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平成 20 年 11 月期  第３四半期財務・業績の概況 
 

平成 20 年 10 月３日 
上 場 会 社 名        株式会社エスプール         上場取引所 大証ヘラクレス 
コ ー ド 番 号         2471                        ＵＲＬ  http://www.spool.co.jp/ 
代  表  者 代表取締役会長兼社長 浦上 壮平 
問合せ先責任者 取締役管理本部担当  佐藤 英朗          ＴＥＬ (03)3517－6633(代) 
 
 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年 11 月期第３四半期の連結業績（平成 19 年 12 月１日 ～ 平成 20 年８月 31 日） 
(1) 連結経営成績                            （％表示は対前年同四半期増減率） 

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

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年 11 月期第３四半期 4,724   7.1 38 △58.5 44 △56.1 19  △61.3
19 年 11 月期第３四半期 4,411  21.4 91 △32.2 102 △16.1 49  △31.9

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

 １株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

20 年 11 月期第３四半期 735   98 － 
19 年 11 月期第３四半期 1,869   87 － 

19 年 11 月期 2,013   71 － 
 
(2) 連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円    銭

20 年 11 月期第３四半期 1,827   1,191   65.1   46,033   59 
19 年 11 月期第３四半期 1,676   1,213   72.2   46,859   82 

19 年 11 月期 1,745   1,216   69.5   46,997   62 
 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高

 百万円 百万円 百万円 百万円

20 年 11 月期第３四半期 △27   △45   141    776   
19 年 11 月期第３四半期 5   △64   △146    673   

19 年 11 月期 64   △68   △166    708   
 
２．配当の状況 

 1 株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

19年 11 月期 
  円   銭

－    －
  円   銭

1,100   00
  円   銭 

1,100   00 

20 年 11 月期（実績） 600   00

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

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

（％表示は対前期増減率） 

 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

通     期 6,612   9.7 120   △4.0 125   △9.1 60   14.4 2,332   00 



   
 

 

2 

 
４．その他 
  
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う

特定子会社の異動） 
： 無 

(2) 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 
(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 
(4) 会計監査人の関与 ： 無 
  

 
５．個別業績の概要（平成 19 年 12 月１日 ～ 平成 20 年８月 31 日） 
(1) 個別経営成績                            （％表示は対前年同四半期増減率） 

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

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年 11 月期第３四半期 4,429    6.4 22 △80.9 48 △58.8  20 △62.1 
19 年 11 月期第３四半期 4,162   22.7 117   19.9 117   64.1  54   38.2 

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

 １株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円    銭

20 年 11 月期第３四半期 792   43 
19 年 11 月期第３四半期 2,056   97 

19 年 11 月期 2,625   82 
 
(2) 個別財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円    銭

20 年 11 月期第３四半期 1,746   1,139   65.2  44,100   04 
19 年 11 月期第３四半期 1,587   1,148   72.3  44,440   20 

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

 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいております。実際の業績等は、今後様々な要因によって予想数値と

異なる結果となる可能性があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間（平成 19年 12 月１日～平成 20 年８月 31 日）におけるわが国経済は、

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

てきた景気が減速しております。 

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

プライアンスの強化、営業部門の細分化による派遣職種の充実化、紹介予定派遣サービスの開始、

組織改編等の施策を実施して参りました。しかし、物流業界においては、大手派遣会社による法令

違反の影響で派遣利用の手控えが進んだ他、景気減退によりスポット需要が減少しております。そ

の結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は 4,724 百万円（前年同期比 7.1％増）となりました。

