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１．平成 20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1) 連結経営成績    （％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 236,757   3.4 11,220   1.6 11,508 3.2 5,377 △ 8.6

19 年 ３月期 228,868   7.5 11,040  13.6 11,156  15.1 5,880  36.0

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 8,727 20 8,707 98 13.4 17.7 4.7

19 年 ３月期 9,564 43 9,528 69 16.3 18.1 4.8

（参考）持分法投資損益 20年３月期     28百万円 19年３月期   △  32百万円

(2) 連結財政状態

総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率
１ 株 当 た り

純 資 産
百万円 百万円 ％ 円    銭

20 年 ３月期 64,975  43,459  64.9  68,401  75

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

（参考）自己資本      20 年３月期 42,163 百万円 19年３月期  38,164 百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

営 業 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期 末 残 高

百万円 百万円 百万円 百万円

20 年 ３月期 4,461  △  1,308  △  1,327  23,749  

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

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

配当金総額

（ 年 間 ）

配 当 性 向

（ 連 結 ）

純 資 産

配 当 率

（ 連 結 ）
円  銭 円  銭 円  銭 百万円 ％ ％

19 年 ３月期 900 00 1,100 00 2,000 00 1,230 20.9 3.4

20 年 ３月期 1,100 00 1,100 00 2,200 00 1,356 25.2 3.2

21 年 ３月期

（予想）
1,100  00 1,100  00 2,200  00 － 23.2 －

３．平成 21年３月期の連結業績予想（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２四半期連結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 120,740 3.2 5,160 △2.6 5,290 △2.9 2,690 △1.5 4,363 06

通   期 244,450 3.2 11,260 0.4 11,510 0.0 5,850   8.8 9,485 94
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる

重要な事項の変更に記載されるもの）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

(注)詳細は、20ページ「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」をご覧ください。

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月期 616,405 株 19 年３月期 615,757 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（連結）の算定の基礎となる株式数については、41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 20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

 (1)個別経営成績         (％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 161,848 3.6 7,090   2.0 7,845 2.3 3,876 △ 9.9

19 年 ３月期 156,230   7.2 6,953  19.8 7,671  21.3 4,303  43.7

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
円   銭 円   銭

20 年 ３月期 6,291  13 6,277  27

19 年 ３月期 6,998  45 6,972  30

 (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 ３月期 54,804  33,482  61.1 54,318  35

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

（参考）自己資本 20年３月期 33,482百万円 19年３月期 30,957百万円

２．平成 21年３月期の個別業績予想(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 82,410  2.5 3,120 △8.3 3,660 △7.3 2,140 △9.6 3,470 98

通   期 165,320  2.1 6,680 △5.8 7,430 △5.3 4,340 12.0 7,037 43

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．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。

２．当社は、ピープルスタッフ株式会社と、平成 20年 10月１日（予定）をもって株式移転により共同持株会社を

設立する予定であります。上記の配当予想及び業績予想については、現在の当社組織を前提に算定しており、

新会社の配当予想及び業績予想については、改めて発表する予定であります。
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１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

① 当連結会計年度の概況

（単位：百万円）

増 減 率前連結会計年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日） 金  額 増 減 率

売 上 高 228,868 236,757 7,888 3.4％

営 業 利 益 11,040 (4.8％) 11,220 (4.7％) 180 1.6％

経 常 利 益 11,156 (4.9％) 11,508 (4.9％) 351 3.2％

当 期 純 利 益 5,880 (2.6％) 5,377 (2.3％) △  503 △ 8.6％

（注）（ ）内の数値は、売上高に対する構成比を記載しております。

当連結会計年度における我が国経済は、戦後最長の景気拡大局面の中、緩やかな安定成長が続いておりましたが、

下期以降は、企業収益の伸び悩みや原油価格の高騰などにより、先行きが不透明となり景気の減速感が高まってきて

おります。

当社グループの属する人材ビジネス業界においては、景気拡大の長期化に伴う人手不足を背景とした需給の逼迫が

続いておりましたが、下期以降は、景気の減速傾向に加え、採用意欲の減退が表面化しつつあります。また、相次ぐ

偽装請負等の報道や、本年４月施行のパートタイム労働法の対応として、企業による直接雇用化の動きも見受けられ

るようになってきました。

このような情勢のもと、当社グループは、高まる人材需要と最適な人材供給実現のため、地域に密着した雇用の創

造に寄与すべく、市原（千葉）、高槻（大阪）などの職住近接型オフィスを新設いたしました。

さらに、今後の潜在労働力として期待される子育て中の女性に着目した施策として、子育てと就労及び女性のチャ

レンジを総合的に支援する女性総合支援センター「テンプ・アップ」、コミュニティサイト「ママキャンパス」等の

サービスを開始いたしました。また、待機児童の多いエリアにおいて、東京都認証保育所「ピュア・テンプ代々木」

（東京）、認可保育所「たまプラーザのぞみ保育園」（神奈川）、を開園するなど、様々な方面から幅広い女性の就労

支援策を講じております。

専門化が進む労働市場への人材供給策として、IT関連では、「組込みJavaエンジニアの育成・派遣事業」や「Challenge

AutoCAD（AutoCAD に特化した CAD オペレーターの育成・派遣事業）」など、各専門技術に特化した育成・派遣事業を

積極的に展開。加えて市場拡大が見込まれる医療業界に対しては、今後の取組みとして平成 20 年４月１日付けで医

療業界に特化した３社（テンプスタッフ・ゼムス株式会社、ケアテンプ株式会社、テンプスタッフ・メディカライズ

株式会社）を統合し、ワンストップサービスを実現することで「医療業界に強い人材サービス会社」という新たなブ

ランドイメージの醸成を目指します。

グローバル戦略の面では、好況の続くアジア地域に対し、新たな足がかりとなる拠点を広州（中国）、台湾、ジャ

カルタ（インドネシア）へ設けました。これにより９ヵ所となったアジア地域各拠点間のネットワークを最大限に活

かし、経済成長の過程で生まれる多くのビジネスチャンス獲得を目指すとともに、アジア地域全体を見据え、これか

らの人材ビジネス市場拡大に貢献してまいります。

このような活動の結果、当連結会計年度の売上高は236,757百万円（前連結会計年度比 3.4％増）、営業利益は 11,220

百万円（同1.6％増）、経常利益は11,508 百万円（同 3.2％増）、のれんの減損損失449 百万円の発生により当期純利

益は 5,377 百万円（同 8.6％減）となりました。

② 事業別の状況

（単位：百万円）

売 上 高 営 業 費 用 営 業 利 益

前 期 当 期 前 期 当 期 前 期 当 期

人材派遣・請負、人材紹介事業 221,883 229,233 211,343 218,645 10,540 10,588

アウトソーシング事業 8,776 9,580 8,005 8,870 771 710

そ の 他 の 事 業 1,314 1,143 1,359 1,490 △  45 △  346

小   計 231,974 239,957 220,708 229,005 11,266 10,952

消 去 又 は 全 社 △ 3,106 △ 3,200 △ 2,879 △ 3,469 △  226 268

連   結 228,868 236,757 217,828 225,536 11,040 11,220

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

１）人材派遣・請負、人材紹介事業

当連結会計年度は、下期以降の景気の伸び悩みの影響を受け、売上高は 229,233 百万円（同 3.3％増）となり

ました。一方利益面では、業務効率化を進めるためのシステム投資を行いましたが、収益性の高い紹介予定派遣

や人材紹介等の需要が堅調に推移した結果、営業利益は10,588 百万円（同0.5％増）となりました。
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２）アウトソーシング事業

当連結会計年度は、上期より好調な企業業績を背景としたスポット的な業務の受託など、新規案件の受託が順

調に進んだ結果、売上高は 9,580 百万円（同9.2％増）となりました。利益面では、今後の成長に向けた先行投

資の結果、営業利益は 710百万円（同 7.9％減）となりました。

３）その他の事業

当連結会計年度は、再就職支援事業については底堅く推移しましたが、その他の事業が低調だったことにより、

全体としての売上高は 1,143 百万円（同 13.0％減）となり、営業損失は 346 百万円（前年同期は 45百万円の営

業損失）となりました。

③ 次期の見通し

次期の見通しにつきましては、引き続き先行き不透明感の強い状況の中、米国の景気減速や原油価格の高騰の影

響により景気後退局面に入るものと見込まれます。また、平成 20 年４月からの高齢者医療制度改革により、派遣

労働者を含めた被保険者及び事業主の健康保険料負担が大幅に増加し、新たな収益悪化要因となっております。

このような環境の中、当社グループは、市場特性・地域特性を見極めたきめ細かい地道な営業活動を行う一方、

より深く求職者ニーズを汲み取ることで確実なマッチングを可能とする体制作りをさらに推し進め、安定的な成長

を実現してまいります。また、人材紹介事業の強化として、検索機能をより向上させたサイト「転職＋（プラス）」

を新たにリリースいたします。「転職＋」は「コンサルティングファースト」をテーマに、サイトを利用する求職

者が当社コンサルタントを身近に感じてもらえるサイト作りを目指し、幅広い年代・性別の求職者の獲得をしてま

いります。

利益につきましては、健康保険料の大幅な負担増による売上原価の増大が見込まれますが、社内業務フローを見

直し、業務集約を一層進めて費用の抑制を図る一方、派遣単価の改定交渉を引き続き行うことで利益率の悪化を抑

えてまいります。また、「転職＋」や登録業務の効率化を図るためのシステム開発など、中期的な成長を見据え投

資を行ってまいります。

以上により、連結業績の通期見通しは、売上高 244,450 百万円（前連結会計年度比 3.2％増）、経常利益 11,510

百万円（同 0.0％増）、当期純利益 5,850 百万円（同 8.8％増）を見込んでおります。

また、単体業績の通期見通しは、売上高 165,320 百万円（前事業年度比 2.1％増）、経常利益 7,430 百万円（同

5.3％減）、当期純利益 4,340 百万円（同12.0％増）を見込んでおります。なお、当社はピープルスタッフ株式会社

と、平成 20年 10月１日（予定）をもって株式移転により共同持株会社を設立する予定であります。新会社の業績

予想については、改めて発表する予定であります。

【平成 21年３月期連結業績予想】

通期（自平成 20年４月１日至平成21年３月 31日）                  （単位：百万円）

平成20年３月期 平成 21 年３月期 増 減 率

売 上 高 236,757 244,450 3.2％

営 業 利 益 11,220 (4.7％) 11,260 (4.6％) 0.4％

経 常 利 益 11,508 (4.9％) 11,510 (4.7％) 0.0％

当 期 純 利 益 5,377 (2.3％) 5,850 (2.4％) 8.8％

（注）（ ）内の数値は、売上高に対する構成比を記載しております。

【平成 21年３月期個別業績予想】

通期（自平成 20年４月１日至平成21年３月 31日）                  （単位：百万円）

平成20年３月期 平成 21 年３月期 増 減 率

売 上 高 161,848 165,320 2.1％

営 業 利 益 7,090 (4.4％) 6,680 (4.0％) △ 5.8％

経 常 利 益 7,845 (4.8％) 7,430 (4.5％) △ 5.3％

当 期 純 利 益 3,876 (2.4％) 4,340 (2.6％) 12.0％

（注）（ ）内の数値は、売上高に対する構成比を記載しております。

（２）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末より 162 百万円減少し 64,975 百万円となりました。これは主

