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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 18,895 ― 69 ― 79 ― △102 ―

20年3月期第1四半期 18,152 10.1 759 △28.1 777 △29.5 383 △34.9

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 △941.78 ―

20年3月期第1四半期 3,508.08 3,497.43

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 25,456 3,868 15.1 35,383.22
20年3月期 26,414 4,265 16.1 39,086.30

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,849百万円 20年3月期  4,261百万円

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 ― ― ― 2,500.00 2,500.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― 0.00

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 38,771 8.8 13 △98.7 35 △96.6 △329 ― △3,025.17

通期 80,399 11.1 637 △33.4 673 △29.5 △437 ― △4,018.27

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  有  

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。  

(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） 

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 
  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。なお、業績予想に関する事項については、３ページ「【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的
情報」をご覧ください。 
 
 また、その他の特記事項といたしましては、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  109,872株 20年3月期  109,872株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,089株 20年3月期  1,089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  108,843株 20年3月期第1四半期  109,444株
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライム問題の深刻化による米国経済の減速や原

油・原材料の価格高騰等により、景気の減速感が強まりました。

当社グループを取り巻く事業環境は、人材関連業界におきましては、マーケットの拡大は続いておりますが、大

手企業によるM&A等の業界再編の動きが見られております。教育業界におきましては、教育ニーズが高度化・専門化

する中で、淘汰・再編や業務提携等の動きが進んでおります。介護業界におきましては、高齢化の進展によりマー

ケットは拡大しておりますが、異業種からの新規参入等により、競争が激化しております。

このような状況において、当社グループは、主に教育事業の再構築と人材関連事業における収益拡大に取り組み、

既存事業の収益構造の抜本的見直しに努めてまいりました。また、フランチャイズ事業をはじめとした新規事業に

関しては、引き続き積極的に展開すると同時に、早期安定化に向けた取り組みを強化してまいりました。

以上の結果としまして、当四半期連結会計期間における業績は、売上高につきましては主に人材関連事業の伸び

により前年同期比4.1%増の18,895百万円となりました。しかしながら、利益面では、人材派遣事業における営業費

用の増加と、教育事業における売上の減少により、経常利益は前年同期比89.8%減の79百万円となり、主に屋上看板

等の掲載中止と、教育事業の再構築に伴う校舎の閉鎖・縮小に係る損失引当金等を特別損失として計上したことに

より、四半期純損失は102百万円（前四半期連結会計期間は383百万円の四半期純利益）となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。なお、詳細は10ページ「５．四半期連結財務諸表 (５)

