未払派遣人件費  637,699  653,089 15,389

３．未払金   102,297  149,588 47,291

４．未払費用   98,130  111,244 13,114

５．未払法人税等  157,260  95,485 △61,774

６．未払消費税等  110,664  124,135 13,471

７．前受金  557  1,297 739

８．預り金  21,964  26,243 4,279

９．賞与引当金  68,255  78,240 9,985

10．役員賞与引当金  3,700  5,380 1,680

流動負債合計  1,244,372 40.2  1,275,326 38.4 30,953

Ⅱ　固定負債

１．役員退職慰労引当金  77,628  81,215 3,586

固定負債合計  77,628 2.5  81,215 2.4 3,586

負債合計  1,322,001 42.7  1,356,541 40.8 34,540

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   551,500 17.8  551,500 16.6 ―

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  198,369   198,369    

資本剰余金合計   198,369 6.4  198,369 6.0 ―

３．利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  999,898   1,207,912    

利益剰余金合計   999,898 32.3  1,207,912 36.3 208,014

株主資本合計   1,749,767 56.5  1,957,782 58.9 208,014

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  23,638 0.8  10,314 0.3 △13,324

評価・換算差額等合計   23,638 0.8  10,314 0.3 △13,324

純資産合計   1,773,406 57.3  1,968,096 59.2 194,689

負債純資産合計   3,095,408 100.0  3,324,638 100.0 229,230
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高  10,416,235 100.0  11,337,365 100.0 921,130

Ⅱ　売上原価  7,964,151 76.5  8,675,094 76.5 710,942

売上総利益  2,452,083 23.5  2,662,271 23.5 210,187

 Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．募集費 235,724  308,937   

２．役員報酬 73,945  65,848   

３．従業員給与及び賞与 601,455  639,777   

４．福利厚生費 126,719  137,484   

５．役員賞与引当金繰入額 －  5,380   

６．賞与引当金繰入額 68,255  78,240   

７．退職給付費用 9,964  19,029   

８．役員退職慰労引当金繰
入額

14,250  12,722   

９．その他の人件費 261,284  241,232   

10．賃借料 233,883  233,965   

11．減価償却費 79,229  19,274   

12. 貸倒引当金繰入額 5,091  －   

13．その他  388,893 2,098,698 20.1 412,286 2,174,179 19.2 75,481

営業利益  353,385 3.4  488,092 4.3 134,706

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息 1,190  2,564   

２．事業譲渡益  ※１ 10,000  －   

３．保険金収入 895  －   

４．移転補償金収入  ※１ －  7,098   

５．その他 1,872 13,959 0.1 1,080 10,743 0.1 △3,215

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  ※１ 436  213   

２．貸倒引当金繰入額 －  137   

３．その他 62 499 0.0 239 590 0.0 91

経常利益  366,845 3.5  498,245 4.4 131,399
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益        

１. 固定資産売却益  ※２ －   1,317    

２. 投資有価証券売却益 43,309   －    

３．貸倒引当金戻入益 － 43,309 0.4 15 1,332 0.0 △41,977

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産売却損 ※３ －  204   

２．固定資産除却損 ※４ 2,868  10,175   

３．投資損失引当金繰入額  14,260  －   

４．減損損失 ※５ 15,074  4,341   

５．投資有価証券評価損  15,196   －    

６．関係会社株式売却損  －   9,674    

７．関係会社株式評価損  － 47,398 0.4 10,065 34,461 0.3 △12,937

　　税引前当期純利益   362,756 3.5  465,116 4.1 102,360

法人税、住民税及び事
業税

201,113  191,454   

法人税等調整額 △46,617 154,496 1.5 10,747 202,202 1.8 47,705

当期純利益  208,260 2.0  262,914 2.3 54,654

売上原価明細書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　労務費      

１．派遣人件費 6,659,279  7,420,590   

２．法定福利費 709,375 7,368,655 92.5 829,435 8,250,026 95.1 881,370

Ⅱ　経費        

１．業務委託費 518,537  354,685   

２．その他 76,958 595,496 7.5 70,381 425,067 4.9 △170,428

　　 計  7,964,151 100.0  8,675,094 100.0 710,942
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高