に、流動資産の現金及び預金が 1,838 百万円増加し 24,211 百万円となりましたが、受取手形及び売掛金が 1,099

百万円減少し 28,140 百万円となったほか、のれんが 1,060 百万円減少し、2,193百万円となったことによるもので

あります。

自己資本は 3,998 百万円増加し 42,163 百万円となり、自己資本比率は 64.9％となりました。これは主に、利益

剰余金が 4,017 百万円増加し 39,698百万円となったことによるものであります。
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② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業債務の減少、法人税等の支払い、

配当金の支払い等の要因により一部相殺されたものの、税金等調整前当期純利益が 11,021 百万円（前連結会計年

度比 1.8％減）となったこと等により、前連結会計年度末に比べ 1,813百万円増加し、当連結会計年度末には 23,749

百万円となりました。

当連結会計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、前連結会計年度より 3,203 百万円減少し、4,461 百万円となりました。これは

主に、税金等調整前当期純利益が 11,021 百万円、売上債権の減少額が 1,227 百万円となった一方、営業債務の減

少額が 3,160百万円、法人税等の支払額が 6,330百万円となったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度より 1,216 百万円減少し、1,308 百万円となりました。これは

主に、有形固定資産の取得による支出 503 百万円、差入保証金にかかる支出 782 百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、前連結会計年度より 316 百万円減少し、1,327 百万円となりました。これは主

に、配当金の支払額 1,350百万円によるものであります。

（３）利益分配に関する基本方針及び当期・次期の配当

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

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

安として、株主への利益分配を行っていく予定であります。

上記方針に基づき平成 20年３月期の期末配当金につきましては、当初の予定どおり、1株当たり 1,100 円を予定

しております。なお年間配当金といたしましては、すでに実施済みの中間配当金 1株当たり 1,100 円とあわせまし

て１株当たり 2,200 円を予定しております。

次期の配当につきましても、基本方針に基づき年間配当金を１株当たり 2,200円とし、中間配当金及び期末配当

金としてそれぞれ１株当たり 1,100 円を予定しておりますが、当社はピープルスタッフ株式会社と、平成 20 年 10

月１日（予定）をもって株式移転により共同持株会社を設立する予定であり、期末配当金及び利益分配に関する基

本方針については改めて発表する予定であります。

（４）事業等のリスク

以下において、当社グループの事業展開その他に関する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

記載しております。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末（平成20年３月 31日）現在にお

いて当社グループが判断したものであります。

(1) 法的規制について

当社グループの行っている事業は多岐にわたっており、それぞれの事業分野において法的規制を受けております。

当社グループでは、コンプライアンス経営を最重要課題のひとつとして認識して取り組みを行っておりますが、今

後、法的規制が強化・拡大された場合には、減収、あるいは新たな費用の増加等により、当社グループの財政状態

及び経営成績に影響を与える可能性があります。

① 人材派遣・請負、人材紹介事業

（イ）人材派遣・請負事業

当社グループの主要な事業である人材派遣事業は、「労働者派遣法」第８条に基づく一般労働者派遣事業許

可を受けて行っている事業であります。

「労働者派遣法」では、一般労働者派遣事業の適正な運営を確保するために、人材派遣事業を行う者(法人

である場合には、その役員を含む)が派遣元事業主としての欠格事由(労働者派遣法 第６条)及び当該許可の取

消事由(同 第 14条)に該当した場合には、事業の許可を取り消し、または、期間を定めて当該事業の全部若し

くは一部の停止を命じることができる旨を定めております。

なお、現時点において、当社グループにおいては、上記に抵触する事実はないものと認識しております。し

かしながら、今後何らかの理由により当社グループ各社並びにその役員が上記に抵触した場合、許可が取り消

され、または、業務の全部若しくは一部の停止が命ぜられることにより、当社グループの主要な事業活動に支

障を来たすとともに、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。

また、「労働者派遣法」及び関係諸法令については、労働環境の変化に応じて、これまでにも派遣対象業務

や派遣期間に係る規制緩和並びに派遣元事業主における管理体制の強化の両面からの改正が適宜実施されて

おり、当社グループではその都度、当該法令改正に対応するための諸施策を採ってきておりますが、今後、さ

らに「労働者派遣法」及び関係諸法令の改正が実施された場合、当社グループの今後の事業運営方針並びに経

営成績に少なからず影響を与える可能性があります。

（ロ）人材紹介事業

当社グループが行う人材紹介事業は、「職業安定法」第 32条の４に基づく有料職業紹介事業許可を受けて行

っている事業であります。

「職業安定法」においても「労働者派遣法」と同様に、人材紹介事業を行う者(法人である場合には、その

役員を含む)が有料職業紹介事業者としての欠格事由(職業安定法 第 32 条)及び当該許可の取消事由(同 第 32

条の９)に該当した場合には、事業の許可を取り消し、または、期間を定めて当該事業の全部若しくは一部の

停止を命じることができる旨を定めております。
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② その他の事業

当社グループが行う再就職支援事業は、ビジネスモデル自体は人材紹介事業とは一線を画しておりますが、求

職者を求人企業に紹介するという点において、人材紹介事業と同様に規制を受けております。

(2) 個人情報の取扱い及び個人情報保護法に関するリスクについて

当社グループでは、派遣登録者や職業紹介希望者についての多くの個人情報を保有しております。当社グループ

ではこれらの個人情報の取扱いに際し、個人情報の取扱に関する規程を定め、その遵守や従業員教育を通じて個人

情報の厳正な管理に留意しております。また、平成 17 年４月１日より個人情報保護法が全面施行されました。同

法において個人情報取扱事業者（当社グループの主要企業はこれに該当します）は、必要と判断される場合には一

定の報告義務が課されるとともに、同法の一定の義務に反した場合において個人の権利利益を保護するために必要

があると認めるときは、主務大臣は必要な措置を取るべきことを勧告又は命令することができるとされております。

当社グループでは管理体制強化により同法遵守の体制を整えることにより、グループ内部からの情報漏洩を未然

に防ぐよう努めております。しかしながら体制強化にも係わらず、個人情報の漏洩や不正使用などの事態が生じた

場合、当社グループのイメージ悪化や補償等の発生により事業運営に重大な影響を与えるとともに、財政状態及び

経営成績に影響を与える可能性があります。

(3) 法令遵守に関するリスクについて

当社グループでは、社会的責任を全うすべく事業拡大に合わせ、社内研修プログラムの充実、諸規程の整備など

適宜、内部管理体制及び教育制度等を整備しております。しかしながら、これらの内部管理体制の整備及び教育等

は、違法行為のすべてを排除することを保証するものではありません。

適切な内部統制システムの整備および運用について、今後も徹底を図ってまいりますが、従業員による重大な過

失、不正、違法行為等が生じた場合、訴訟や損害賠償等により財政状態及び経営成績等に重要な影響を与える可能

性があり、さらに当社グループの事業は顧客企業や既登録者、登録希望者との信頼関係に依存する部分が大きいこ

とから、ブランドイメージの低下により顧客企業からの発注停止や就業希望者の減少が生じる可能性があります。

また、労働基準監督署等の調査の結果、当社グループに悪質な違反等が認められ、当社グループが行政指導を受

けた場合、当社グループの事業運営に影響を与えるとともに、財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があり

ます。

(4) 社会保険制度の改訂に伴う経営成績への影響

社会保険料の料率・算出方法は、諸般の条件及び外部環境の変化等に応じて改訂が適宜実施されております。当

社グループにおいては、従業員に加えて派遣労働者も社会保険の加入者であるため、今後、社会保険料の料率・算

出方法を含めた社会保険制度の改訂が実施された場合、当社グループ各社が負担する金額が変動することにより、

当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

なお、近年においては、平成 16 年６月の通常国会において年金改革関連法が成立し、厚生年金保険の最終保険

料は 18.3％と定められ、平成 16 年 10 月から平成 29 年９月まで毎年 0.354％ずつ段階的に引き上げられます。こ

れにより、標準月額報酬に対する厚生年金保険料の会社負担率は、平成 29年まで毎年 0.177％ずつ増加していくこ

とが予定されており、今後の収益を圧迫する要因のひとつとなることが予想されます。

また、平成 20 年４月からの高齢者医療の制度改革に伴い、後期高齢者支援金及び前期高齢者納付金という新た

な拠出金制度の発足により、当社グループの従業員及び派遣労働者の属する健保組合の財政負担（拠出金）が急増

し、平成 19年度の約252 億円から平成20年度においては約465 億円と、約 213 億円増加する見通しであります。

これに伴い、当該健保組合の平成 20 年度保険料率は平成 19 年度の 61/1000 から、76/1000 へと大幅に引き上げ

られることとなり、今後の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 新規事業展開に伴うリスクについて

当社グループでは今後も、現状当社グループで手がけていない職種領域へのサービスラインナップ追加や、グロ

ーバル戦略の一環としての新規地域への進出など、新会社の設立または企業買収により事業を展開していくことを

予定しております。しかしながら、企業買収に伴う多額の資金需要が発生する可能性があるほか、労働市場の変化

や競合状況により必ずしも企業買収にかかる収益見通しが、そのとおりに推移する保証はなく、想定どおりの収益

規模が確保できない場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(6) 当社社長である篠原欣子への依存について

当社グループの事業推進には、当社グループの創始者で現在の代表取締役社長である篠原欣子の個人的力量によ

るところは小さくなく、企業買収活動を始めとして、国内新規事業並びに海外事業展開、各種事業提携及びグルー

プ内のエグゼクティブ人事等の戦略的意思決定に深く関与しております。また、女性起業家として知名度が高く、

企業イメージの向上に多大な貢献をしているものと判断しております。

当社グループでは、各部門の責任者として役員クラスの人材を配置し権限を委譲することにより篠原欣子への依

存を小さくする体制の構築を進めておりますが、何らかの理由により篠原欣子が当社グループにおいて業務を継続

することが困難となった場合、当社グループの事業運営、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(7) 有能な人材の確保や育成について

当社グループの手掛ける各事業の成功の要件は、変化の激しい人材関連ビジネス業界における市場や顧客企業の

要求のみならず、各々の求職者のニーズを把握し、安定的なサービスを提供することが出来るかにあると考えてお
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ります。このため、先見性と実行力を備えた有能な幹部人材、また、市場や顧客企業要求に対応する能力を持つ求

職者の確保及び育成ができない場合、当社グループの将来の成長、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性が

あります。

(8) 災害及びシステム障害等の影響について

事業の拡大に伴う業務効率化及び個人情報保護に関する対策を進めた結果、当社グループの事業はコンピュータ

ーシステム及びそのネットワークに多くの依存をしております。そのため、不測の事態に対しては、災害時の体制

整備、システムセキュリティの強化、ハードウェアの増強等様々な対策を講じておりますが、これらの対策にも係

わらず人為的過誤、自然災害等によるトラブルが発生した場合には、当該事態の発生地域の事業運営に直接被害が

生じるほか、他地域の当社グループの事業運営に損害が生じる可能性があります。またそれが長期に亘る場合、顧

客企業への労務の提供が事実上不可能になる可能性があり、当社グループが提供するサービスに対する信頼性の低

下を招くなどの重大な影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、連結子会社 40社及び関連会社４社により構成されており、

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

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

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

社グループでは、専門の子会社を設立してこれに対応しております。

サービス提供

登録

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

◇ ㈱テンプ総合研究所

（国内）○ テンプインターナショナル㈱
○ テンプエステート㈱

当   社

（国内）○ テンプスタッフ・テクノロジー㈱

○ テンブロス㈱

○ テンプスタッフマーケティング㈱

○ グッドジョブ㈱

○ テンプスタッフファミリエ㈱

○ テンプスタッフ福岡㈱

○ パーソナル㈱

（他12社）

    ◇ テンプスタッフ・ライフアドバイザリー㈱

（海外）○ Tempstaff (Hong Kong) Ltd.