セグメント情報 a.事業の種類別セグメント情報」をご覧ください。

①　人材関連事業

人材派遣事業におきましては、大手企業グループへの営業推進に引き続き注力するとともに、製造業、メディ

カル、特定派遣を重点取り組み分野として、売上の拡大に努めました。また、地域密着の営業展開を一層推進す

るために事業所の新規開設を進めました。この結果、職種別の売上としては、主力職種である一般事務、OAオペ

レータ等が着実に増加し、専門性の高い職種として注力しているメディカル、機械設計等も顕著に増加いたしま

した。また、特定派遣分野におきましても、機械系、半導体関連の技術者採用・稼働が順調に進んだ結果、売上

が増加いたしました。

登録者の確保につきましては、引き続きインターネット経由での登録促進に注力するとともに、キャリア手当

制度（ヒューマンアカデミー株式会社の指定講座修了生が派遣社員として稼働した場合の支援制度）を拡充する

など、人材育成支援にも努めました。特定派遣分野におきましては、外国人技術者を含め、機械系エンジニアを

中心とした技術者の採用を推進するとともに、半導体分野等の研修強化により即戦力となる人材の育成に取り組

みました。

事業所の展開につきましては、需要の増加に対応するため、水戸支社（茨城県）、高崎支社（群馬県）、堺支

社（大阪府）、草津支社（滋賀県）、東広島支社（広島県）を新規開設いたしました。

人材紹介事業におきましては、営業担当者の増員により顧客企業への対応を強化し、職種別の売上としては、

主力の事務・管理関連職、営業・企画関連職が順調に増加した他、建築・土木・設備関連職等が顕著に増加いた

しました。また、需要が高まっている紹介予定派遣にも積極的に取り組みました。

この結果、売上高は前年同期比8.1%増の13,500百万円と着実に増加いたしましたが、保険料率の引き上げに伴

う原価率の上昇及び組織強化に伴う人件費の増加等により、営業利益は前年同期比43.3%減の285百万円となりま

した。

②　教育事業

教育事業は、「事業の再構築」を最重要課題として、経営効率の向上に努めました。その一環として、不採算

事業の学習塾事業と社会人向け英会話事業の縮小を進めました。また、不採算校舎の統廃合及び教室面積の見直

しを進め、新宿地区における縮小移転を実施いたしました。

一方で、企業研修の獲得と通信講座の販売に注力するなど、事業の選択と集中を図りました。また、コンタク

トセンター（コールセンター）の充実や社員研修体系の整備を行うなど、営業力の強化に取り組みました。

社会人教育事業におきましては、商品開発プロジェクトを推進し、商品開発力の強化を図りました。この結果、

「ネイリストプロフェッショナル講座」、「心理カウンセリング（NLPプラクティショナー）講座」、「日本語教

師養成講座」、「医療事務講座」等の売上が増加いたしました。

全日制教育事業におきましては、専門教育の低年齢化によるマーケットの変化に対応し、通信制高校のサポー

ト校を開校いたしました。

しかしながら、社会人教育事業においては、マーケットの縮小と競争激化による前期の新規契約の減少と、セ

ルフ・コンディショニング・スタジオの撤退により、受講生数が減少いたしました。また、全日制教育事業にお

いては、大学と競合するカレッジが想定以上に苦戦したことにより、総合学園ヒューマンアカデミーの本科部門
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在校生数が減少いたしました。

この結果、売上高は前年同期比10.3%減の4,239百万円、営業損失は98百万円(前四半期連結会計期間は137百万

円の営業利益)となりました。

③　介護事業

介護事業におきましては、前期に開設した事業所を中心に、利用者数が順調に増加いたしました。

利用者の増加に対応し、介護スタッフの新規採用と定着率向上を目的として、正職員登用制度の拡充や研修体

制の整備を進めました。また、利用者の満足度向上を目的として、デイサービステーションへの「足湯」の導入

を進めた他、リンパビクスと呼ばれるリンパの流れを促す体操を実施するなど、レクリエーションの充実を図り

ました。

前期に開設いたしました介護付き有料老人ホームの千葉院内の郷（千葉県）及び鳩ヶ谷の郷（埼玉県）におき

ましては、利用者は順調に増加いたしましたが、黒字化までには至りませんでした。

事業所の展開につきましては、デイサービスステーションとして細工町の湯（熊本県）を新規開設いたしまし

た。

この結果、売上高は前年同期比23.8%増の910百万円と順調に増加いたしましたが、営業損失は15百万円（前四

半期連結会計期間は24百万円の営業利益）となりました。

④　その他の事業

プロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の運営におきましては、チケット売上は増加いたしましたが、

スポンサー売上は減少いたしました。　

コスメティック関連事業におきましては、前期に開設した店舗において売上が順調に増加いたしました。

フランチャイズ事業におきましては、日本及び韓国において英会話教室のフランチャイズ加盟店の増加を図る

ための営業を推進いたしました。また、託児事業のフランチャイズ展開に向けての準備を進めました。

事務管理受託業務におきましては、引き続き業務の効率化を推進いたしましたが、当社グループの間接コスト

削減に伴い、業務量が減少いたしました。

この結果、売上高は前年同期比18.6%増の244百万円と順調に増加いたしましたが、フランチャイズ事業の先行

経費が発生したことに加え、事務管理受託業務の取り扱い高が減少したことにより、営業損失は94百万円（前四

半期連結会計期間は２百万円の営業損失）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、現預金の減少等により前期末比958百万円減の25,456百万円となりま

