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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 59,880 ― 2,928 ― 2,987 ― 1,536 ―

20年3月期第1四半期 59,222 6.1 2,784 △11.7 2,871 △9.7 1,490 △6.0

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 2,493.41 2,491.24
20年3月期第1四半期 2,419.84 2,412.84

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

21年3月期第1四半期 64,129 44,206 67.0 69,741.43
20年3月期 64,975 43,459 64.9 68,401.75

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  42,988百万円 20年3月期  42,163百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 0.00 1,100.00 0.00 1,100.00 2,200.00
21年3月期 0.00 ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 1,100.00 0.00 1,100.00 2,200.00

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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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2四半期連結累計期間 120,740 ― 5,160 ― 5,290 ― 2,690 ― 4,363.06
通期 244,450 3.2 11,260 0.4 11,510 0.0 5,850 8.8 9,485.94

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４. その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 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。 
 ２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用    
指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期 616,405株 20年3月期 616,405株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 0株 20年3月期 0株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 616,405株 20年3月期第1四半期 615,763株



定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、原油高騰に伴う原材料価格の上昇の影響を受けた企業収益の

悪化によって、景気の先行きに不透明感が一層強まっております。 

当社グループの属する人材ビジネス業界においても、景気の後退懸念を反映した人件費抑制の動きが強まり、需

要の一服感が広がった事に加え、医療保険制度の改革に伴う社会保険費用の増大等の影響を受け、厳しい収益環境

を余儀なくされております。 

このような情勢のもと、当社グループは、奈良、堺（大阪）へ、職住近接型オフィスを新設いたしました。特に

工場集積地である堺には、シニアの人材派遣及び製造・作業系分野の人材サービスを手掛けるテンブロス㈱のオフ

ィスを併設し、事務職から技術者まで幅広い人材需要へ対応可能な体制を整えることで、地域に密着した、きめ細

かなサービスを提供してまいります。 

また、規制緩和の影響で加速度的に人材不足が進む金融業界を対象に、パート型派遣に特化したグッドジョブ㈱

を通じて、「金融業界、経験者パート型派遣サービス」を開始いたしました。従来より当社実績のあるフルタイム

型派遣に加えて新たなパート型派遣サービスを導入することで、結婚・出産等で離職した金融業界経験と知識を有

する主婦層に、新たな就業機会を提供してまいります。短時間・週に数日といったパート型ながら、社会経験が豊

富でかつ金融業界の知識と専門性を有する主婦を派遣することで、業務パフォーマンスに対する満足度の高いサー

ビスを、金融機関へ提供してまいります。 

グローバル戦略の面では、海外転職希望者を対象とした「あなたの経験と技術を活かす！！海外転職相談会」を

開催いたしました。各海外拠点のコンサルタントが、それぞれの地域について、リアルタイムの市場動向などをも

とに現地日系企業からニーズの高い、事務・営業・生産管理・エンジニア・管理職経験者へ向け現地就職情報の提

供や個別転職相談会を実施いたしました。また、日本への留学生の多くを占める中国・台湾からの留学生が、将来

的に帰国して、日本語を活かした就職を希望している事に着目し、「中国で日本語を活かして働く！留学生のため

の就職セミナー」を開催いたしました。今後も留学生、海外で働きたい日本人、外国人などに対する情報提供と就

職支援活動を通じて海外の人材ビジネス市場における、テンプスタッフ・ブランドの確立を目指します。 

このような活動の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は59,880百万円（前年同期比1.1％増）、営業利益

は2,928百万円（同5.2％増）、経常利益は2,987百万円（同4.0％増）、四半期純利益は1,536百万円（同3.1％増）

となりました。 

 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 

 当第１四半期連結会計期間は、景気の停滞及び人材需要に一服感が広がった影響で、売上高は58,176百万円

（同1.2％増）となりました。利益面では、社会保険料等の費用は増大いたしましたが、広告宣伝費等の販売費

及び一般管理費の抑制の結果、営業利益は2,884百万円（同3.4％増）となりました。 

② アウトソーシング事業 

 当第１四半期連結会計期間は、景気後退懸念の影響で受託案件が伸び悩んだ結果、売上高は2,046百万円（同

7.3％減）となりました。利益面では、受託状況に応じた費用の抑制、案件毎の損益管理を図りましたが、営業

損失は67百万円（前年同期は126百万円の営業利益）となりました。 

③ その他の事業 

 当第１四半期連結会計期間は、主に再就職支援事業において、グループシナジーを活かした営業活動により受

託案件が増加した結果、全体としての売上高は430百万円（同62.3％増）となり、営業利益は49百万円（前年同

期は106百万円の営業損失）となりました。 



２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 総資産は前連結会計年度末に比べ845百万円の減少となりました。流動資産は920百万円減少しましたが、固定資