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

    ○ Tempstaff Korea Co., Ltd.

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

サービス提供

サービス提供

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

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

顧
客
企
業
・
サ
ー
ビ
ス
希
望
者

※ ○印は連結子会社、◇印は持分法適用関連会社であります。

※ 下線は期中に増加した連結子会社、持分法適用関連会社であります。

人材派遣・請負事業、人材紹介事業

求
職
者

（事業系統図）

（平成20年３月31日現在）



テンプスタッフ㈱（2476）平成 20 年３月期 決算短信

－ 9 －

３．経営方針

（１）経営の基本方針

当社グループは、｢雇用の創造｣「人々の成長」「社会貢献」を企業理念とし、人材派遣事業を中心とした人材ビ

ジネスを通じて、様々な形で雇用を創造することにより事業の成長・企業価値の向上に努めております。

今後につきましても、「お得意様から信頼され、働く人から頼られる会社をめざす」ことを基本方針とし、規制

緩和・グローバル化により日々変化する労働市場のニーズを的確に捉え、より多くの企業・求職者へ満足度の高い

サービスを提供し続け、また継続的な収益性を確保することにより株主・顧客・従業員等のステークホルダーの信

頼に応えるべく努力を重ねてまいります。

（２）目標とする経営指標

当社では、グループ全体としての成長性及び収益性を重視し、「売上高」及びその伸び率、「営業利益率」を重要

な経営指標としております。「売上高」については、毎期 10％以上の成長を目標として掲げ、継続的かつ安定的な

収益を得る基盤となる事業規模の確保に努めております。また「営業利益率」については、適正な利益水準の維持

に加え、事務処理の効率化や効果的な広告宣伝の活用等により５％を目標としております。

（３）中長期的な会社の経営戦略

当社グループでは、刻々と変化する人材ビジネス市場において、以下のような中期経営戦略を掲げ、さらなる事

業規模の拡大に邁進しております。

① グローバル戦略の強化

好況の続くアジア地域の人材ビジネス市場に対し、現状の中国、シンガポール他、アジア地域内の各拠点を足

がかりとした積極的な事業展開を行っております。当連結会計年度においては、広州（中国）、台湾、ジャカル

タ（インドネシア）へ新たな拠点を設けました。アジアで９ヵ所となった拠点間のネットワークを最大限に活か

し、アジアの人材ビジネス市場拡大へ貢献してまいります。

② 専門化する派遣市場への対応

規制緩和により拡大した職種領域へ、長年培ったノウハウや総合力及び全国ネットワーク網を最大限活用し、

効果的に育成型派遣制度を組み入れた事業展開を行ってまいります。

当連結会計年度においては、IT 関連を中心とした、各専門技術に特化した育成・派遣事業に取り組みました。

また、平成 20年４月１日には、今後の市場拡大が見込まれる医療業界に対し、「医療業界に強い人材サービス会

社」という新たなブランドイメージ醸成を目指し、医療業界に特化した３社を統合しました。

③ 新たな雇用の創造

少子高齢化に伴う労働者不足への対応として、様々な就業形態や職種、教育・支援等を提供することにより希

望者だれもが参加可能な労働市場を形成していく事が求められております。その一環として、地域に密着した求

人及び求職を実現する職住近接型オフィスの新設など新たな雇用機会の創造に努めております。

当連結会計年度においては、今後の潜在労働力として期待される女性に注目した施策として、子育てと就労及

び女性のチャレンジを総合的に支援する女性総合支援センター「テンプ・アップ」、コミュニティサイト「ママ

キャンパス」等のサービスを開始するほか、待機児童の多いエリアにおいて認可保育所「たまプラーザのぞみ園」

（神奈川）を開園いたしました。

（４）対処すべき課題

人材ビジネス業界においては、先行き不透明感の強まる中、人材派遣需要を中心とした需要に一服感が広まりつ

つあり、今後景気後退局面における厳しい市場環境も予想されます。

平成 18 年６月に成立した金融商品取引法に基づいた企業の内部統制システムの運用に伴い、今後も引き続きイ

ンフラ整備等経費増大が予想されることに加え、平成 20 年４月からの高齢者医療制度の改革により、派遣労働者

を含めた被保険者及び事業主の健康保険料負担が大幅に増加することが新たな収益悪化要因となっております。

このような環境の中、当社グループでは、市場特性・地域特性を見極めたきめ細かい地道な営業活動を行う一方、

より深く求職者ニーズを汲み取る事で確実なマッチングを可能とする体制作りをさらに推し進めることで安定的

な成長を実現してまいります。

また上記戦略への取り組みを通じたさらなる売上の拡大を図ると共により一層の社内事務処理効率化を進め、高

い収益力を保ったローコスト経営を目指してまいります。

① 事業ポートフォリオの拡大

市場動向の変化に伴い、顧客企業及び求職者のニーズも、昨今様々に高度化・多様化が進んでおります。当社

グループでは、そのニーズに応えるべく、現状当社が手がけていない職種領域について事業化の必要性を十分に

検討の上、Ｍ＆Ａによる事業拡大も視野に入れ、積極的に進めていく所存であります。

また、専門企業との提携による専門性の高い職種や専門職域の育成型派遣などのサービス提供や、米国派遣会

社 Kelly Services, Inc.との連携を通じ、当社グループの手がけていない海外でのニーズに対応することによっ

て、その時々の顧客ニーズに応えるサービスラインナップを強化し顧客企業の満足度を高めてまいります。

② 派遣労働者の確保

顧客企業の要望に対し、よりスピーディにかつ安定的に対応するためには、様々なスキルを持つ人材を新規登

録によって安定的に獲得し、常に一定数以上の就業可能な派遣労働者を確保しておくことが不可欠となります。
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人材市場の需給が逼迫している現在、効率的なマッチングを行う事により成約率を高め、また、労働市場におい

て多くの派遣労働希望者に選ばれるように様々な施策を打つことによって競争力強化を図ってまいります。

（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．連結財務諸表
（１）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

１．現金及び預金 22,372 24,211

２．受取手形及び売掛金 ※４ 29,239 28,140

３．繰延税金資産 1,371 1,282

４．その他 2,030 1,840

貸倒引当金 △    90 △    89

流動資産合計 54,924 84.3 55,385 85.2 461

Ⅱ 固定資産

１．有形固定資産

(1)建物及び構築物 1,393 1,589

減価償却累計額 603 790 697 892

(2)器具及び備品 1,577 1,686

減価償却累計額 968 608 1,067 618

(3)土地 1,093 1,093

(4)その他 2 17

減価償却累計額 1 0 2 15

有形固定資産合計 2,492 3.9 2,620 4.0 127

２．無形固定資産

(1)のれん 3,253 2,193

(2)その他 214 203

無形固定資産合計 3,468 5.3 2,396 3.7 △1,071

３．投資その他の資産

(1)投資有価証券 ※１ 711 623

(2)差入保証金 2,318 2,804

(3)繰延税金資産 941 861

(4)その他 311 306

貸倒引当金 △    29 △    23

投資その他の資産合計 4,252 6.5 4,573 7.1 320

固定資産合計 10,214 15.7 9,590 14.8 △  623

資産合計 65,138 100.0 64,975 100.0 △ 162
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前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

１．短期借入金 43 66

２．未払金 13,599 11,887

３．未払法人税等 3,594 2,484

４．未払消費税等 2,470 2,235

５．賞与引当金 1,522 1,691

６．役員賞与引当金 98 92

７．その他 3,109 1,757

流動負債合計 24,440 37.5 20,216 31.1 △4,224

Ⅱ 固定負債

１．退職給付引当金 62 76

２．長期未払金 1,178 1,215

３．その他 55 8

固定負債合計 1,296 2.0 1,300 2.0 3

負債合計 25,737 39.5 21,516 33.1 △4,221

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

１．資本金 964 1.5 995 1.5 31

２．資本剰余金 1,338 2.0 1,369 2.1 31

３．利益剰余金 35,681 54.8 39,698 61.1 4,017

株主資本合計 37,984 58.3 42,064 64.7 4,079

Ⅱ 評価・換算差額等

１．その他有価証券評価
差額金

164 0.3 102 0.2 △  62

２．為替換算調整勘定 15 0.0 △     3 △ 0.0 △  19

評価・換算差額等合計 180 0.3 98 0.2 △  81

Ⅲ 少数株主持分 1,235 1.9 1,296 2.0 60

純資産合計 39,400 60.5 43,459 66.9 4,058

負債純資産合計 65,138 100.0 64,975 100.0 △ 162
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（２）連結損益計算書

前連結会計年度
（自 平成18年４月１日
  至 平成19年３月31日）

当連結会計年度
（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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

Ⅰ 売上高 228,868 100.0 236,757 100.0 7,888

Ⅱ 売上原価 194,773 85.1 200,505 84.7 5,732

売上総利益 34,095 14.9 36,251 15.3 2,156

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 23,055 10.1 25,030 10.6 1,975

営業利益 11,040 4.8 11,220 4.7 180

Ⅳ 営業外収益

１．受取利息 9 25

２．受取配当金 7 5

３．保険返戻金 14 －

４．業務受託料 42 43

５．助成金収入 35 92

６．受取還付金 19 32

７．移転補償金 － 32

８．持分法による投資利益 － 28

９．その他 36 164 0.1 35 295 0.2 130

Ⅴ 営業外費用

１．支払利息 9 5

２．持分法による投資損失 32 －

３．その他 6 48 0.0 3 8 0.0 △ 39

経常利益 11,156 4.9 11,508 4.9 351

Ⅵ 特別利益

１．関係会社株式売却益 151 －

２．保険返戻金 44 －

３．その他 19 215 0.1 0 0 0.0 △ 214

Ⅶ 特別損失

１．固定資産処分損 ※２ 55 36

２．補償金 37 －

３．退職金制度の変更に伴う損失 35 －

４．減損損失 ※３ － 449

５．その他 22 151 0.1 1 487 0.2 336

税金等調整前当期純利益 11,221 4.9 11,021 4.7 △ 199

法人税、住民税及び事業税 5,508 5,311

法人税等調整額 △  339 5,169 2.2 212 5,524 2.3 354

少数株主利益 170 0.1 119 0.1 △ 51

当期純利益 5,880 2.6 5,377 2.3 △ 503
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自平成 18年４月１日 至平成 19年３月 31日）