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

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）    △32,940 △32,940 △32,940

利益処分による役員賞与

（注）
   △5,000 △5,000 △5,000

当期純利益    208,260 208,260 208,260

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
      

事業年度中の変動額合計

（千円）
― ― ― 170,320 170,320 170,320

平成19年３月31日　残高

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

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
― ― 1,579,447

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △32,940

利益処分による役員賞与

（注） 
  △5,000

当期純利益   208,260

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
23,638 23,638 23,638

事業年度中の変動額合計

（千円）
23,638 23,638 193,958

平成19年３月31日　残高

（千円）
23,638 23,638 1,773,406

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成19年３月31日　残高

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

事業年度中の変動額

剰余金の配当    △54,900 △54,900 △54,900

当期純利益    262,914 262,914 262,914

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）
   208,014 208,014 208,014

平成20年３月31日　残高

（千円）
551,500 198,369 198,369 1,207,912 1,207,912 1,957,782

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日　残高

（千円）
23,638 23,638 1,773,406

事業年度中の変動額

剰余金の配当   △54,900

当期純利益   262,914

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△13,324 △13,324 △13,324

事業年度中の変動額合計

（千円）
△13,324 △13,324 194,689

平成20年３月31日　残高

（千円）
10,314 10,314 1,968,096
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(4）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

税引前当期純利益 362,756 465,116 102,360

減価償却費 79,229 19,274 △59,955

貸倒引当金の増加額または減少
額（△）

3,010 △807 △3,818

賞与引当金の増加額 14,402 9,985 △4,417

役員賞与引当金の増加額 3,700 1,680 △2,020

前払年金費用の減少額または増
加額（△）

△3,829 2,894 6,723

役員退職慰労引当金の増加額 6,315 3,586 △2,728

投資損失引当金の増加額 14,260 － △14,260

受取利息及び受取配当金 △1,190 △2,564 △1,373

支払利息 436 213 △222

投資有価証券評価損 15,196 － △15,196

関係会社株式評価損 － 10,065 10,065

投資有価証券売却益 △43,309 － 43,309

関係会社株式売却損 － 9,674 9,674

固定資産売却益 － △1,317 △1,317

固定資産売却損 － 204 204

固定資産除却損 2,868 10,175 7,306

減損損失 15,074 4,341 △10,732

事業譲渡益 △10,000 － 10,000

売上債権の減少額または増加額
（△）

△193,199 81,752 274,952

たな卸資産の減少額または増加
額（△）

2,729 △75 △2,804

前払費用の増加額 △1,347 △3,723 △2,375

その他の流動資産の減少額 10,094 1,270 △8,824

破産債権、再生債権、更生債権
その他これらに準ずる債権の増
加額

△1,223 － 1,223

破産更生債権等の増加額 － △1,334 △1,334

仕入債務の減少額 △7,412 △13,221 △5,809

未払派遣人件費の増加額 45,663 15,389 △30,274

未払金の増加額 37,765 35,531 △2,233

未払費用の増加額 3,152 13,114 9,962

未払消費税等の増加額または減
少額（△）

△5,770 13,471 19,241

前受金の増加額または減少額
（△）

△632 739 1,372

その他の流動負債の増加額また
は減少額（△）

△8,985 8,733 17,718

その他 △5,193 540 5,734

役員賞与の支払額 △5,000 － 5,000

小計 329,561 684,711 355,150

利息及び配当金の受取額 534 2,054 1,519

利息の支払額 △436 △213 222
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前事業年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