一方、利益面においては、総合人材アウトソーシング事業において、相対的に利益率の高いスポ

ット業務が減少したため、売上総利益率が前年同期と比較して 0.8 ポイント低下しました。また、

前述の施策実施のための体制整備等を行ったため、人件費を中心に販売費及び一般管理費が増加致

しました。これらの結果、営業利益は 38 百万円（前年同期比 58.5％減）、経常利益は 44 百万円（前

年同期比 56.1％減）となりました。事業セグメントごとの売上高は下表のとおりです。なお、当連

結会計年度より事業セグメントの区分変更を行っております。下表は、前年同期及び前期実績を変

更後のセグメントに組み替えた上で記載しております。 
 

 総合人材アウト

ソーシング事業 

パフォーマンス・

コンサルティング

事業 

モバイル・マー

ケティング事業 
セグメント間の 
売上高消去 合計 

 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 

20 年 11 月期第３四半期 4,417 218 94 △5 4,724 

19 年 11 月期第３四半期 4,151 128 147 △15 4,411 

19 年 11 月期 5,687 192 165 △16 6,028 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

①財政状態の変動状況 
当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末から 81 百万円増加し、1,827 百万円

となりました。これは、法人税等の納付や配当の支払等により負債が減少したものの、短期借入金

の借り増しを行い、現預金が 67 百万円増加したことが主要因であります。 

総負債は、前連結会計年度末から 107 百万円増加し 636 百万円となりました。前述のとおり法人

税等の確定及び中間納付や賞与の支払があったため、未払法人税等及び未払費用が減少しておりま

す。一方、株式会社ジーアイエムの事業承継に備えて財務流動性を確保するために短期借入金を 180

百万円増加させております。その結果、総負債は増加しております。 

純資産合計は、配当金の支払のため、前連結会計年度末比 25 百万円減の 1,191 百万円となってい

ます。総負債が増加し、かつ、純資産が減少したため、自己資本比率は前連結会計年度末比 4.4 ポ

イント減の 65.1％となりました。有利子負債自己資本比率は 18.5％となっております。 

②キャッシュ・フローの状況 

 税金等調整前第３四半期純利益は前年同期比 60 百万円減の 40 百万円となりました。売上債権の

増加額が前年同期比 28 百万円減の 9 百万円に留まりましたが、法人税等の支払が前年同期比 17 百

万円増の 108 百万円であったため、当第３四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フロ

ーは、27 百万円の支出（前年同期は 5百万円の収入）となりました。 
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 当第３四半期連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、45 百万円の支出（前年同期

は 64 百万円の支出）となりました。これは、本社増床・採用拠点出店のための敷金の差入や什器備

品の購入によるものであります。 

当第３四半期連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、141 百万円の収入（前年同期

は 146 百万円の支出）となりました。配当金の支払が 38 百万円ありましたが、短期借入金の借り増

し 180 百万円により、差し引き 141 百万円の収入となっております。 

以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末から 67 百万

円増加し、776 百万円となりました。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

 現時点においては、平成 20 年７月８日に発表いたしました平成 20 年 11 月期の連結業績予想につ

いて変更はありません。 

 

４．その他 

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

該当事項はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：千円、％） 

前年同四半期 
(平成19年11月期
第３四半期末) 

当四半期 
(平成20年11月期
第３四半期末) 

増 減 
(参考) 

平成19年11月期
科 目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

(資産の部)  

Ⅰ 流動資産  

１ 現金及び預金 673,708 776,323 102,615 15.2 708,577

２ 受取手形及び売掛金 624,449 684,995 60,545 9.7 675,042

３ たな卸資産 - 107 107 - 108

４ その他 87,727 84,248 △3,478 △4.0 72,555

５ 貸倒引当金 △2,551 △8,664 △6,112 239.6 △6,614

流動資産合計 1,383,333 1,537,010 153,676 11.1 1,449,669

Ⅱ 固定資産  

１ 有形固定資産 53,771 71,007 17,236 32.1 52,165

２ 無形固定資産  

(1) ソフトウェア 41,912 27,640 △14,272 △34.1 37,221

(2) その他 257 257 - - 257

無形固定資産合計 42,169 27,897 △14,272 △33.8 37,478

３ 投資その他の資産  

(1) 敷金及び保証金 141,889 138,339 △3,550 △2.5 141,581

(2) その他 60,423 68,655 8,232 13.6 78,274

(3) 貸倒引当金 △5,010 △15,457 △10,446 208.5 △13,304

投資その他の資産合計 197,302 191,537 △5,764 △2.9 206,551

固定資産合計 293,243 290,442 △2,800 △1.0 296,195

資産合計 1,676,577 1,827,453 150,875 9.0 1,745,865

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

前年同四半期 
(平成19年11月期
第３四半期末) 