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３月31日 残高
（百万円）

919 1,293 31,386 33,599

連結会計年度中の変動額

新株の発行 44 44 － 89

剰余金の配当（注） － － △   922 △   922

剰余金の配当 － － △   553 △   553

役員賞与（注） － － △    94 △    94

当期純利益 － － 5,880 5,880

連結子会社減少に伴う減少高 － － △    14 △    14

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

－ － － －

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

44 44 4,295 4,385

平成19年３月31日 残高
（百万円）

964 1,338 35,681 37,984

評価・換算差額等

その他有価証券評
価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等
合計

少数株主持分 純資産合計

平成18年３月31日 残高
（百万円）

210 3 214 1,244 35,058

連結会計年度中の変動額

新株の発行 － － － － 89

剰余金の配当（注） － － － － △   922

剰余金の配当 － － － － △   553

役員賞与（注） － － － － △    94

当期純利益 － － － － 5,880

連結子会社減少に伴う減少高 － － － － △    14

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△    45 12 △    33 △    9 △    42

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△    45 12 △    33 △    9 4,342

平成19年３月31日 残高
（百万円）

164 15 180 1,235 39,400

（注）平成 18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当連結会計年度（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

平成19年３月31日 残高
（百万円）

964 1,338 35,681 37,984

連結会計年度中の変動額

新株の発行 31 31 － 62

剰余金の配当 － － △   1,355 △   1,355

当期純利益 － － 5,377 5,377

持分法適用関連会社減少に伴う
減少高

－ － △    5 △    5

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

－ － － －

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

31 31 4,017 4,079

平成20年３月31日 残高
（百万円）

995 1,369 39,698 42,064

評価・換算差額等

その他有価証券評
価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等
合計

少数株主持分 純資産合計

平成19年３月31日 残高
（百万円）

164 15 180 1,235 39,400

連結会計年度中の変動額

新株の発行 － － － － 62

剰余金の配当 － － － － △   1,355

当期純利益 － － － － 5,377

持分法適用関連会社減少に伴う
減少高

－ － － － △    5

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△    62 △    19 △    81 60 △    21

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△    62 △    19 △    81 60 4,058

平成20年３月31日 残高
（百万円）

102 △     3 98 1,296 43,459
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

当連結会計年度
（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（百万円） 金額（百万円）
増減

（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 11,221 11,021

減価償却費 376 370

のれん償却額 967 1,149

減損損失 － 449

持分法による投資損益 32 △             28

退職給付引当金の増減額 △     1,055 14

賞与引当金の増加額 97 140

役員賞与引当金の増減額 98 △              5

貸倒引当金の増減額 6 △             14

受取利息及び受取配当金 △      16 △             30

支払利息 9 5

関係会社株式売却損益 △     151 －

固定資産除売却損益 56 36

売上債権の増減額 △     984 1,227

営業債務の増減額 2,665 △          3,160

その他資産の増加額 △     552 △            135

その他負債の減少額 △     137 △            273

役員賞与の支払額 △      94 －

少数株主に負担させた役員賞与の
支払額

△      11 －

小計 12,526 10,766 △  1,760

利息及び配当金の受取額 16 30

利息の支払額 △      9 △              5

法人税等の支払額 △    4,869 △          6,330

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,665 4,461 △  3,203
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前連結会計年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

当連結会計年度
（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（百万円） 金額（百万円）
増減

（百万円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入 411 －

投資有価証券の取得による支出 △     300 －

有形固定資産の売却による収入 27 －

有形固定資産の取得による支出 △     344 △            503

無形固定資産の取得による支出 △     81 △             35

連結の範囲の変更を伴う子会社
株式の取得による支出

※２ △    2,472 △            210

連結の範囲の変更を伴う子会社
株式の売却による収入

※３ 211 －

貸付による支出 △      6 △             73

貸付金の回収による収入 31 88

差入保証金にかかる支出 △     250 △            782

差入保証金の回収にかかる収入 132 292

その他 117 △             83

投資活動によるキャッシュ・フロー △    2,524 △          1,308 1,216

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 420 183

短期借入金の返済による支出 △     213 △            162

社債の償還による支出 △     405 －

株式の発行による収入 89 62

配当金の支払額 △    1,467 △          1,350

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

財務活動によるキャッシュ・フロー △    1,644 △          1,327 316

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 5 △             12 △    17

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 3,502 1,813 △ 1,688

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 18,433 21,935 3,502

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 21,935 23,749 1,813
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しております。 すべての子会社を連結しております。

(1)連結子会社の数  39社 (1)連結子会社の数  40社

主要な連結子会社名

テンプスタッフ・テクノロジー㈱

テンブロス㈱

テンプスタッフマーケティング㈱

グッドジョブ㈱

テンプスタッフ福岡㈱

㈱イタク

㈱日本アイデックス

主要な連結子会社名

テンプスタッフ・テクノロジー㈱

テンブロス㈱

テンプスタッフマーケティング㈱

グッドジョブ㈱

テンプスタッフ福岡㈱

テンプスタッフ・アウトソーシング㈱

㈱日本アイデックス

パーソナル㈱（平成18年11月17日取得）

は、株式取得に伴い連結の範囲に含めて

おります。

テンプスタッフＳＰ㈱、テンプスタッ

フフロンティア㈱、Suzhou Tempstaff 

Consulting Co., Ltd.、Suzhou Tempstaff 

Data Co., Ltd.、Tempstaff Taiwan Co.,

Ltd.及びTempstaff (Guangzhou) Co., 

Ltd.は、当連結会計年度に新たに設立し

たため連結の範囲に含めております。

テンプスタッフ・ケリー㈱（平成19年

３月30日売却）は、株式売却に伴い連結

の範囲から除いております。

KUNSHAN WIN DATA ＆ SYSTEM LTD.は、

解散に伴い当連結会計年度より連結の範

囲から除いております。

㈱イタクは、平成19年４月１日付けで、

テンプスタッフ・アウトソーシング㈱へ

商号変更しております。

㈱ワイズノットヒューマンキャピタル

(平成19年４月２日取得)は、株式取得に

伴い連結の範囲に含めております。

PT.TEMPSTAFF INDONESIA は、当連結会

計年度に新たに設立したため連結の範囲

に含めております。

ビースケット㈱は、テンブロス㈱との

合併に伴い平成20年２月１日付けで消滅

したため、連結の範囲から除いておりま

す。

(1)持分法適用の関連会社数  ６社 (1)持分法適用の関連会社数  ４社２．持分法の適用に関する事

項 会社名 会社名

㈱イー・スタッフィング

㈱テンプ総合研究所

㈱ディック・アルファ

テンプスタッフ・ライフアドバイザ

リー㈱

テンプスタイル㈱

パーソナル札幌㈱

パーソナル札幌㈱（平成18年11月17日

取得）は、株式取得に伴い持分法の適用

範囲に含めております。

テンプスタッフ・ライフアドバイザリ

ー㈱、テンプスタイル㈱は、当連結会計

年度に新たに設立したため持分法の適用

範囲に含めております。

㈱イー・スタッフィング

㈱テンプ総合研究所

㈱ディック・アルファ

テンプスタッフ・ライフアドバイザ

リー㈱

テンプスタイル㈱(平成20年２月27日

売却)は、株式売却に伴い持分法の適用範

囲から除いております。

パーソナル札幌㈱は、実質的な影響が

なくなったため持分法の適用範囲から除

いております。
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項目
前連結会計年度

（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日）

(2)持分法適用していない非連結子会社

及び関連会社

(2)持分法適用していない非連結子会社

及び関連会社

該当事項はありません。 同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社のうち、

Tempstaff (Hong Kong) Ltd.

TS Consulting International, Inc.

Tempstaff (Singapore) Pte Ltd.

Tempstaff Recruitment Co., Ltd.

Shanghai Tempstaff Consulting Co., 

Ltd.

Tempstaff Korea Co., Ltd.

Suzhou Tempstaff Consulting Co., Ltd.

Suzhou Tempstaff Data Co., Ltd.

Tempstaff Taiwan Co., Ltd.

Tempstaff (Guangzhou) Co., Ltd.

の決算日は、12月31日であります。

連結財務諸表の作成に当たっては、同

決算日現在の財務諸表を使用しておりま

す。ただし、１月１日から、連結決算日

３月31日までの期間に発生した重要な取

引については、連結上必要な調整を行っ

ております。

連結子会社のうち、

Tempstaff (Hong Kong) Ltd.

TS Consulting International, Inc.

Tempstaff (Singapore) Pte Ltd.

Tempstaff Recruitment Co., Ltd.

Shanghai Tempstaff Consulting Co., 

Ltd.

Tempstaff Korea Co., Ltd.

Suzhou Tempstaff Consulting Co., Ltd.

Suzhou Tempstaff Data Co., Ltd.

Tempstaff Taiwan Co., Ltd.

Tempstaff (Guangzhou) Co., Ltd.

PT.TEMPSTAFF INDONESIA

の決算日は、12月31日であります。

連結財務諸表の作成に当たっては、同

決算日現在の財務諸表を使用しておりま

す。ただし、１月１日から、連結決算日

３月31日までの期間に発生した重要な取

引については、連結上必要な調整を行っ

ております。

４．会計処理基準に関する事

項

イ 有価証券 イ 有価証券(1)重要な資産の評価基準

及び評価方法 その他有価証券 その他有価証券

時価のあるもの 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。

同左

時価のないもの 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用し

ております。

同左

イ 有形固定資産 イ 有形固定資産(2)重要な減価償却資産の

減価償却の方法 当社及び連結子会社は、定率法（た

だし、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）につい

ては定額法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

同左

建物及び構築物  ６～47年

器具及び備品   ２～20年
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項目
前連結会計年度

（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日）

（会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、当連結会計年度より、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。

なお、この変更による損益への影響は

僅少であります。

ロ 無形固定資産 ロ 無形固定資産

連結子会社は定額法を採用しており

ます。

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては当社では即時償却をしておりま

す。また、一部の連結子会社では社内

における利用可能期間（５年）に基づ

いております。

同左

イ 貸倒引当金 イ 貸倒引当金(3)重要な引当金の計上基

準 当社及び連結子会社は、売上債権、

貸付金等の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

同左

ロ 賞与引当金 ロ 賞与引当金

当社及び国内連結子会社は従業員に

対して支給する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額の当期負担額を計上し

ております。

同左

ハ 役員賞与引当金 ハ 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当連結会

計年度における支給見込額に基づき計

上しております。

同左

（会計方針の変更）

当連結会計年度より「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準第４号 平

成17年11月29日）を適用しております。

これにより営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益は、それぞれ98百

万円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。
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項目
前連結会計年度