産が74百万円増加いたしました。流動資産の減少は、主に現金及び預金が152百万円、受取手形及び売掛金が276百

万円及び繰延税金資産が507百万円減少したことによるものであります。固定資産の増加は、主に繰延税金資産が

129百万円減少し、㈱テンプ総合研究所が持分法適用関連会社から連結子会社となったこと等に伴い投資有価証券

が97百万円減少しましたが、アウトソーシング事業の事務センターの拡充・増設等により有形固定資産が261百万

円増加したことが大きく影響しております。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ1,292百万円減少しております。これは主に、法人税等の納付に伴い未払

法人税等が1,669百万円減少したこと及び夏季賞与の支給に伴い賞与引当金が806百万円減少していることによるも

のであります。 

 一方、自己資本は825百万円増加しておりますが、これは主に四半期純利益1,536百万円が計上された一方、剰余

金の配当678百万円を行ったことによるものであります。 

 以上の結果、財務指標としては、流動比率が、274.0％から287.8％と13.8ポイント上昇し、自己資本比率が

64.9％から67.0％と2.1ポイント上昇いたしました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純

利益が2,977百万円となり、売上債権の減少、営業債務の増加等がありましたが、法人税等の支払い、配当金の支

払い等の減少要因により、前連結会計年度末に比べ154百万円減少し、23,594百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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、768百万円（前年同期は使用した資金が1,164百万円）となりました。これは主

に、税金等調整前四半期純利益が2,977百万円、売上債権の減少額が257百万円及び営業債務の増加額が388百万円

となった一方、賞与引当金の減少額806百万円及び法人税等の支払額が2,528百万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、190百万円（前年同期比54.1％減）となりました。これは主に、連結の範囲の

変更を伴う子会社株式の取得による収入173百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出297百万円、差

入保証金にかかる支出87百万円があったこと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、705百万円（同33.8％増）となりました。これは主に、配当金の支払額647百万

円によるものであります。 

  
平成21年３月期 
第１四半期 

平成20年３月期 

総資産利益率 (ROA) 2.4％ 8.3％ 

自己資本利益率 (ROE) 3.6％ 13.4％ 

売上高営業利益率 4.9％ 4.7％ 

売上高経常利益率 5.0％ 4.9％ 

流動比率 287.8％ 274.0％ 

固定比率 22.5％ 22.7％ 

自己資本比率 67.0％ 64.9％ 

総資産 64,129百万円 64,975百万円 

自己資本 42,988百万円 42,163百万円 

現金及び現金同等物の期末残高 23,594百万円 23,749百万円 



３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期の業績は概ね予定通りに推移しており、業績予想については、平成20年５月13日決算発表時点と変更

はありません。また、当社はピープルスタッフ㈱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。平成20年５月13日発表の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、新会社の業績予想については、改めて発表する予定であります。 

  

４．その他 

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

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（３）四半期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 

  １．四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 ２．連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 