当四半期 
(平成20年11月期
第３四半期末) 

増 減 
(参考) 

平成19年11月期
科 目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

(負債の部)  

Ⅰ 流動負債  

１ 買掛金 10,351 16,369 6,018 58.1 15,040

２ 短期借入金 60,000 220,000 160,000 266.7 40,000

３ 未払費用 198,727 205,306 6,579 3.3 233,260

４ 賞与引当金 21,243 21,641 398 1.9 12,367

５ その他 172,811 173,003 192 0.1 228,492

流動負債合計 463,133 636,321 173,187 37.4 529,160

負債合計 463,133 636,321 173,187 37.4 529,160

(純資産の部)  

Ⅰ 株主資本  

１ 資本金 584,730 584,730 - - 584,730

２ 資本剰余金 465,671 465,671 - - 465,671

３ 利益剰余金 160,175 138,830 △21,344 △13.3 163,735

株主資本合計 1,210,576 1,189,231 △21,344 △1.8 1,214,136

Ⅱ 少数株主持分 2,867 1,899 △967 △33.7 2,568

純資産合計 1,213,443 1,191,131 △22,311 △1.8 1,216,705

負債及び純資産合計 1,676,577 1,827,453 150,875 9.0 1,745,865
 

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

（単位：千円、％） 

前年同四半期 
(平成19年11月期
第３四半期) 

当四半期 
(平成20年11月期
第３四半期) 

増 減 
(参考) 

平成19年11月期
科 目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

Ⅰ 売上高 4,411,773 4,724,563 312,789 7.1 6,028,870

Ⅱ 売上原価 3,193,791 3,405,789 211,998 6.6 4,362,779

売上総利益 1,217,982 1,318,773 100,790 8.3 1,666,091

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,126,066 1,280,611 154,545 13.7 1,541,045

営業利益 91,916 38,161 53,754 △58.5 125,046

Ⅳ 営業外収益 12,260 7,969 4,290 △35.0 16,002

１ 受取利息 1,020 1,085 65 6.4 1,021

２ 持分法による投資利益 10,983 6,776 △4,206 △38.3 14,646

３ その他 256 107 △149 △58.1 333

Ⅴ 営業外費用 1,846 1,239 △607 △32.9 2,429

１ 支払利息 931 606 △325 △34.9 1,220

２ コミットメント・フィー 675 551 △123 △18.2 901

３ 株式交付費 49 - △49 △100.0 49

４ その他 190 81 △109 △57.2 258

経常利益 102,330 44,891 △57,438 △56.1 138,618

Ⅵ 特別損失 1,713 4,411 2,697 157.4 1,957

１ 固定資産除却損 1,713 4,411 2,697 157.4 1,957

税金等調整前 
第３四半期(当期)純利益 

100,616 40,480 △60,135 △59.8 136,661

税金費用 51,214 22,135 △29,078 △56.8 83,998

少数株主利益 
又は少数株主損失(△) 

281 △668 △950 △337.3 △16

第３四半期(当期)純利益 49,119 19,013 △30,106 △61.3 52,679
 

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

 