（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日）

ニ 退職給付引当金 ニ 退職給付引当金

国内連結子会社のうち1社は、従業員

の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務の見込額

に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、当連結会計年

度に全額費用処理しております。

一部の連結子会社は、従業員の退職

給付に備えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務の見込額に基づ

き計上しております。

（追加情報）

当社及び一部の連結子会社は、平成19

３月に退職一時金制度を廃止しており、

その一部については平成19年４月以降、

確定拠出年金制度へ移行する予定であり

ます。この制度改定に伴い、当連結会計

年度において退職給付債務の清算金額と

退職給付引当金との差額35百万円を特別

損失として計上しております。

なお、制度改定に伴う清算未払金は、

流動負債の「未払金」、及び固定負債の

「長期未払金」に計上しております。

ホ 役員退職慰労引当金 ホ 役員退職慰労引当金

平成17年度定時株主総会において、

当社及び国内連結子会社の役員の退職

慰労金規程を廃止し、平成16年度定時

株主総会終結時までの在任期間に対応

する退職慰労金を各役員の退任時に支

払うことを決議いたしました。

これに伴い、確定した役員退職慰労

金は、固定負債「長期未払金」に計上

しております。

―――――――

(4)重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

同左

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理(5)その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 消費税等の会計処理は税抜方式によっ

ております。

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。

同左
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項目
前連結会計年度

（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日）

６．のれん償却に関する事項 のれんの償却については、５年間の定

額法により償却を行っております。

同左

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

同左
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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

前連結会計年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

当連結会計年度
（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） ―――――――

当連結会計年度より「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12

月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しております。

これまでの「資本の部」の合計に相当する金額は

38,164百万円であります。

なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資

産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。

表示方法の変更

前連結会計年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日）

（連結貸借対照表） （連結損益計算書）

前連結会計年度において、区分掲記しておりました「前

払費用」（当連結会計年度 599 百万円）は、資産の総額の

100 分の５以下であるため、流動資産の「その他」に含

めて表示しております。

前連結会計年度において、「連結調整勘定」と掲記され

ていたものは、当連結会計年度から「のれん」と表示し

ております。

前連結会計年度において、区分掲記しておりました「保

険積立金」（当連結会計年度 29 百万円）は、資産の総額

の 100 分の５以下であるため、投資その他の資産の「そ

の他」に含めて表示しております。

前連結会計年度において、区分掲記しておりました「未

払費用」（当連結会計年度 608百万円）及び「預り金」（当

連結会計年度 2,311 百万円）は、負債純資産の総額の 100

分の５以下であるため、流動負債の「その他」に含めて

表示しております。

前連結会計年度において、区分掲記しておりました「保

険返戻金」（当連結会計年度 12 百万円）は、営業外収益

の総額の100分の10以下となったため、営業外収益の「そ

の他」に含めて表示しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」と掲記

されていたものは、当連結会計年度から「のれん償却額」

と表示しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券(株式) 69百万円 投資有価証券(株式) 169百万円

２．当社は、運転資金を効率的に調達するため、取引

銀行３行とシンジケートローン契約を締結してお

ります。この契約に基づく当連結会計年度末の借入

未実行残高は次のとおりであります。

２．当社は、運転資金を効率的に調達するため、取引

銀行３行とシンジケートローン契約を締結してお

ります。この契約に基づく当連結会計年度末の借入

未実行残高は次のとおりであります。

シンジケートローン与信枠 11,000百万円

借入実行残高 － 百万円

差引額 11,000百万円

シンジケートローン与信枠 11,000百万円

借入実行残高 － 百万円

差引額 11,000百万円

３．債務保証 ３．債務保証

  次の関係会社について、金融機関からの借入に関

し債務保証を行っております。

  次の関係会社について、金融機関からの借入に関

し債務保証を行っております。

テンプスタッフ・ライフアドバ

イザリー㈱
30百万円

テンプスタッフ・ライフアドバ

イザリー㈱
40百万円

※４ 連結会計年度末日満期手形 ※４       ―――――――

連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決裁処理をしております。

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であっ

たため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計

年度末残高に含まれております。

受取手形 0百万円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日）

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

従業員給料手当及び賞与 9,124百万円

賞与引当金繰入額 770百万円

役員賞与引当金繰入額 98百万円

退職給付費用 110百万円

賃借料 2,807百万円

貸倒引当金繰入額 25百万円

従業員給料手当及び賞与 9,825百万円

賞与引当金繰入額 908百万円

役員賞与引当金繰入額 92百万円

退職給付費用 231百万円

賃借料 3,142百万円

貸倒引当金繰入額 11百万円

※２ 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。 ※２ 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

除却損 除却損

建物及び構築物 13百万円

器具及び備品 17百万円

その他 24百万円

計 55百万円

建物及び構築物 23百万円

器具及び備品 13百万円

その他 0百万円

計 36百万円

売却損

その他 0百万円

計 0百万円

※３  減損損失

当社グループは、当連結会計年度において以下のと

おり減損損失を計上しております。

(1) 減損損失を認識した資産

用途 種類

事業用資産 のれん

(2) 減損損失を認識するに至った経緯

株式取得時に想定した事業計画による収益が見込

めなくなったことから減損損失を計上しております。

(3) 減損損失の金額

種類 金額

のれん 449百万円

(4) 資産グルーピングの方法

原則として独立したキャッシュ・フローを生み出す

最小単位として、法人を基本単位とした資産のグルー

ピングをしております。

(5) 回収可能価額の算定方法

回収可能価額を零として減損損失を測定しており

ます。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自平成 18年４月１日 至平成 19年３月 31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式 614,832 925 － 615,757

合計 614,832 925 － 615,757

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

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

  該当事項はありません。

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月28日
定時株主総会

普通株式 922 1,500 平成18年３月31日 平成18年６月28日

平成18年11月13日
取締役会

普通株式 553 900 平成18年９月30日 平成18年12月７日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月27日
定時株主総会

普通株式 677 利益剰余金 1,100 平成19年３月31日 平成19年６月28日
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当連結会計年度（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に関する事項

前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式 615,757 648 － 616,405

合計 615,757 648 － 616,405

（注）普通株式の増加 648株は、新株予約権の権利行使に伴う新株発行によるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

  該当事項はありません。

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月27日
定時株主総会

普通株式 677 1,100 平成19年３月31日 平成19年６月28日

平成19年11月13日
取締役会

普通株式 677 1,100 平成19年９月30日 平成19年12月７日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

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
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月26日
定時株主総会

普通株式 678 利益剰余金 1,100 平成20年３月31日 平成20年６月27日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

当連結会計年度
（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連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

（平成19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在）

（百万円）

現金及び預金勘定 22,372

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △   436

現金及び現金同等物の期末残高 21,935

（百万円）

現金及び預金勘定 24,211

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △     461

現金及び現金同等物の期末残高 23,749

※２ 株式取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の内訳

※２ 株式取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の内訳

株式の取得により新たにパーソナル㈱を連結した

ことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに

当該会社株式の取得価額と当該会社取得のための支

出（純額）との関係は次のとおりであります。

株式の取得により新たに㈱ワイズノットヒューマン

キャピタルを連結したことに伴う連結開始時の資産

及び負債の内訳並びに当該会社株式の取得価額と当

該会社取得のための支出（純額）との関係は次のとお

りであります。

（百万円） （百万円）

パーソナル㈱ ㈱ワイズノットヒューマンキャピタル

流動資産 1,238

固定資産 227

のれん 2,461

流動負債 △ 684

固定負債 △ 225

パーソナル㈱
株式の取得価額

3,017

パーソナル㈱
現金及び現金同等物

△ 545

パーソナル㈱
取得のための支出

2,472

流動資産 126

のれん 538

流動負債 △  113

その他 △    4

㈱ワイズノットヒューマンキャピ
タル株式の取得価額 547

㈱ワイズノットヒューマンキャピ
タル現金及び現金同等物 △    8

㈱ワイズノットヒューマンキャピ
タル取得のための支出 539

前連結会計年度の取得のための支
出 △  328

当連結会計年度の取得のための支
出 210
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前連結会計年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日）

※３ 当連結会計年度に株式の売却により連結子会社で

なくなった会社の資産及び負債の内訳

※３            ―――――――

株式の売却によりテンプスタッフ・ケリー㈱が連

結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び

負債の内訳並びに当該会社株式の売却価額と売却に

よる収入は次のとおりであります。

テンプスタッフ・ケリー㈱

流動資産 1,065

固定資産 52

のれん 508

流動負債 △ 885 

固定負債 △  29

少数株主持分 △ 99

株式売却益 151

テンプスタッフ・ケリー㈱
株式の売却価額

765

テンプスタッフ・ケリー㈱
現金及び現金同等物

△ 553

テンプスタッフ・ケリー㈱
売却による収入

211
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日）

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

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
（百万円）

減価償却
累計額相
当額

（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

器具及び備品 881 371 509

無形固定資産
その他

324 171 152

合計 1,205 543 662

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額

（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

器具及び備品 918 387 530

無形固定資産
その他

269 157 112

合計 1,188 544 643

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 225百万円

１年超 445百万円

合計 670百万円

１年内 221百万円

１年超 430百万円

合計 652百万円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 242百万円

減価償却費相当額 232百万円

支払利息相当額 10百万円

支払リース料 259百万円

減価償却費相当額 249百万円

支払利息相当額 11百万円

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法

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
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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

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

種類
取得原価
（百万円）

連結貸借対
照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

連結貸借対
照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

(1）株式 82 359 277 75 249 174

(2）その他 100 105 5 50 52 2

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
るもの

小計 182 465 283 125 301 176

(1）株式 1 1 △   0 7 5 △   1

(2）その他 － － － 50 49 △   0

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
ないもの

小計 1 1 △   0 57 55 △   2

合計 183 467 283 182 357 174

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度（自平成 18年４月１日 至平成 19年３月 31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

400 10 0

当連結会計年度（自平成 19年４月１日 至平成 20年３月 31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

－ － －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1)その他有価証券

非上場株式 91 97

（デリバティブ取引関係）

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

成 20年３月31日）

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

前連結会計年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要

当社グループは、退職一時金制度のほか、一部の連

結子会社において確定給付型の制度として総合設立型

厚生年金基金制度を設けておりましたが、当社及び一

部の連結子会社は、平成19年３月に退職一時金制度を

廃止しており、その一部については平成19年４月以降、

確定拠出年金制度へ移行する予定であります。

一部の連結子会社は、確定給付型の制度として退職一

時金制度のほか、総合設立型厚生年金基金制度を設けて

おります。また、当社及び一部の連結子会社は、確定拠

出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

なお、当社及び一部の連結子会社は、平成19年３月に退

職一時金制度を廃止しており、その一部については平成

19年４月１日に確定拠出年金制度へ移行しております。

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項

(1) 退職給付債務 62百万円

(2) 退職給付引当金 62百万円

(1) 退職給付債務 76百万円

(2) 退職給付引当金 76百万円

(注)１．確定定給付型の退職一時金制度を採用する連

結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、

簡便法を採用しております。

(注)２．退職一時金制度の廃止に伴う影響額は次のと

おりであります。

(注)１．               同左

退職給付債務の減少 1,110百万円

退職給付引当金の減少 1,110百万円

確定拠出年金制度への資産移換額、及び退職

金の前払額はそれぞれ669百万円、481百万円

であり、確定拠出年金への移換は４年間で行

う予定であります。なお、当連結会計年度末

時点の未移換額、及び退職金未清算額1,151百

万円は、流動負債の「未払金」、及び固定負

債の「長期未払金」に計上しております。

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項

(百万円)