法人税等の支払額 △176,358 △257,683 △81,324

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

153,300 428,868 275,567

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

関係会社株式の取得による支出 △40,000 － 40,000

投資有価証券の取得による支出 △20,000 △1,900 18,100

投資有価証券の売却による収
入 

2,000 66,240 64,240

関係会社への出資による支出 △31,148 △5,000 26,148

有形固定資産の売却による収入 － 1,383 1,383

有形固定資産の取得による支出 △20,033 △14,261 5,771

無形固定資産の取得による支
出 

△4,873 △13,137 △8,263

貸付けによる支出 △120 － 120

貸付金の回収による収入 1,210 － △1,210

敷金及び保証金差入れによる支
出

△2,330 △18,552 △16,221

敷金及び保証金の返還による収
入

220 40 △180

事業譲渡による収入 10,000 － △10,000

その他の投資活動による収入 1,176 － △1,176

その他の投資活動による支出 △4,160 △5,072 △911

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

△108,059 9,739 117,799

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

配当金の支払額 △32,717 △54,596 △21,879

ファイナンス・リース債務の返
済による支出

△32,240 － 32,240

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

△64,957 △54,596 10,360

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差
額

－ － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額また
は減少額（△）

△19,716 384,011 403,727

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,044,020 1,024,304 △19,716

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 1,024,304 1,408,315 384,011
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

 (1）関連会社株式

   移動平均法による原価法

 (2）その他有価証券

 時価のあるもの

　決算日の市場価格等による時価法（評

価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）を採

用しております。

 時価のないもの

移動平均法による原価法

（1）　　　　　　　－

 

 (2）その他有価証券

 時価のあるもの

　決算日の市場価格等による時価法（評

価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）を採

用しております。

 時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及び

評価方法

 貯蔵品 

  最終仕入原価法による原価法 

　貯蔵品

 同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法

主な耐用年数

　建物　　　　　８～15年

　器具及び備品　３～15年

(1）有形固定資産

同左

 

　

 

(会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。　　  

　これにより損益に与える影響は軽微で

あります。

 

(2）無形固定資産

　自社利用のソフトウェアは、社内利用

可能見込期間（３年～５年）による定額

法

(2）無形固定資産

　自社利用のソフトウェアは、社内利用

可能見込期間（３～５年）による定額法

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）投資損失引当金 

　関係会社への投資に係る損失に備える

ため、当該会社の財政状態を勘案して、

必要額を計上しております。 

(2）　　　　　　　－

(3）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、将

来の賞与支給見込額のうち、当期負担額

を計上しております。

(3）賞与引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(4）役員賞与引当金 

　役員賞与の支出に備えて、当期におけ

る支給見込額に基づき計上しております。

(4）役員賞与引当金 

　役員賞与の支出に備えて、当期におけ

る支給見込額に基づき計上しております。

 （会計方針の変更）

　当期より、「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第４号　平成17年11

月29日）を適用しております。これによ

り営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益は、それぞれ3,700千円減少してお

ります。 

－

(5）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当期末において発生し

ていると認められる額を計上しておりま

す。

　なお、当期末においては、年金資産が

退職給付債務額を上回ったため、前払年

金費用を計上しております。

　数理計算上の差異は、発生の翌事業年

度に一括償却することとしております。

(5）退職給付引当金

同左

 (6）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

役員退職慰労金内規に基づく、期末要支

給額を計上しております。

(6）役員退職慰労引当金

同左

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

　また、リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるファイナンス・リース取

引については、通常の売買処理に係る方法

に準じた会計処理によっております。

　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。

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３か月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左

７．その他財務諸表作成のた

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
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会計方針の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より、「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1,773,406

千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。

－

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 － （貸借対照表）

　「破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる

債権」は、財務諸表等規則が改正されたことに伴い当事業

年度から「破産更生債権等」と表示しております。 

 －

 

（損益計算書） 

　前事業年度まで販売費及び一般管理費の「役員報酬」に

含めて表示しておりました「役員賞与引当金繰入額」を当

事業年度より区分掲記しております。

　なお、前事業年度における「役員賞与引当金繰入額」の

金額は3,700千円であります。 

 －

 