 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号)を当第１

四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 この変更による影響は軽微であります。 

３．リース取引に関する会計基準等の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取

引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法に

よっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 

 この変更による影響は軽微であります。  

  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 24,059 24,211

受取手形及び売掛金 27,863 28,140

繰延税金資産 775 1,282

その他 1,849 1,840

貸倒引当金 △83 △89

流動資産合計 54,464 55,385

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 992 892

工具、器具及び備品（純額） 682 618

土地 1,106 1,093

その他（純額） 100 15

有形固定資産合計 2,881 2,620

無形固定資産   

のれん 2,167 2,193

その他 207 203

無形固定資産合計 2,374 2,396

投資その他の資産   

投資有価証券 525 623

差入保証金 2,854 2,804

繰延税金資産 732 861

その他 334 306

貸倒引当金 △37 △23

投資その他の資産合計 4,409 4,573

固定資産合計 9,665 9,590

資産合計 64,129 64,975



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 64 66

未払金 11,683 11,887

未払法人税等 815 2,484

未払消費税等 2,733 2,235

賞与引当金 884 1,691

役員賞与引当金 35 92

その他 2,706 1,757

流動負債合計 18,923 20,216

固定負債   

退職給付引当金 77 76

長期未払金 910 1,215

その他 11 8

固定負債合計 1,000 1,300

負債合計 19,923 21,516

純資産の部   

株主資本   

資本金 995 995

資本剰余金 1,369 1,369

利益剰余金 40,557 39,698

株主資本合計 42,923 42,064

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 101 102

為替換算調整勘定 △36 △3

評価・換算差額等合計 65 98

少数株主持分 1,217 1,296

純資産合計 44,206 43,459

負債純資産合計 64,129 64,975



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 59,880

売上原価 50,906

売上総利益 8,974

販売費及び一般管理費 6,046

営業利益 2,928

営業外収益  

受取利息 1

受取配当金 3

業務受託料 12

助成金収入 41

受取還付金 1

持分法による投資利益 4

その他 7

営業外収益合計 71

営業外費用  

支払利息 1

為替差損 10

その他 0

営業外費用合計 11

経常利益 2,987

特別損失  

固定資産処分損 10

特別損失合計 10

税金等調整前四半期純利益 2,977

法人税、住民税及び事業税 851

法人税等調整額 637

法人税等合計 1,488

少数株主損失（△） △48

四半期純利益 1,536



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 2,977

減価償却費 105

のれん償却額 225

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8

受取利息及び受取配当金 △4

支払利息 1

持分法による投資損益（△は益） △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2

賞与引当金の増減額（△は減少） △806

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △57

固定資産処分損益（△は益） 10

売上債権の増減額（△は増加） 257

営業債務の増減額（△は減少） 388

その他の資産の増減額（△は増加） △8

その他の負債の増減額（△は減少） 197

小計 3,291

利息及び配当金の受取額 4

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △2,528

営業活動によるキャッシュ・フロー 768

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △297

有形固定資産の売却による収入 0

無形固定資産の取得による支出 △12

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

173

貸付けによる支出 △0

貸付金の回収による収入 1

差入保証金の差入による支出 △87

差入保証金の回収による収入 42

その他 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △190

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 2

配当金の支払額 △647

少数株主への配当金の支払額 △61

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △705

現金及び現金同等物に係る換算差額 △26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △154

現金及び現金同等物の期首残高 23,749

現金及び現金同等物の四半期末残高 23,594



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

   

  （４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 （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 

【所在地別セグメント情報】 

 当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）  

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも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。 

【海外売上高】 

 当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）  

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

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  

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） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 57,866 1,634 379 59,880 － 59,880 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
310 411 50 773 △773 －

計 58,176 2,046 430 60,653 △773 59,880 

営業利益又は営業損失（△） 2,884 △67 49 2,866 61 2,928 

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 



「参考資料」 

前第１四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

    前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 59,222 

Ⅱ 売上原価 49,914 

売上総利益 9,308 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,523 

営業利益 2,784 

Ⅳ 営業外収益 90 

１．受取利息  1 

２．受取配当金  2 

３．保険返戻金  4 

４．業務受託料  7 

５．助成金収入  20 

６．受取還付金  10 

７．移転補償金  29 

８．その他  13 

Ⅴ 営業外費用 2 

１．支払利息  1 

２．その他  1 

経常利益 2,871 

Ⅵ 特別損失 8 

１．固定資産処分損  8 

税金等調整前四半期純利益 2,863 

税金費用 1,384 

少数株主損失（△）  △11 

四半期純利益 1,490 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

    前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日） 

 
前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益  2,863 

減価償却費  79 

のれん償却額  291 

持分法による投資損益（△は益）  △5 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3 

賞与引当金の増減額（△は減少） △699 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △69 

貸倒引当金の増減額（△は減少）  25 

受取利息及び受取配当金  △3 

支払利息  1 

固定資産処分損益（△は益） 8 

売上債権の増減額（△は増加）  245 

営業債務の増減額（△は減少）  △399 

その他の資産の増減額（△は増加）  △42 

その他の負債の増減額（△は減少） 116 

小計 2,416 

利息及び配当金の受取額  3 

利息の支払額  △1 

法人税等の支払額 △3,582 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,164 

 



 
前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の売却による収入  0 

有形固定資産の取得による支出  △123 

無形固定資産の取得による支出  △2 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 
取得による支出  

△27 

貸付による支出  △67 

貸付金の回収による収入  10 

差入保証金にかかる支出  △345 

差入保証金の回収にかかる収入  52 

その他 87 

投資活動によるキャッシュ・フロー △414 

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  175 

短期借入金の返済による支出  △0 

株式の発行による収入  42 

配当金の支払額  △683 

少数株主への配当金支払額  △61 

財務活動によるキャッシュ・フロー △527 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △7 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△は減少） △2,113 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 21,935 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期期末残高 19,822 



（３）セグメント情報 

 [事業の種類別セグメント情報] 

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日） 

 （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 

  

  

 [所在地別セグメント情報] 

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも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。 

  

 [海外売上高] 

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日） 

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

  

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） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 57,186 1,823 212 59,222 － 59,222 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
316 383 52 753 △753 － 

計 57,503 2,207 265 59,976 △753 59,222 

営業費用 54,712 2,080 371 57,165 △726 56,438 

営業利益又は営業損失（△）  2,790 126 △106 2,810 △26 2,784 

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 



 当第１四半期連結累計期間の販売の状況 

  

    当第１四半期連結累計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりとなります。 

事業の種類別セグメントの名称 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

売上高 
（百万円） 

構成比 
（％） 

前年同期比 
（％） 

  一般事務職 32,143 53.7 101.9 

  専門事務職 10,972 18.3 101.7 

  IT関連技術職 5,351 9.0 107.6 

  その他 8,070 13.5 95.3 

  人材紹介事業 1,328 2.2 93.2 

人材派遣・請負、人材紹介事業 57,866 96.7 101.2 

アウトソーシング事業 1,634 2.7 89.6 

その他の事業 379 0.6 178.5 

合計 59,880 100.0 101.1 
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