した。有利子負債は、前期末比1,786百万円増の5,351百万円となりました。純資産は配当金支払等により、前期

末比397百万円減の3,868百万円となり、自己資本比率は15.1%となりました。

　（キャッシュ・フローの状況）

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、新規連結に伴う増加額

11百万円を合わせて、前連結会計年度末に比べ1,360百万円減少し、9,281百万円となりました。

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増減要因は、以下のとおりであり

ます。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間における営業活動による資金の減少は、2,467百万円となりました。これは主に、前

受金の減少額が1,559百万円、法人税等の支払額が774百万円あったことによるものです。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は、449百万円となりました。これは主に、校舎

の移転及び改装等による支出が388百万円、投資有価証券の取得が51百万円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）

当第１四半期連結会計期間のおける財務活動による資金の増加は、1,547百万円となりました。これは主に、長

期借入金の約定による返済が310百万円、配当金の支払額が233百万円あったものの、短期借入金の純増額が1,100

百万円、長期借入金により1,000百万円を調達したことによるものです。

３．連結業績予想に関する定性的情報

当第１四半期連結業績は、概ね計画通りに推移いたしました。従いまして、第２四半期連結累計期間及び通期

の連結業績予想は、平成20年５月15日に発表いたしました当初の計画を変更しておりません。
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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）

　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

１.　簡便な会計処理

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

　　　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られる場合に、前連結会計年度末に算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高

を算定しております。

②たな卸資産の評価方法

　　　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

　　　また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。

③固定資産の減価償却費の算定方法

　　　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。

④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　　　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定して算定

しております。

　　　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングを利用する方法によっております。

２.　四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

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.　重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

　　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりま

したが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成

18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これによる損益に与える影響はありません。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 9,281,753 10,642,630

売掛金 7,232,774 7,458,793

商品 311,152 312,860

貯蔵品 20,869 5,538

その他 1,184,707 952,395

貸倒引当金 △9,817 △9,913

流動資産合計 18,021,440 19,362,303

固定資産   

有形固定資産 2,602,640 2,425,998

無形固定資産 508,976 537,487

投資その他の資産   

差入保証金 2,796,413 2,612,959

その他 1,561,892 1,566,712

貸倒引当金 △35,016 △90,940

投資その他の資産合計 4,323,289 4,088,731

固定資産合計 7,434,906 7,052,218

資産合計 25,456,346 26,414,522

負債の部   

流動負債   

買掛金 140,969 210,309

短期借入金 1,600,000 500,000

1年内返済予定の長期借入金 1,242,860 1,151,460

前受金 7,842,447 9,404,445

未払金 5,135,567 5,322,804

未払法人税等 35,052 606,718

賞与引当金 375,457 538,079

店舗閉鎖損失引当金 299,794 265,560

その他 2,074,409 1,909,562

流動負債合計 18,746,558 19,908,939

固定負債   

長期借入金 2,505,250 1,907,440

役員退職慰労引当金 259,071 250,283

その他 76,868 81,861

固定負債合計 2,841,189 2,239,585

負債合計 21,587,748 22,148,525
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（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,299,900 1,299,900

資本剰余金 809,900 809,900

利益剰余金 1,816,955 2,209,406

自己株式 △66,291 △58,771

株主資本合計 3,860,463 4,260,435

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,359 △13,032

為替換算調整勘定 △3,011 14,137

評価・換算差額等合計 △11,370 1,104

少数株主持分 19,504 4,457

純資産合計 3,868,598 4,265,997

負債純資産合計 25,456,346 26,414,522
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 18,895,100