(1) 勤務費用 244

(2) 利息費用 15

(3) 数理計算上の差異の費用処理額 △  12

(4) 退職給付費用（1）+（2）+（3） 247

(5) 確定拠出年金制度への移行等に

伴う損失
   35

計 282

(百万円)

(1) 勤務費用 443

(2) 退職給付費用 443

(注)１．簡便法を採用している連結子会社の退職給付

費用は、「(1)勤務費用」に含めております。

(注)２．総合設立型厚生年金基金に対する掛金の会社

拠出額62百万円は、「（1）勤務費用」に含め

ております。

(注)１．              同左

(注)２．総合設立型厚生年金基金に対する掛金の会社拠

出額58百万円は、「（1）勤務費用」に含めてお

ります。
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前連結会計年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日）

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(2) 割引率 1.9％

(3) 数理計算上の差異の処理年数 １年

(4) 会計基準変更時差異の処理年数 １年

退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しており

ます。

５．要拠出額を退職給付費用として処理している複数事

業主制度に関する事項

５．要拠出額を退職給付費用として処理している複数事

業主制度に関する事項

一部の連結子会社は、総合設立型厚生年金基金に加入

しておりますが、同基金の年金残高のうち、同社の加入

員数割合に基づく期末の年金資産残高は1,376百万円で

あります。

(1）制度全体の積立状況に関する事項（平成19年３月

31日現在）

（百万円）

関東ＩＴソフ
トウェア厚生
年金基金制度

長野山梨石油
厚生年金基金
制度

① 年金資産の額 146,083 15,438

② 年金財政計算上の

給付債務の額
112,700 15,549

③ 差引額 33,382 △111

(2) 制度全体に占める当社グループの加入員数割合

（平成19年３月31日現在）

関東ＩＴソフトウェア

厚生年金基金制度
0.3％

長野山梨石油厚生年金

基金制度
5.7％

（追加情報）

当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基準』

の一部改正（その２）」（企業会計基準第14号 平成19

年５月15日）を適用しております。
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自平成 18年４月１日 至平成 19年３月 31日）

１．ストック・オプションの内容、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   ２名
子会社取締役  42名
当社従業員   142名
子会社従業員  17名

株式の種類別のストック・オプシ
ョンの数（注）

普通株式   5,720株

付与日 平成17年２月10日

権利確定条件
付与日（平成17年２月10日）以降、権利確定日（平
成19年１月31日）まで継続して勤務していること。

対象勤務期間
自 平成17年２月10日
至 平成19年１月31日

権利行使期間
自 平成19年２月１日
至 平成23年１月31日

（注）株式数に換算して記載しております。

（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計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17年ストック・オプション

権利確定前 （株）

前連結会計年度末 5,387

付与 －

失効 84

権利確定 5,303

未確定残 －

権利確定後 （株）

前連結会計年度末 －

権利確定 5,303

権利行使 925

失効 －

未行使残 4,378

② 単価情報

平成17年ストック・オプション

権利行使価格 （円） 97,000

行使時平均株価 （円） 168,128

公正な評価単価（付与日） （円） －
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２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

ストック・オプションの費用計上が開始した平成 18 年５月１日以降のストック・オプションの付与は無いため、

該当事項はありません。

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

ストック・オプションの費用計上が開始した平成 18 年５月１日以降のストック・オプションの付与は無いため、

該当事項はありません。

４．連結財務諸表への影響額

ストック・オプションの費用計上が開始した平成 18 年５月１日以降のストック・オプションの付与は無いため、

該当事項はありません。

当連結会計年度（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   ２名
子会社取締役  42名
当社従業員   142名
子会社従業員  17名

株式の種類別のストック・オプシ
ョンの数（注）

普通株式   5,720株

付与日 平成17年２月10日

権利確定条件
付与日（平成17年２月10日）以降、権利確定日（平
成19年１月31日）まで継続して勤務していること。

対象勤務期間
自 平成17年２月10日
至 平成19年１月31日

権利行使期間
自 平成19年２月１日
至 平成23年１月31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

当連結会計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17年ストック・オプション

権利確定前 （株）

前連結会計年度末 －

付与 －

失効 －

権利確定 －

未確定残 －

権利確定後 （株）

前連結会計年度末 4,378

権利確定 －

権利行使 648

失効 －

未行使残 3,730

② 単価情報

平成17年ストック・オプション

権利行使価格 （円） 97,000

行使時平均株価 （円） 160,019

公正な評価単価（付与日） （円） －

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

ストック・オプションの費用計上が開始した平成 18 年５月１日以降のストック・オプションの付与は無いため、

該当事項はありません。

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

ストック・オプションの費用計上が開始した平成 18 年５月１日以降のストック・オプションの付与は無いため、

該当事項はありません。

４．連結財務諸表への影響額

ストック・オプションの費用計上が開始した平成 18 年５月１日以降のストック・オプションの付与は無いため、

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

（百万円） （百万円）

繰延税金資産（流動）

未払事業税否認 279

未払事業所税否認 140

賞与引当金 650

未払費用否認額 128

未払退職金否認額 187

その他 41

繰延税金資産（流動）小計 1,428

評価性引当額 △  56

繰延税金資産（流動） 計 1,371

繰延税金資産（流動）

未払事業税否認 215

未払事業所税否認 145

賞与引当金 662

未払費用否認額 125

未払退職金否認額 73

一括償却資産損金算入限度超過額 51

税務上の繰越欠損金 58

その他 3

繰延税金資産（流動）小計 1,335

評価性引当額 △  52

繰延税金資産（流動） 計 1,282

繰延税金資産（固定）

減価償却費損金算入限度超過額 21

税務上の繰延資産 397

投資有価証券評価損 25

未払退職金否認額 280

未払役員退職慰労金否認額 328

税務上の繰越欠損金 193

その他 16

繰延税金資産（固定）小計 1,262

評価性引当額 △  205

繰延税金資産（固定） 計 1,056

繰延税金資産（固定）

減価償却費損金算入限度超過額 40

税務上の繰延資産 348

投資有価証券評価損 25

未払退職金否認額 181

未払役員退職慰労金否認額 332

税務上の繰越欠損金 487

その他 23

繰延税金資産（固定）小計 1,439

評価性引当額 △   506

繰延税金資産（固定） 計 932

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △  115

繰延税金負債（固定） 計 △  115

繰延税金資産の純額 2,312

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △  71

繰延税金負債（固定） 計 △  71

繰延税金資産の純額 2,144
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前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない
項目

0.4％

受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目

△ 0.0％

住民税均等割等 0.6％

留保金課税 2.1％

のれん償却額 3.5％

持分法投資損失 0.1％

評価性引当額 1.3％

その他 △2.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.1％

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない
項目

0.7％

受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目

△ 1.1％

住民税均等割等 0.6％

留保金課税 0.4％

のれん償却額 4.3％

減損損失（のれん） 1.7％

持分法投資利益 △ 0.1％

評価性引当額 0.9％

その他 2.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.1％
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（セグメント情報）

（１）事業の種類別セグメント情報

最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。

前連結会計年度（自平成 18年４月１日 至平成 19年３月 31日）

人材派遣・
請負、人材
紹介事業
（百万円）

アウトソーシ
ング事業
（百万円）

その他の
事業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業利益

売上高

(1)外部顧客に対する
売上高

220,510 7,295 1,062 228,868 － 228,868

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高

1,373 1,480 251 3,106 △ 3,106 －

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

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

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

Ⅱ．資産、減価償却費及
び資本的支出

資産 62,835 5,734 2,361 70,932 △ 5,793 65,138

減価償却費 231 27 25 284 － 284

資本的支出 306 163 39 509 － 509

（注）１．事業区分の方法

事業区分の方法は、市場及びサービス内容の類似性を考慮し、区分しております。

２．各区分に属する主要なサービス

事業区分 主要サービス

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

請負、人材紹介

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

軽作業等のアウトソーシング

その他の事業
会社都合の退職予定者等に対する面接指導や求人情報提供等の

再就職支援、個人及び企業を対象とした教育研修事業

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

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額はありません。

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。

６．会計方針の変更

（役員賞与に関する会計基準）

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(3)ハに記載のとおり、当連結会計年度より「役

員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成 17年 11月 29 日）を適用しております。この変更

に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の営業費用は 98百万円増加し、営業利益が

同額減少しております。
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当連結会計年度（自平成 19年４月１日 至平成 20年３月 31日）

人材派遣・
請負、人材
紹介事業
（百万円）

アウトソーシ
ング事業
（百万円）

その他の
事業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業利益

売上高

(1)外部顧客に対する
売上高

227,909 7,917 930 236,757 － 236,757

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高

1,324 1,663 213    3,200 △   3,200 －

計 229,233 9,580 1,143 239,957 △   3,200 236,757

営業費用 218,645 8,870 1,490 229,005 △   3,469 225,536

営業利益 10,588 710 △     346 10,952 268 11,220

Ⅱ．資産、減価償却費、
減損損失及び資本的
支出

資産 59,136 6,453 2,165 67,754 △   2,779 64,975

減価償却費 236 17 29 283 － 283

減損損失 449 － － － － 449

資本的支出 303 224 21 549 － 549

（注）１．事業区分の方法

事業区分の方法は、市場及びサービス内容の類似性を考慮し、区分しております。

２．各区分に属する主要なサービス

事業区分 主要サービス

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

請負、人材紹介

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

軽作業等のアウトソーシング

その他の事業
会社都合の退職予定者等に対する面接指導や求人情報提供等の

再就職支援、個人及び企業を対象とした教育研修事業

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

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額はありません。

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。

６．会計方針の変更

（有形固定資産の減価償却方法）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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。なお、こ

の変更による損益への影響額は僅少であります。

（２）所在地別セグメント情報

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

成 20年３月31日）

本邦の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金

額の合計に占める割合がいずれも 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。

（３）海外売上高

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

成 20年３月31日）

海外売上高は、いずれも連結売上高の 10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自平成 18年４月１日 至平成 19年３月 31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成 19年４月１日 至平成 20年３月 31日）

役員及び個人主要株主等

関係内容

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

役員の
兼任等

事業上の
関係

取引の内
容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

不動産賃
借料の支
払

13 － －

役員 篠原欣子 － －
当社代表取
締役

（被所有）
直接 50.4

－ －

保証金の
差入

9
差入保
証金

9

（注）１．上記の金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等

不動産賃借料及び差入保証金の金額は、近隣の取引実態に準じた契約に基づいて決定しております。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