前四半期（平成19年11月期第３四半期） 

株主資本 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

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

当四半期の変動額  

 剰余金の配当 - - △29,477 - △29,477

 四半期純利益 - - 49,119 - 49,119

 自己株式の取得 - - - △127,200 △127,200

 自己株式の消却 - - △102,184 102,184 -

 自己株式の処分 - - △15,132 25,016 9,883

 株主資本以外の項目の当四半期
の変動額（純額） 

- - - - -

当四半期の変動額合計（千円） - - △97,674 - △97,674

平成19年８月31日残高（千円） 584,730 465,671 160,175 - 1,210,576

 
 

 新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成18年11月30日残高（千円） 50 2,585 1,310,886

当四半期の変動額 

 剰余金の配当 - - △29,477

 四半期純利益 - - 49,119

 自己株式の取得 - - △127,200

 自己株式の消却 - - -

 自己株式の処分 - - 9,883

 株主資本以外の項目の当四半期
の変動額（純額） 

△50 281 231

当四半期の変動額合計（千円） △50 281 △97,442

平成19年８月31日残高（千円） - 2,867 1,213,443

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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当四半期（平成20年11月期第３四半期） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

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

当四半期の変動額  

 剰余金の配当 - - △43,917 △43,917

 四半期純利益 - - 19,013 19,013

 株主資本以外の項目の当四半期
の変動額（純額） 

- - - -

当四半期の変動額合計（千円） - - △24,904 △24,904

平成20年８月31日残高（千円） 584,730 465,671 138,830 1,189,231

 
 

 少数株主持分 純資産合計 

平成19年11月30日残高（千円） 2,568 1,216,705

当四半期の変動額 

 剰余金の配当 - △43,917

 四半期純利益 - 19,013

 株主資本以外の項目の当四半期
の変動額（純額） 

△668 △668

当四半期の変動額合計（千円） △668 △25,573

平成20年８月31日残高（千円） 1,899 1,191,131

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

株主資本 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

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

当連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 - - △29,477 - △29,477

 当期純利益 - - 52,679 - 52,679

 自己株式の取得 - - - △127,200 △127,200

 自己株式の消却 - - △102,184 102,184 -

 自己株式の処分 - - △15,132 25,016 9,883

 株主資本以外の項目の当連結会
計年度中の変動額（純額） 

- - - - -

当連結会計年度中の変動額合計
（千円） 

- - △94,114 - △94,114

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

 
 

 新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成18年11月30日残高（千円） 50 2,585 1,310,886

当連結会計年度中の変動額 

 剰余金の配当 - - △29,477

 当期純利益 - - 52,679

 自己株式の取得 - - △127,200

 自己株式の消却 - - -

 自己株式の処分 - - 9,883

 株主資本以外の項目の当連結会
計年度中の変動額（純額） 

△50 △16 △66

当連結会計年度中の変動額合計
（千円） 

△50 △16 △94,181

平成19年11月30日残高（千円） - 2,568 1,216,705

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

（単位：千円、％） 

 
前年同四半期 

(平成19年11月期
第３四半期) 

当四半期 
(平成20年11月期
第３四半期) 