（キャッシュ・フロー計算書）

　営業活動によるキャッシュ・フローの「破産債権、再生

債権、更生債権その他これらに準ずる債権の増加額」は、

財務諸表等規則が改正されたことに伴い当事業年度から

「破産更生債権等の増加額」と表示しております。 

追加情報

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 － （子会社増資引受の件）

　平成20年３月19日開催の取締役会において、同日子会社

化したC.S. Factory Co.,Ltd（ベトナム　ホーチミン市）

が実施する40万米国ドルの増資引受を決議しておりますが、

当事業年度末において未実施となっております。当該増資

につきましては同社のベトナム国内での投資ライセンス更

新手続完了後実施する予定となっております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日現在）

当事業年度
（平成20年３月31日現在）

※１．投資損失引当金

　関係会社株式は投資損失引当金14,260千円を控除

して表示しております。

※１．　　　　　　　　　―

 

２．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀

行１行と当座貸越契約を締結しております。これらの契

約に基づく当期末の借入未実行残高は、次のとおりであ

ります。

２．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀

行１行と当座貸越契約を締結しております。これらの契

約に基づく当期末の借入未実行残高は、次のとおりであ

ります。

当座貸越契約の総額 100,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 100,000千円

当座貸越契約の総額 100,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 100,000千円

３．　　　　　　　　　　　―

 

 ３．関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたも

ののほか次のものがあります。　　　

売掛金 16,798千円

流動資産の「その他」 2,165千円

敷金及び保証金 30,941千円

買掛金 6,005千円

未払金 12,103千円

未払費用 1,503千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

　事業譲渡益 10,000千円

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

　移転補償金収入 7,098千円

　支払利息 213千円

※２．　　　　　　　　　― ※２．固定資産売却益

固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。  

　器具及び備品 1,317千円

※３．　　　　　　　　　― ※３．固定資産売却損

固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。  

　器具及び備品 204千円

※４．固定資産除却損 

　固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。  

　器具及び備品 1,593千円

　ソフトウェア 1,275千円

計 2,868千円

 ※４．固定資産除却損

　固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。  

　建物 5,077千円

　器具及び備品 5,097千円

計 10,175千円

※５．減損損失　　　　　　　　　

　当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

　（1）減損損失を認識した資産グループの概要

場所 用途 種類

 　東京都渋谷区

 

 　遊休資産

 

 　器具及び備品

　 ソフトウェア

　（2）減損損失の認識に至った経緯

 遊休状態である資産で今後使用見込みのない資産に

ついて減損を認識し、各資産の帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上して

おります。なお、回収可能価額は正味売却価額により

測定しており、正味売却価額は売却が困難であるため

零としております。

　（3）減損損失の金額

種類 金額（千円）

 器具及び備品 14,705

 ソフトウェア 368

 

 

※５．減損損失　　　　　　　　　

　当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

　（1）減損損失を認識した資産グループの概要

場所 用途 種類

 　東京都渋谷区

 

 　遊休資産

 

 　器具及び備品

　 ソフトウェア

　（2）減損損失の認識に至った経緯

 遊休状態である資産で今後使用見込みのない資産に

ついて減損を認識し、各資産の帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上して

おります。なお、回収可能価額は正味売却価額により

測定しており、正味売却価額は売却が困難であるため

零としております。

　（3）減損損失の金額

種類 金額（千円）

 器具及び備品 2,252

 ソフトウェア 2,089

計 4,341
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 27,450 － － 27,450

合計 27,450 － － 27,450

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当事業年度
末残高
（千円）

前事業年度
末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

提出会社 平成16年６月25日定時株主総

会決議に基づく新株予約権

 （注）１

普通株式 883 － 25 858 －

平成17年６月28日定時株主総

会決議に基づく新株予約権

（注）１,２

普通株式
270

 

－

 

10

 

260

 

－

 

合計 － 1,153 － 35 1,118 －

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

新株予約権の当事業年度減少は新株予約権の消滅によるものであります。

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

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月28日

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

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

次のとおり、決議を予定しております。　　

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

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 54,900 利益剰余金 2,000 平成19年３月31日 平成19年６月28日
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当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 27,450 － － 27,450