売上原価 14,240,657

売上総利益 4,654,442

販売費及び一般管理費 4,585,433

営業利益 69,009

営業外収益  

受取利息 930

受取配当金 72

金銭の信託運用益 8,706

その他 28,111

営業外収益合計 37,820

営業外費用  

支払利息 11,368

その他 16,318

営業外費用合計 27,687

経常利益 79,143

特別利益  

投資有価証券売却益 1,824

特別利益合計 1,824

特別損失  

固定資産除却損 17,228

減損損失 23,049

店舗閉鎖損失引当金繰入額 45,465

賃貸借契約解約損 21,756

特別損失合計 107,500

税金等調整前四半期純損失（△） △26,532

法人税等 77,343

少数株主損失（△） △1,369

四半期純損失（△） △102,505
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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損失（△） △26,532

減価償却費 112,193

減損損失 23,049

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,188

賞与引当金の増減額（△は減少） △162,621

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 34,234

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,787

受取利息及び受取配当金 △1,002

支払利息 11,368

固定資産除却損 14,873

投資有価証券売却損益（△は益） △1,824

売上債権の増減額（△は増加） 237,213

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,927

仕入債務の増減額（△は減少） △72,216

前受金の増減額（△は減少） △1,559,691

未払金の増減額（△は減少） △348,008

その他 55,079

小計 △1,681,835

利息及び配当金の受取額 759

利息の支払額 △12,011

法人税等の支払額 △774,085

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,467,173

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 △163,551

無形固定資産の取得による支出 △23,032

投資有価証券の取得による支出 △51,850

投資有価証券の売却による収入 1

差入保証金の差入による支出 △224,525

差入保証金の回収による収入 22,309

貸付けによる支出 △10,000

貸付金の回収による収入 794

その他 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △449,850

 
- 8 -

ヒューマンホールディングス㈱（2415）　平成21年３月期第１四半期決算短信



（単位：千円）

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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,100,000

長期借入れによる収入 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △310,790

自己株式の取得による支出 △7,520

配当金の支払額 △233,849

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,547,839

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,456

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,372,640

現金及び現金同等物の期首残高 10,642,630

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 11,763

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,281,753
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　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

ａ．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)

 
人材関連事業
（千円）

教育事業
（千円）

介護事業
（千円）

その他の事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1)外部顧客に対する　

売上高
13,500,876 4,239,513 910,003 244,706 18,895,100 ― 18,895,100

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
81,809 39,981 ― 418,974 540,764 △540,764 ―

計 13,582,685 4,279,495 910,003 663,680 19,435,864 △540,764 18,895,100

営業利益

又は営業損失（△）
285,912 △98,620 △15,399 △94,987 76,904 △7,894 69,009

（注）１．事業区分は、事業の種類、性質の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業の主な内容

（1）人材関連事業……人材派遣、人材紹介

（2）教育事業…………社会人教育、全日制教育

（3）介護事業…………居宅介護支援、訪問介護サービス、デイサービス、グループホーム、小規模多機能型居宅

介護、介護付き有料老人ホーム

（4）その他の事業……事務管理受託業務、広告関連業務、不動産関連業務、スポーツエンターテインメント事業、

コスメティック関連事業、フランチャイズ事業、eコマース事業

ｂ．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)

　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、記載を省略しております。

ｃ．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)

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、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。　
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６．その他の情報