(参考) 
平成19年11月期

区分 金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

１ 税金等調整前第３四半期(当期)純利益 100,616 40,480 136,661

２ 減価償却費 26,109 29,155 35,863

３ 貸倒引当金の増加額 2,687 4,203 15,043

４ 賞与引当金の増加額 15,301 9,274 6,424

５ 受取利息 △1,020 △1,085 △1,021

６ 支払利息 931 606 1,220

７ 持分法による投資利益 △10,983 △6,776 △14,646

８ 固定資産除却損 1,713 4,411 1,957

９ 売上債権の増加額 △38,220 △9,953 △88,812

10 たな卸資産の減少額 589 1 480

11 仕入債務の増加額 5,000 1,329 9,689

12 未払費用の増減額 △9,600 △27,953 24,931

13 その他 3,465 11,269 25,558

小計 96,589 54,962 153,350

14 利息及び配当金の受取額 1,020 26,409 1,021

15 利息の支払額 △933 △574 △1,194

16 法人税等の支払額 △90,843 △108,773 △88,977

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,832 △27,975 64,200

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

１ 有形固定資産の取得による支出 △24,960 △39,171 △28,661

２ 無形固定資産の取得による支出 △1,341 △3,656 △1,341

３ 関係会社株式の取得による支出 - △5,200 -

４ 敷金保証金の差入による支出 △44,026 △25,994 △58,414

５ その他 5,561 28,681 20,153

投資活動によるキャッシュ・フロー △64,765 △45,340 △68,264

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

１ 短期借入金の増減 - 180,000 △20,000

２ 配当金の支払 △29,477 △38,937 △29,477

３ 自己株式の取得による支出 △127,200 - △127,200

４ 自己株式の処分による収入 9,833 - 9,833

財務活動によるキャッシュ・フロー △146,844 141,062 △166,844

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 △205,777 67,746 △170,908

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

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期 
連結会計期間末(期末)残高 

673,708 776,323 708,577

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

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数       ３社 

すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の名称  ㈱エスプール・マーケティング、㈱エスプール総合研

究所及び㈱ＧＩＭ（旧㈱パスカル） 

２ 持分法の適用に関する事項 持分法を適用した関連会社数 ２社 

すべての関連会社に持分法を適用しております。 

関連会社の名称  ㈱ケータイソリューション、イーカムワークス㈱ 

イーカムワークス㈱は、当四半期に当該会社の持分を取得したことに伴い、

持分法を適用しております。 

３ 連結子会社の四半期決算日に関す
る事項 

連結子会社の第３四半期決算日と第３四半期連結決算日は一致しておりま

す。 

４ 会計処理基準に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

たな卸資産 

仕掛品 

個別法による原価法によっております。 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物   10年～15年 

その他  ３年～10年 

（追加情報） 

 当四半期から、平成19年度の法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日

以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年

から５年間で均等償却する方法によっております。なお、この変更が損益

に与える影響は軽微であります。 

②無形固定資産 

ソフトウェア 

社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。

 

(3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

②賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当第

３四半期連結会計期間の負担額を計上しております。 

 (4) その他四半期連結財務諸表作成のための重要な事項 

①消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

②法人税、住民税及び事業税の会計処理 

法人税、住民税及び事業税は、税金等調整前第３四半期純利益に年

間予想税金負担率を乗じて計算しております。 

５ 四半期連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)

は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資からなっております。 
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(6) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前年同四半期（平成19年11月期第３四半期） 

 

総合人材アウ
トソーシング

事業 
(千円) 

モバイル・マ
ーケティング

事業 
(千円) 

 
その他事業

 
(千円) 

 
計 
 

(千円) 

消去 
又は全社 

 
(千円) 

 
連結 
 

(千円) 

売上高   

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

4,077,692 147,751 186,329 4,411,773 - 4,411,773

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

13,383 - 2,050 15,433 (15,433) -

計 4,091,076 147,751 188,379 4,427,207 (15,433) 4,411,773

営業費用 3,730,290 132,297 206,541 4,069,129 250,728 4,319,857

営業利益又は営業損失(△) 360,785 15,454 △18,161 358,078 (266,162) 91,916

(注) 1. 事業の区分は、役務の種類・性質を考慮して区分しております。 

2. 各区分の主な業務 

(1)総合人材アウトソーシング事業･･････人材派遣、業務請負 

(2)モバイル・マーケティング事業･･････市場調査、販促企画 

(3)その他事業･･････コンサルティング、教育研修 

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用266,162千円の主なものは、当社の管理部門

に係る費用であります。 

 

 

当四半期（平成20年11月期第３四半期） 

 

総合人材アウ
トソーシング

事業 
(千円) 

パフォーマン
ス・コンサル
ティング事業

(千円) 

モバイル・マ
ーケティング

事業 
(千円) 

 
計 
 

(千円) 

消去 
又は全社 

 
(千円) 