合計 27,450 － － 27,450

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当事業年度
末残高
（千円）

前事業年度
末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

提出会社 平成16年６月25日定時株主総

会決議に基づく新株予約権

 （注）１

普通株式 858 － 20 838 －

平成17年６月28日定時株主総

会決議に基づく新株予約権

（注）１

普通株式
260

 

－

 

14

 

246

 

－

 

合計 － 1,118 － 34 1,084 －

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

新株予約権の当事業年度減少は新株予約権の消滅によるものであります。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月27日

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

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

次のとおり、決議を予定しております。　　

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月25日

定時株主総会
普通株式 82,350 利益剰余金 3,000 平成20年３月31日 平成20年６月26日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度 
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．現金及び現金同等物の期末残高と現金及び預金勘定は

一致しております。

 １.　　　　　　　　　　同左

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

器具及び備品 64,975 41,832 23,142

合計 64,975 41,832 23,142

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

器具及び備品 68,859 55,475 13,383

合計 68,859 55,475 13,383

（２）未経過リース料期末残高相当額 （２）未経過リース料期末残高相当額

１年内 13,433千円

１年超 10,630千円

合計 24,063千円

１年内 9,439千円

１年超 4,483千円

合計 13,922千円

（３）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

（３）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 17,194千円

減価償却費相当額 16,082千円

支払利息相当額 808千円

支払リース料 14,588千円

減価償却費相当額 13,642千円

支払利息相当額 564千円

（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

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

（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

 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 －千円

１年超 －千円

合計 －千円

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありません。

１年内 3,090千円

１年超 1,287千円

合計 4,377千円

（減損損失について）

　　　　　　　　　　 　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

種類

前事業年度（平成19年３月31日） 当事業年度（平成20年３月31日）

取得原価
（千円）

貸借対照表計上
額 (千円)

差額（千円）
取得原価
（千円）

貸借対照表計上
額 (千円)

差額（千円）

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの

(1）株式 23,500 63,356 39,856 23,500 40,890 17,390

(2）債券       

①国債・地方債等 － － － － － －

②社債　 － － － － － －

③その他　 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 23,500 63,356 39,856 23,500 40,890 17,390

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 － － － － － －

(2）債券       

①国債・地方債等　 － － － － － －

②社債　 － － － － － －

③その他　 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 － － －    

合計 23,500 63,356 39,856 23,500 40,890 17,390

 ２.前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度
（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

当事業年度
（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

68,310 43,309 － 6,000 － 9,674

 ３.時価評価されていない主な有価証券の内容

種類
前事業年度（平成19年３月31日） 当事業年度（平成20年３月31日）

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

(1）関連会社株式   

非上場株式 25,740 －

(2）その他有価証券   

非上場株式 

 
4,803 6,703

（デリバティブ取引関係）

前事業年度 
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度 
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該

当事項はありません。

 同左
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度を採用しております。

２．退職給付債務に関する事項

前事業年度
（平成19年３月31日現在）

当事業年度
（平成20年３月31日現在）

(1）退職給付債務（千円） △61,653 △72,737

(2）年金資産（千円） 79,162 82,164

(3）未積立退職給付債務(1）+(2）（千円）　 17,508 9,426

(4）未認識数理計算上の差異（千円） 6,880 12,067

(5）前払年金費用　　　(3)＋(4)（千円） 24,389 21,494

(6）退職給付引当金　　(3)－(5)（千円） ― ―

　

３．退職給付費用に関する事項

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(1）勤務費用（千円） △10,375 △12,499

(2）利息費用（千円） △1,051 △1,233

(3）期待運用収益（千円） 1,462 1,583

(4）数理計算上の差異の費用処理額（千円） ― △6,880

(5）退職給付費用　(1)＋(2)-(3)＋(4)（千円） △9,964 △19,029

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(1）退職給付見込み額の期間配分方法 期間定額基準法 期間定額基準法

(2）割引率 　  2.0％ 　  2.0％

(3）期待運用収益率 2.0％ 　2.0％

(4）数理計算上の差異の処理年数 １年 １年 

 

 