当連結会計年度
（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 61,980円52銭

１株当たり当期純利益金額 9,564円43銭

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額

9,528円69銭

１株当たり純資産額 68,401円75銭

１株当たり当期純利益金額 8,727円20銭

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額

8,707円98銭

（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、以下のとおりで

あります。

前連結会計年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

当連結会計年度
（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（百万円） 5,880 5,377

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 5,880 5,377

期中平均株式数（千株） 614 616

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（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 2 1

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

―――――― ――――――
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日）

当社は、平成 19年３月 27日開催の取締役会において、

㈱ワイズノットと資本業務提携をすることを決定し、平

成 19 年４月２日に㈱ワイズノットの子会社である㈱ワ

イズノットヒューマンキャピタルの株式を取得いたしま

した。

(1) 目的

IT技術者の育成派遣事業における協業

(2) 株式取得の相手会社の概要

会社名：㈱ワイズノット

住所 ：東京都渋谷区東３－16－３

    エフ・ニッセイ恵比寿ビル

代表者：代表取締役社長 嵐保憲

事業内容：オープンソース・テクノロジーによる

ビジネス・ソリューションの提供

資本金：84百万円

(3) 取得する会社の概要

会社名：㈱ワイズノットヒューマンキャピタル

住所 ：東京都渋谷区東３－16－３

    エフ・ニッセイ恵比寿ビル

事業内容：OSS 技術者特定派遣事業

資本金：10百万円

(4) 株式取得時期

平成 19年４月２日

(5) 取得する株式の数 ：133 株

取得価額     ：363 百万円

取得後の議決権比率：66.5％

(6) 資金調達の方法  ：自己資金による

当社及びピープルスタッフ株式会社は、株式移転によ

り共同持株会社を設立することについて合意に達し、平

成 20年４月 17日開催のそれぞれの取締役会において決

議のうえ、同日に統合契約を締結いたしました。また、

平成 20 年５月 13 日開催のそれぞれの取締役会にて株式

移転計画の作成を決議し、平成20年６月に開催する両社

定時株主総会における承認を前提に、株式移転により両

社の完全親会社となる共同持株会社 テンプホールディ

ングス株式会社を設立し、その傘下で経営統合を行うこ

とを決定いたしました。

(1)  本経営統合の目的

相互の尊重と対等な精神のもとに両社の経営資源

を統合し、シナジー効果の発現により、各地域の営

業基盤の確立、求職者・求人企業の満足度の向上、

経営効率の向上を通じ、企業価値の最大化を実現す

ることが目的となります。

(2)  本経営統合の要旨

（株式移転の日程）

株式移転の効力発生日及び共同持株会社設立登

記日は平成 20年 10月１日を予定しております。

(株式移転比率)

ピープルスタッフ株式会社の普通株式１株に対

して共同持株会社の普通株式 100 株を、当社の普

通株式１株に対して共同持株会社の普通株式100

株をそれぞれ割当て交付いたします。

(株式移転により新たに設立する会社の概要)

商号      ： テンプホールディングス株式会社

事業内容  ： 労働者派遣事業・有料職業紹介事

業等の事業を行う子会社及びグル

ープ会社の経営計画・管理並びに

それに付帯する業務

本店所在地： 東京都渋谷区

資本金    ： 2,000百万円

(本株式移転に伴う会計処理の概要)

本株式移転は、企業結合会計基準における「取得」

に該当するため、パーチェス法を適用することと

なり、会計上の被取得会社であるピープルスタッ

フ株式会社の資産及び負債は、共同持株会社の連

結財務諸表上において時価で計上されることが

見込まれます。
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５．個別財務諸表
（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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

１．現金及び預金 16,531 18,656

２．受取手形 2 －

３．売掛金 20,189 19,339

４．貯蔵品 58 83

５．前払費用 387 420

６．繰延税金資産 869 666

７．関係会社短期貸付金 1,665 1,942

８．その他 881 563

貸倒引当金 △   400 △   444

流動資産合計 40,184 75.0 41,229 75.2 1,045

Ⅱ 固定資産

１．有形固定資産

(1)建物 741 904

減価償却累計額 332 408 399 505

(2)器具及び備品 912 949

減価償却累計額 524 388 597 352

(3)土地 417 417

有形固定資産合計 1,214 2.2 1,275 2.3 61

２．無形固定資産

(1)電話加入権 51 51

無形固定資産合計 51 0.1 51 0.1 －

３．投資その他の資産

(1)投資有価証券 533 430

(2)関係会社株式 9,227 9,194

(3)従業員長期貸付金 4 3

(4)長期前払費用 27 18

(5)繰延税金資産 668 618

(6)差入保証金 1,484 1,780

(7)その他 205 211

貸倒引当金 △    0 △    9

投資その他の資産合計 12,150 22.7 12,247 22.4 96

固定資産合計 13,416 25.0 13,574 24.8 157

資産合計 53,600 100.0 54,804 100.0 1,203



テンプスタッフ㈱（2476）平成 20 年３月期 決算短信

－ 44 －

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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

１．未払金 9,807 8,263

２．未払費用 244 111

３．未払法人税等 2,293 1,184

４．未払消費税等 1,609 1,463

５．前受金 25 27

６．預り金 1,792 823

７．関係会社預り金 4,971 7,593

８．賞与引当金 786 846

９．役員賞与引当金 51 60

10．その他 202 197

流動負債合計 21,786 40.6 20,571 37.5 △ 1,214

Ⅱ 固定負債

１．長期未払金 851 745

２．その他 5 5

固定負債合計 856 1.6 750 1.4 △  106

負債合計 22,642 42.2 21,322 38.9 △ 1,320

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

１．資本金 964 1.8 995 1.8 31

２．資本剰余金

(1)資本準備金 1,338 1,369

資本剰余金合計 1,338 2.5 1,369 2.5 31

３．利益剰余金

(1)利益準備金 98 98

(2)その他利益剰余金

別途積立金 24,450 24,450

繰越利益剰余金 3,945 6,466

利益剰余金合計 28,493 53.2 31,015 56.6 2,521

株主資本合計 30,796 57.5 33,380 60.9 2,584

Ⅱ 評価・換算差額等

１．その他有価証券評価差額金 161 0.3 101 0.2 △  60

評価・換算差額等合計 161 0.3 101 0.2 △  60

純資産合計 30,957 57.8 33,482 61.1 2,524

負債純資産合計 53,600 100.0 54,804 100.0 1,203
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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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

Ⅰ 売上高 156,230 100.0 161,848 100.0 5,617

Ⅱ 売上原価 136,050 87.1 140,515 86.8 4,464

売上総利益 20,179 12.9 21,332 13.2 1,152

Ⅲ 販売費及び一般管理費

１．役員報酬 139 164

２．給与手当 4,221 4,475

３．賞与引当金繰入額 313 410

４．役員賞与引当金繰入額 51 60

５．退職給付費用 48 92

６．広告宣伝費 952 798

７．貸倒引当金繰入額 1 8

８．賃借料 1,523 1,743

９．減価償却費 169 179

10．通信費 652 705

11．支払手数料 2,319 2,709

12．その他 2,832 13,225 8.4 2,893 14,241 8.8 1,015

営業利益 6,953 4.5 7,090 4.4 137

Ⅳ 営業外収益

１．受取利息 ※１ 24 35

２．受取配当金 ※１ 330 317

３．業務受託料 ※１ 328 376

４．その他 53 736 0.4 91 821 0.5 84

Ⅴ 営業外費用

１．支払利息 ※１ 19 52

２．為替差損 － 19 0.0 14 66 0.1 47

経常利益 7,671 4.9 7,845 4.8 173

Ⅵ 特別利益

１．退職金制度の変更に伴う利益 52 －

２．保険返戻金 31 84 0.1 － － － 84

Ⅶ 特別損失

１．固定資産処分損 ※２ 15 7

２．関係会社株式評価損 130 653

３．関係会社株式売却損 － 44

４．貸倒引当金繰入額 283 47

５．その他 4 432 0.3 1 753 0.5 320

税引前当期純利益 7,322 4.7 7,091 4.4 △ 230

法人税、住民税及び事業税 3,184 2,921

法人税等調整額 △  164 3,019 1.9 294 3,215 2.0 195

当期純利益 4,303 2.8 3,876 2.4 △ 426
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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）

増減

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）

Ⅰ 労務費 ※１ 132,989 97.7 137,310 97.7 4,321

Ⅱ 経費 ※２ 3,061 2.3 3,205 2.3 143

合計 136,050 100.0 140,515 100.0 4,464

（注）※１ 以下の費用が含まれております。

項目
前事業年度（百万円）
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

当事業年度（百万円）
（自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日）

増減
（百万円）

賞与引当金繰入額 449 436 △  13

退職給付費用 79 104 24

（注）※２ 主な内訳は次のとおりであります。

項目
前事業年度（百万円）
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

当事業年度（百万円）
（自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日）

増減
（百万円）

広告費 1,389 1,477 88

支払手数料 495 583 88

研修会議費 283 116 △  167

交通費 188 156 △  31

通信費 196 185 △  11

外注費 283 402 118



テンプスタッフ㈱（2476）平成 20 年３月期 決算短信

－ 47 －

（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

資本剰余金 利益剰余金

その他利益剰余金
資本金

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金
別途積立金

繰越利益剰
余金

利益剰余金
合計

株主資本合
計

平成18年３月31日 残高
（百万円）

919 1,293 1,293 98 22,450 3,169 25,717 27,930

事業年度中の変動額

新株の発行 44 44 44 － － － － 89

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

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

剰余金の配当 － － － － － △  553 △  553 △  553

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

当期純利益 － － － － － 4,303 4,303 4,303

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

－ － － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（百万円）

44 44 44 － 2,000 775 2,775 2,865

平成19年３月31日 残高
（百万円）

964 1,338 1,338 98 24,450 3,945 28,493 30,796

評価・換算差額等

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

純資産合計

平成18年３月31日 残高
（百万円）

203 203 28,133

事業年度中の変動額

新株の発行 － － 89

別途積立金の積立て（注） － － －

剰余金の配当（注） － － △  922

剰余金の配当 － － △  553

役員賞与（注） － － △   51

当期純利益 － － 4,303

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

△   41 △   41 △   41

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△   41 △   41 2,824

平成19年３月31日 残高
（百万円）

161 161 30,957

（注）平成 18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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

資本剰余金 利益剰余金

その他利益剰余金
資本金

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金
別途積立金

繰越利益剰
余金

利益剰余金
合計

株主資本合
計

平成19年３月31日 残高
（百万円）

964 1,338 1,338 98 24,450 3,945 28,493 30,796

事業年度中の変動額

新株の発行 31 31 31 － － － － 62

剰余金の配当 － － － － － △ 1,355 △ 1,355 △ 1,355

当期純利益 － － － － － 3,876 3,876 3,876

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）

31 31 31 － － 2,521 2,521 2,584

平成20年３月31日 残高
（百万円）

995 1,369 1,369 98 24,450 6,466 31,015 33,380

評価・換算差額等

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

純資産合計

平成19年３月31日 残高
（百万円）

161 161 30,957

事業年度中の変動額

新株の発行 － － 62

剰余金の配当 － － △ 1,355

当期純利益 － － 3,876

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

△   60 △   60 △   60

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△   60 △   60 2,524

平成20年３月31日 残高
（百万円）

101 101 33,482
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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)子会社株式及び関連会社株式 (1)子会社株式及び関連会社株式１．有価証券の評価基準及び