 
連結 
 

(千円) 

売上高   

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

4,414,158 215,703 94,701 4,724,563 - 4,724,563

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

3,088 2,700 180 5,968 (5,968) -

計 4,417,246 218,403 94,881 4,730,531 (5,968) 4,724,563

営業費用 4,093,479 180,598 106,822 4,380,900 305,501 4,686,401

営業利益又は営業損失(△) 323,766 37,805 △11,940 349,631 (311,470) 38,161

(注) 1. 事業の区分は、役務の種類・性質を考慮して区分しております。 

2. 各区分の主な業務 

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

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

(3)モバイル・マーケティング事業･･････市場調査、販促企画 

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用311,470千円の主なものは、当社の管理部門

に係る費用であります。 

4. 事業区分の変更 

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

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

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

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

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

す。 
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前年同四半期（平成19年11月期第３四半期） 

 

総合人材アウ
トソーシング

事業 
(千円) 

パフォーマン
ス・コンサル
ティング事業

(千円) 

モバイル・マ
ーケティング

事業 
(千円) 

 
計 
 

(千円) 

消去 
又は全社 

 
(千円) 

 
連結 
 

(千円) 

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

4,137,764 126,257 147,751 4,411,773 - 4,411,773

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 

13,383 2,050 - 15,433 (15,433) -

計 4,151,147 128,307 147,751 4,427,207 (15,433) 4,411,773

営業費用 3,775,038 161,793 132,297 4,069,129 250,728 4,319,857

営業利益 
又は営業損失(△) 

376,109 △33,485 15,454 358,078 (266,162) 91,916

 
前期（平成19年11月期） 

 

総合人材アウ
トソーシング

事業 
(千円) 

パフォーマン
ス・コンサル
ティング事業

(千円) 

モバイル・マ
ーケティング

事業 
(千円) 

 
計 
 

(千円) 

消去 
又は全社 

 
(千円) 

 
連結 
 

(千円) 

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

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

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 

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

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

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

営業利益 
又は営業損失(△) 

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

 
 

前期（平成19年11月期） 

 

総合人材アウ
トソーシング

事業 
(千円) 

モバイル・マ
ーケティング

事業 
(千円) 

 
その他事業

 
(千円) 

 
計 
 

(千円) 

消去 
又は全社 

 
(千円) 

 
連結 
 

(千円) 

売上高   

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

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

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

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

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

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

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

(注) 1. 事業の区分は、役務の種類・性質を考慮して区分しております。 

2. 各区分の主な業務 

(1)総合人材アウトソーシング事業･･････人材派遣、業務請負 

(2)モバイル・マーケティング事業･･････市場調査、販促企画 

(3)その他事業･･････コンサルティング、教育研修 

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用338,684千円の主なものは、当社の管理部門

に係る費用であります。 
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【所在地別セグメント情報】 

前年同四半期（平成19年11月期第３四半期） 

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

 

当四半期（平成20年11月期第３四半期） 

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

 

前期（平成19年11月期） 

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

 

 

【海外売上高】 

前年同四半期（平成19年11月期第３四半期） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

 

当四半期（平成20年11月期第３四半期） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

 

前期（平成19年11月期） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 
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６．四半期個別財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 
（単位：千円、％） 

前年同四半期 
(平成19年11月期
第３四半期末) 

当四半期 
(平成20年11月期
第３四半期末) 

増 減 
(参考) 

平成19年11月期
科 目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

(資産の部)  