【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1) 提供能力

人材関連事業における派遣労働者の登録者数は、次のとおりであります。

平成20年３月31日現在（人） 増加数（人） 減少数（人） 平成20年６月30日現在（人）

404,375 23,474 13,980 413,869

（注）減少数につきましては、当第１四半期連結会計期間において、稼働見込みのない登録派遣スタッフの登録を抹消し

たものであります。

教育事業における受講生を収容できる教室数及び収容座席数は、次のとおりであります。

 
平成20年６月30日現在

教室数（室） 収容座席数（席）

北海道・東北地区 52 1,103

関東地区 219 4,453

中部地区 52 998

近畿地区 167 3,550

中国・四国地区 34 495

九州・沖縄地区 70 1,102

海外（USA） 10 177

合計 604 11,878

(2) 受注状況

　該当事項はありません。
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(3)販売実績

　当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

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

販売高（千円） 構成比（％）

人材関連事業   

人材派遣事業 13,086,981 69.3

人材紹介事業 410,641 2.2

その他附帯事業 3,253 0.0

小計 13,500,876 71.5

教育事業   

社会人教育事業 2,030,554 10.7

全日制教育事業 2,208,959 11.7

小計 4,239,513 22.4

介護事業 910,003 4.8

その他の事業 244,706 1.3

合計 18,895,100 100.0

（注）記載している金額につきましては、消費税等は含んでおりません。

　人材関連事業における派遣スタッフ及び期間スタッフの月平均稼働人数（平成20年４月～平成20年６月）は、次の

とおりであります。

月平均稼働スタッフ数

17,051人

　教育事業における受講生の月平均人数（平成20年４月～平成20年６月）は、次のとおりであります。

月平均受講生数

19,233人　
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「参考資料」

前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(自　平成19年４月１日　至　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（千円）

Ⅰ　売上高 18,152,148

Ⅱ　売上原価 13,116,741

売上総利益 5,035,406

Ⅲ　販売費及び一般管理費 4,275,712

営業利益 759,694

Ⅳ　営業外収益 35,389

Ⅴ　営業外費用 17,180

経常利益 777,903

Ⅵ　特別利益 545

Ⅶ　特別損失 51,989

税金等調整前四半期純利益 726,459

法人税等 342,596

少数株主損失（△） △75

四半期純利益 383,937
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（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(自　平成19年４月１日　至　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（千円）

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 726,459

減価償却費 165,149

のれん償却額 34,949

貸倒引当金の増減額（減少：△） 2,091

賞与引当金の増減額（減少：△） △165,115

退職給付引当金の増減額（減少：△） △6,089

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 10,091

受取利息及び受取配当金 △1,144

支払利息 8,295

固定資産除却損 38,536

投資有価証券売却益 △545

売上債権の増減額（増加：△） 211,215

たな卸資産の増減額（増加：△） △22,851

仕入債務の増減額（減少：△） 21,398

前受金の増減額（減少：△） △1,816,182

未払金の増減額（減少：△） △521,999

未払消費税等の増減額（減少：△） △147,691

その他 19,459

小　計 △1,443,971

利息及び配当金の受取額 9,403

利息の支払額 △8,295

法人税等の支払額 △664,660

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,107,523
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前年同四半期
（平成20年３月期第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅱ　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 △207,917

無形固定資産の取得による支出 △22,205

投資有価証券の取得による支出 △363,680

投資有価証券の売却による収入 6,000

差入保証金の増加による支出 △58,798

差入保証金の減少による収入 56,663

貸付による支出 △5,232

貸付金の回収による収入 1,521

投資活動によるキャッシュ・フロー △593,647

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（減少：△） 1,300,000

長期借入れによる収入 400,000

長期借入金の返済による支出 △706,100

新株発行による収入 2,350

自己株式の取得による支出 △27,899

配当金の支払額 △257,769

その他 3,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 713,581

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △502

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △1,988,092

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 12,603,138

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 10,615,045
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（３）セグメント情報

ａ．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)

 
人材関連事業
（千円）

教育事業
（千円）

介護事業
（千円）

その他の事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1)外部顧客に対する　

売上高
12,485,871 4,724,710 735,199 206,366 18,152,148 ― 18,152,148

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
81,849 4,610 ― 639,972 726,432 △726,432 ―

計 12,567,720 4,729,321 735,199 846,339 18,878,580 △726,432 18,152,148

営業費用 12,063,023 4,592,210 711,093 848,770 18,215,098 △822,643 17,392,454

営業利益

又は営業損失（△）
504,697 137,110 24,105 △2,431 663,482 96,211 759,694

ｂ．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)

　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、記載を省略しております。

ｃ．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)

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。
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