　数理計算上の差異は、発生

の翌事業年度に一括償却するこ

ととしております 

 

　数理計算上の差異は、発生

の翌事業年度に一括償却するこ

ととしております 
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（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成16年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　５名

当社従業員　80名

当社取締役　５名

当社従業員　29名

株式の種類別のストック・オ

プションの数（注）
普通株式　900株 普通株式　270株

付与日 平成16年11月19日 平成17年11月18日

権利確定条件

①新株予約権の割当を受けた

者は、権利行使時において

も、当社の取締役、監査役

もしくは従業員の地位にあ

ることを要す。ただし、当

社の取締役もしくは監査役

を任期満了により退任した

場合、定年退職その他正当

な理由がある場合にはこの

限りではない。

②新株予約権行使日の前日

のＪＡＳＤＡＱ市場におけ

る当社株式の終値が、1株当

たりの払込金額の１.5倍以

上であることを要する。

③新株予約権の質入その他

の処分は認めない。

④新株予約権者が死亡した

場合は、相続人がこれを行

使できるものとする。ただ

し⑤に規定する「新株予約

権割当契約」による。

⑤この他の条件は、当社と

新株予約権者との間で締結

する「新株予約権割当契約」

の定めるところによる。

 ①新株予約権の割当を受け

た者は、権利行使時におい

ても、当社の取締役、監査

役もしくは従業員の地位に

あることを要す。ただし、

当社の取締役もしくは監査

役を任期満了により退任し

た場合、定年退職その他正

当な理由がある場合にはこ

の限りではない。

②新株予約権の質入その他

の処分は認めない。

③新株予約権者が死亡した

場合は、相続人がこれを行

使できるものとする。ただ

し④に規定する「新株予約

権割当契約」による。

④この他の条件は、当社と

新株予約権者との間で締結

する「新株予約権割当契約」

の定めるところによる。

 

 

 

 

 

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはありま

せん。
同左

権利行使期間
自　平成16年11月19日

至　平成26年６月24日　

自　平成19年６月29日

至　平成22年６月28日

 （注）株式数に換算して記載しております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成16年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）   

前事業年度末 － 270

付与 － －

失効 － 10

権利確定 － －

未確定残 － 260

権利確定後　　　　　　（株）   

前事業年度末 883 －

権利確定 － －

権利行使 － －

失効 25 －

未行使残 858 －

②　単価情報

平成16年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 345,285 231,578

行使時平均株価　　　　　（円） － －

公正な評価単価（付与日）（円） － －
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当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成16年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　５名

当社従業員　80名

当社取締役　５名

当社従業員　29名

株式の種類別のストック・オ

プションの数（注）
普通株式　900株 普通株式　270株

付与日 平成16年11月19日 平成17年11月18日

権利確定条件

①新株予約権の割当を受けた

者は、権利行使時において

も、当社の取締役、監査役

もしくは従業員の地位にあ

ることを要す。ただし、当

社の取締役もしくは監査役

を任期満了により退任した

場合、定年退職その他正当

な理由がある場合にはこの

限りではない。

②新株予約権行使日の前日

のＪＡＳＤＡＱ市場におけ

る当社株式の終値が、1株当

たりの払込金額の１.5倍以

上であることを要する。

③新株予約権の質入その他

の処分は認めない。

④新株予約権者が死亡した

場合は、相続人がこれを行

使できるものとする。ただ

し⑤に規定する「新株予約

権割当契約」による。

⑤この他の条件は、当社と

新株予約権者との間で締結

する「新株予約権割当契約」

の定めるところによる。

 ①新株予約権の割当を受け

た者は、権利行使時におい

ても、当社の取締役、監査

役もしくは従業員の地位に

あることを要す。ただし、

当社の取締役もしくは監査

役を任期満了により退任し

た場合、定年退職その他正

当な理由がある場合にはこ

の限りではない。

②新株予約権の質入その他

の処分は認めない。

③新株予約権者が死亡した

場合は、相続人がこれを行

使できるものとする。ただ

し④に規定する「新株予約

権割当契約」による。

④この他の条件は、当社と

新株予約権者との間で締結

する「新株予約権割当契約」

の定めるところによる。

 