評価方法 移動平均法による原価法を採用してお

ります。

同左

(2)その他有価証券 (2)その他有価証券

時価のあるもの 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

同左

時価のないもの 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用して

おります。

同左

貯蔵品 貯蔵品２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 最終仕入原価法による原価法を採用し

ております。

同左

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産３．固定資産の減価償却の方

法 定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附属設備を

除く）については定額法）を採用して

おります。

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

同左

建物         ６～47年

器具及び備品     ２～20年

（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。

なお、この変更による損益への影響は

僅少であります。

(2)無形固定資産 (2)無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては

即時償却しております。

同左

４．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等について

は個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

同左
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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）

(2)賞与引当金 (2)賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額の当期負担

額を計上しております。

同左

(3)役員賞与引当金 (3)役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当事業年

度における支給見込額に基づき計上し

ております。

同左

（会計方針の変更）

当事業年度より「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基準第４号 平成17

年11月29日）を適用しております。

これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益は、それぞれ51百万円減

少しております。

(4)退職給付引当金 (4)退職給付引当金

――――――― ―――――――

（追加情報）

当社は、平成19年３月に退職一時金制

度を廃止しており、その一部については

平成19年４月以降、確定拠出年金制度へ

移行する予定であります。この制度改定

に伴い、当事業年度において退職給付債

務の清算金額と退職給付引当金との差額

52百万円を特別利益として計上しており

ます。

なお、制度改定に伴う清算未払金は、

流動負債の「未払金」、及び固定負債の

「長期未払金」に計上しております。

(5)役員退職慰労引当金 (5)役員退職慰労引当金

平成17年度定時株主総会において、

当社の役員の退職慰労金規程を廃止

し、平成16年度定時株主総会終結時ま

での在任期間に対応する退職慰労金を

各役員の退任時に支払うことを決議い

たしました。

これに伴い、確定した役員退職慰労

金は、固定負債「長期未払金」に計上

しております。

―――――――
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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）

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。

同左

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっ

ております。

同左

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項
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会計処理方法の変更

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）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） ―――――――

当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平

成17年12月９日）を適用しております。

これまでの「資本の部」の合計に相当する金額は

30,957百万円であります。

なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。



テンプスタッフ㈱（2476）平成 20 年３月期 決算短信

－ 53 －

注記事項

（貸借対照表関係）

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）

１．当社は、運転資金を効率的に調達するため、取引

銀行３行とシンジケートローン契約を締結してお

ります。この契約に基づく当事業年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

１．当社は、運転資金を効率的に調達するため、取引

銀行３行とシンジケートローン契約を締結してお

ります。この契約に基づく当事業年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

シンジケートローン与信枠 11,000百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 11,000百万円

シンジケートローン与信枠 11,000百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 11,000百万円

２．債務保証 ２．債務保証

次の関係会社について、金融機関からの借入に

関し債務保証を行っております。

次の関係会社について、金融機関からの借入に

関し債務保証を行っております。

テンプスタッフ・ライフアドバイ

ザリー㈱
30百万円

Shanghai Tempstaff 

Consulting Co., Ltd.
43百万円

Suzhou Tempstaff 

Consulting Co., Ltd.
15百万円

88百万円

テンプスタッフ・ライフアドバイ

ザリー㈱
40百万円

Shanghai Tempstaff 

Consulting Co., Ltd.
39百万円

Suzhou Tempstaff 

Consulting Co., Ltd.
24百万円

103百万円



テンプスタッフ㈱（2476）平成 20 年３月期 決算短信

－ 54 －

（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。

※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。

受取利息 20百万円

受取配当金 323百万円

業務受託料 318百万円

支払利息 19百万円

受取利息 25百万円

受取配当金 313百万円

業務受託料 366百万円

支払利息 52百万円

※２ 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。 ※２ 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

除却損 除却損

建物 11百万円

器具及び備品 4百万円

計 15百万円

建物 1百万円

器具及び備品 6百万円

計 7百万円

（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）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

当事業年度（自平成 19年４月１日 至平成20年３月 31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。
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（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）

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

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
（百万円）

減価償却
累計額
相当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

器具及び備品 501 194 306

ソフトウェア 210 115 95

合計 712 310 402

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額
相当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

器具及び備品 487 203 283

ソフトウェア 157 85 72

合計 645 289 355

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 125百万円

１年超 281百万円

合計 406百万円

１年内 123百万円

１年超 238百万円

合計 361百万円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 135百万円

減価償却費相当額 130百万円

支払利息相当額 5百万円

支払リース料 136百万円

減価償却費相当額 131百万円

支払利息相当額 5百万円

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法

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

（有価証券関係）

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

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

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）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

（百万円）

繰延税金資産（流動）

未払事業税否認 171

未払事業所税否認 99

貸倒引当金損金算入限度超過額 2

賞与引当金 319

役員賞与引当金 21

一括償却資産損金算入限度超過額 4

未払費用否認額 89

未払退職金否認額 161

繰延税金資産（流動） 計 869

繰延税金資産（固定）

減価償却費損金算入限度超過額 11

税務上の繰延資産 392

一括償却資産損金算入限度超過額 3

投資有価証券評価損 25

未払退職金否認額 118

未払役員退職慰労金否認額 227

繰延税金資産（固定） 計 778

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △ 110

繰延税金負債 計 △ 110

繰延税金資産の純額 1,537

（百万円）

繰延税金資産（流動）

未払事業税否認 98

未払事業所税否認 101

貸倒引当金損金算入限度超過額 175

賞与引当金 344

一括償却資産損金算入限度超過額 8

未払費用否認額 62

未払退職金否認額 44

その他 3

繰延税金資産（流動）小計 839

評価性引当額 △  172

繰延税金資産（流動） 計 666

繰延税金資産（固定）

減価償却費損金算入限度超過額 8

税務上の繰延資産 345

一括償却資産損金算入限度超過額 5

投資有価証券評価損 25

関係会社株式評価損 444

未払退職金否認額 77

未払役員退職慰労金否認額 226

繰延税金資産（固定）小計 1,132

評価性引当額 △ 444

繰延税金資産（固定） 計 687

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △  69

繰延税金負債 計 △  69

繰延税金資産の純額 1,284

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の 100 分の５以下であ

るため注記を省略しております。

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない
項目

0.8％

受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目

△ 1.8％

住民税均等割等 0.7％

留保金課税 0.6％

評価性引当額 4.0％

その他 0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.3％
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（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 50,276円17銭

１株当たり当期純利益金額 6,998円45銭

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額

6,972円30銭

１株当たり純資産額 54,318円35銭

１株当たり当期純利益金額 6,291円13銭

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額

6,277円27銭

（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

であります。

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（百万円） 4,303 3,876

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 4,303 3,876

期中平均株式数（千株） 614 616

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（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 2 1

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

―――――― ――――――
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（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）

当社は、平成 19年３月 27日開催の取締役会において、

㈱ワイズノットと資本業務提携をすることを決定し、平

成 19 年４月２日に㈱ワイズノットの子会社である㈱ワ

イズノットヒューマンキャピタルの株式を取得いたしま

した。

(1) 目的

IT技術者の育成派遣事業における協業

(2) 株式取得の相手会社の概要

会社名：㈱ワイズノット

住所 ：東京都渋谷区東３－16－３

    エフ・ニッセイ恵比寿ビル

代表者：代表取締役社長 嵐保憲

事業内容：オープンソース・テクノロジーによる

ビジネス・ソリューションの提供

資本金：84百万円

(3) 取得する会社の概要

会社名：㈱ワイズノットヒューマンキャピタル

住所 ：東京都渋谷区東３－16－３

    エフ・ニッセイ恵比寿ビル

事業内容：OSS 技術者特定派遣事業

資本金：10百万円

(4) 株式取得時期

平成 19年４月２日

(5) 取得する株式の数 ：133 株

取得価額     ：363 百万円

取得後の議決権比率：66.5％

(6) 資金調達の方法  ：自己資金による

当社及びピープルスタッフ株式会社は、株式移転によ

り共同持株会社を設立することについて合意に達し、平

成 20年４月 17日開催のそれぞれの取締役会において決

議のうえ、同日に統合契約を締結いたしました。また、

平成 20 年５月 13 日開催のそれぞれの取締役会にて株式

移転計画の作成を決議し、平成20年６月に開催する両社

定時株主総会における承認を前提に、株式移転により両

社の完全親会社となる共同持株会社 テンプホールディ

ングス株式会社を設立し、その傘下で経営統合を行うこ

とを決定いたしました。

(1)  本経営統合の目的

相互の尊重と対等な精神のもとに両社の経営資源

を統合し、シナジー効果の発現により、各地域の営

業基盤の確立、求職者・求人企業の満足度の向上、

経営効率の向上を通じ、企業価値の最大化を実現す

ることが目的となります。

(2)  本経営統合の要旨

（株式移転の日程）

株式移転の効力発生日及び共同持株会社設立登

記日は平成 20年 10月１日を予定しております。

(株式移転比率)

ピープルスタッフ株式会社の普通株式１株に対

して共同持株会社の普通株式 100 株を、当社の普

通株式１株に対して共同持株会社の普通株式100

株をそれぞれ割当て交付いたします。

(株式移転により新たに設立する会社の概要)

商号      ： テンプホールディングス株式会社

事業内容  ： 労働者派遣事業・有料職業紹介事

業等の事業を行う子会社及びグル

ープ会社の経営計画・管理並びに

それに付帯する業務

本店所在地： 東京都渋谷区

資本金    ： 2,000百万円

(本株式移転に伴う会計処理の概要)

本株式移転は、企業結合会計基準における「取得」

に該当するため、パーチェス法を適用することと

なり、会計上の被取得会社であるピープルスタッ

フ株式会社の資産及び負債は、共同持株会社の連

結財務諸表上において時価で計上されることが

見込まれます。
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６．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。

（２）販売の状況

当連結会計年度及び前連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりとなります。

当連結会計年度
（自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日）

事業の種類別セグメントの名称

売上高
（百万円）

構成比
（％）

前年同期比
（％）

売上高
（百万円）

構成比
（％）

一般事務職 125,737 53.1 100.7 124,838 54.5

専門事務職 42,543 18.0 101.0 42,123 18.4

IT関連技術職 20,426 8.6 109.3 18,688 8.2

その他 33,618 14.2 108.2 31,057 13.6

人材紹介事業 5,584 2.4 146.8 3,803 1.6

人材派遣・請負、人材紹介事業 227,909 96.3 103.4 220,510 96.3

アウトソーシング事業 7,917 3.3 108.5 7,295 3.2

その他の事業 930 0.4 87.5 1,062 0.5

合計 236,757 100.0 103.4 228,868 100.0

（注）１．セグメント間の取引は、相殺消去しております。

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。