 

 

 

 

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはありま

せん。
同左

権利行使期間
自　平成16年11月19日

至　平成26年６月24日　

自　平成19年６月29日

至　平成22年６月28日

 （注）株式数に換算して記載しております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成16年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）   

前事業年度末 － 260

付与 － －

失効 － 5

権利確定 － 255

未確定残 － －

権利確定後　　　　　　（株）   

前事業年度末 858 －

権利確定 － 255

権利行使 － －

失効 20 9

未行使残 838 246

②　単価情報

平成16年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 345,285 231,578

行使時平均株価　　　　　（円） － －

公正な評価単価（付与日）（円） － －
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産

未払事業税 13,261千円

未払事業所税 7,804千円

賞与引当金 27,773千円

役員退職慰労引当金 31,587千円

未払社会保険料 3,334千円

減価償却超過額 11,879千円

未払決算賞与 7,425千円 

投資有価証券評価損否認 6,183千円 

減損損失否認 6,133千円 

投資損失引当金 5,802千円 

貸倒引当金 2,037千円 

役員賞与引当金 1,505千円 

その他 235千円

繰延税金資産合計 124,964千円

繰延税金負債

前払年金費用 △9,924千円 

有価証券評価差額 △16,217千円

繰延税金負債合計 △26,141千円

繰延税金資産の純額 98,823千円

繰延税金資産

未払事業税 8,382千円

未払事業所税 8,552千円

賞与引当金 31,836千円

役員退職慰労引当金 33,046千円

未払社会保険料 4,102千円

減価償却超過額 12,720千円

投資有価証券評価損 6,183千円 

減損損失 6,712千円 

貸倒引当金 1,358千円 

その他 144千円

繰延税金資産合計 113,039千円

繰延税金負債

前払年金費用 △8,746千円 

有価証券評価差額 △7,075千円

繰延税金負債合計 △15,822千円

繰延税金資産の純額 97,216千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.69％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入

できない事項

1.55％

住民税均等割等 0.70％

その他 △0.35％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
42.59％

法定実効税率 40.69％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入

できない事項

1.96％

住民税均等割等 0.57％

その他 0.25％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
43.47％

（持分法損益等）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

関連会社に対する投資の金額 40,000千円

持分法を適用した場合の投資の金額 25,734

持分法を適用した場合の投資利益の金

額

△14,265

 ―
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（関連当事者との取引）

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金
（千円）

事業の内
容

議決権の
被所有割
合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
株式会社

パソナ

東京都

千代田区
8,341,627

人材派

遣・請負、

人材紹介

事業

直接

60.87％

兼任

２名

エンジ

ニアの

派遣

エンジニアの

派遣

（注１）

110,217 売掛金 11,828

請負外注

（注１）
98,849 買掛金 9,210

派遣スタッフ

の受入

（注１）

45,561

敷金及び

保証金

未払金

14,405

6,737

事務所の賃借

（注２） 
33,890

未払費用

 その他

1,462

3,045

社員採用コン

サルティング

手数料

（注１）

828

社内事務委託

（注１）
20,197

　取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注１）人材派遣価格その他の取引条件は、当社と関連を有さない第三者との取引における一般的取引条件と同様に決

定しております。

　（注２）親会社における第三者からの賃借料を使用面積にて按分して、決定しております。

　（注３）上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

 (2）子会社及び関連会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金
（千円）

事業の内
容

議決権の
所有割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

関連会社

株式会社

シー

フォー＆

パソナ

テック　

マネージ

メント

サービス

東京都

品川区
100,000

内部統

制・コン

プライア

ンス強化、

IT戦略に

関するコ

ンサル

ティング

事業等

直接

40.00％

兼任

１名

エンジ

ニアの

派遣、

外注他

エンジニアの

派遣

（注１）

680 売掛金 84

請負外注

（注１）
3,882 買掛金 421

当社商品の販

売

（注１）

753
その他

 

299

 

事業譲渡

（注１）
10,000

 

 

 

 

　取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注１）人材派遣価格その他の取引条件は、当社と関連を有さない第三者との取引における一般的取引条件と同様に決

定しております。

　（注２）上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
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当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金
（千円）

事業の内容
議決権の
被所有割
合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社

株式会社

パソナグ

ループ

東京都

千代田区
5,000,000

人材ビジネス

に関連する事

業等を営む会

社の株式を所

有することに

よる当該会社

の事業活動の

支配および管

理等

直接

60.87％

兼任

１名

エンジ

ニアの

派遣・

紹介

エンジニ

アの派

遣・紹介

（注１）

3,058   

社内事務

委託（注

1）

1,517  未払金 977

　取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注１）人材派遣価格その他の取引条件は、当社と関連を有さない第三者との取引における一般的取引条件と同様に決

定しております。

　（注２）上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

 (2）子会社及び関連会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金
（千円）

事業の内
容

議決権の
所有割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

関連会社

株式会社

シー

フォー＆

パソナ

テック　

マネージ

メント

サービス

東京都

品川区
100,000

内部統

制・コン

プライア

ンス強化、

IT戦略に

関するコ

ンサル

ティング

事業等

直接

40.00％

兼任

１名

エンジ

ニアの

派遣、

外注他

請負外注

（注１）
5,760   

当社商品の販

売

（注１）

31   

社内事務委託

（注１）
250

未払金

 

1,522

 

　取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注１）取引条件は、当社と関連を有さない第三者との取引における一般的取引条件と同様に決定しております。

　（注２）上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

  （注３）平成20年３月31日付けで当社保有の株式会社シーフォー＆パソナテックマネージメントサービス社株式の全て

を売却しております。その結果、当事業年度末で、同社は当社の関連会社に該当しなくなっております。

 (3）兄弟会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金
（千円）

事業の内
容

議決権の
被所有割
合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社の子

会社

株式会社

パソナ

東京都

千代田区
3,000,000

人材派

遣・請負、

人材紹介

事業

 なし
兼任

１名

エンジ

ニアの

派遣

エンジニアの

派遣

（注１）

125,024 売掛金 9,311

請負外注

（注１）
101,537 買掛金 6,005

派遣スタッフ

の受入

（注１）

48,528

敷金及び

保証金

未払金

28,994

9,767

事務所の賃借

（注２） 
34,854

未払費用

 その他

1,503

2,165

社員採用コン

サルティング

手数料

（注１）

3,124

社内事務委託

（注1）
33,876
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　取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注１）人材派遣価格その他の取引条件は、当社と関連を有さない第三者との取引における一般的取引条件と同様に決

定しております。

　（注２）株式会社パソナにおける第三者からの賃借料を使用面積にて按分して、決定しております。

　（注３）上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 64,604円97銭

１株当たり当期純利益金額 7,586円89銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

１株当たり純資産額  71,697円50銭

１株当たり当期純利益金額  9,577円94銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

となります。

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり当期純利益金額

　当期純利益（千円） 208,260 262,914

　普通株主に帰属しない金額（千円） －  

（うち利益処分による役員賞与金） －  

　普通株式に係る当期純利益（千円） 208,260 262,914

　期中平均株式数（株） 27,450 27,450

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

　当期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加数（株） － －

（うち新株予約権） (－) (－) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権２種類

（新株予約権の数1,118個） 

新株予約権２種類

（新株予約権の数1,084個） 

（重要な後発事象）

前事業年度

　　　　　　 　（自平成18年４月１日

　　　　　　　 　至平成19年３月31日）

当事業年度

　　　　　　 　（自平成19年４月１日

　　　　　　　 　至平成20年３月31日）

 　　　　　　　　　　　　―  　　　　　　　　　　　　― 

 （企業結合等）

 　該当事項はありません。
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５．その他
(1）役員の異動

①代表者の異動 

 該当事項はありません。

②その他の役員の異動 

 該当事項はありません。
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