Ⅰ 流動資産  

１ 現金及び預金 559,799 521,102 △38,696 △6.9 600,063

２ 売掛金 599,865 648,261 48,395 8.1 636,381

３ その他 119,341 94,389 △24,952 △20.9 123,263

４ 貸倒引当金 △2,399 △8,427 △6,027 251.2 △6,378

流動資産合計 1,276,607 1,255,326 △21,281 △1.7 1,353,329

Ⅱ 固定資産  

１ 有形固定資産 37,887 59,097 21,210 56.0 37,455

２ 無形固定資産  

(1) ソフトウェア 41,912 27,640 △14,272 △34.1 37,221

(2) その他 257 257 - - 257

無形固定資産合計 42,169 27,897 △14,272 △33.8 37,478

３ 投資その他の資産  

(1) 関係会社株式 85,214 254,414 169,200 198.6 85,214

(2) 敷金及び保証金 141,889 138,339 △3,550 △2.5 141,581

(3) その他 9,033 26,949 17,916 198.3 23,220

(4) 貸倒引当金 △5,010 △15,457 △10,446 208.5 △13,304

投資その他の資産合計 231,126 404,245 173,118 74.9 236,712

固定資産合計 311,183 491,240 180,057 57.9 311,646

資産合計 1,587,791 1,746,567 158,776 10.0 1,664,975

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

(平成19年11月期
第３四半期末) 

当四半期 
(平成20年11月期
第３四半期末) 

増 減 
(参考) 

平成19年11月期科 目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

(負債の部)  

Ⅰ 流動負債  

１ 買掛金 8,015 12,235 4,219 52.6 8,354

２ 短期借入金 60,000 220,000 160,000 266.7 40,000

３ 未払費用 191,924 199,123 7,199 3.8 219,835

４ 賞与引当金 17,465 18,445 980 5.6 11,858

５ その他 162,318 157,482 △4,835 △3.0 222,200

流動負債合計 439,723 607,287 167,563 38.1 502,248

負債合計 439,723 607,287 167,563 38.1 502,248

(純資産の部)  

Ⅰ 株主資本  

１ 資本金 584,730 584,730 - - 584,730

２ 資本剰余金 465,671 465,671 - - 465,671

３ 利益剰余金 97,666 88,878 △8,787 △9.0 112,325

株主資本合計 1,148,068 1,139,280 △8,787 △0.8 1,162,726

純資産合計 1,148,068 1,139,280 △8,787 △0.8 1,162,726

負債及び純資産合計 1,587,791 1,746,567 158,776 10.0 1,664,975
 

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

（単位：千円、％） 

前年同四半期 
(平成19年11月期
第３四半期) 

当四半期 
(平成20年11月期
第３四半期) 

増 減 
(参考) 

平成19年11月期
科 目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

Ⅰ 売上高 4,162,190 4,429,778 267,587 6.4 5,701,897

Ⅱ 売上原価 3,059,156 3,291,041 231,884 7.6 4,198,868

売上総利益 1,103,033 1,138,736 35,702 3.2 1,503,029

Ⅲ 販売費及び一般管理費 985,098 1,116,218 131,119 13.3 1,349,728

営業利益 117,934 22,518 △95,416 △80.9 153,300

Ⅳ 営業外収益 1,029 26,908 25,878 2,512.9 1,596

Ⅴ 営業外費用 1,846 1,201 △644 △34.9 2,429

経常利益 117,117 48,225 △68,892 △58.8 152,467

Ⅵ 特別損失 1,713 4,411 2,697 157.4 1,957

税引前第３四半期(当期) 
純利益 

115,404 43,813 △71,590 △62.0 150,509

税金費用 61,369 23,342 △38,027 △62.0 81,816

第３四半期(当期)純利益 54,034 20,471 △33,562 △62.1 68,693

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

 
前四半期（平成19年11月期第３四半期） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 
利益剰余金

 
資本金 

資本準備金
資本剰余金

合計 
繰越 

利益剰余金

利益剰余金 
合計 

自己株式 
株主資本合

計 

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

当四半期の変動額    

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

 四半期純利益 - - - 54,034 54,034 - 54,034

 自己株式の取得 - - - - - △127,200 △127,200

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

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

 株主資本以外の項目の当四
半期の変動額（純額） 

- - - - - - -

当四半期の変動額合計（千円） - - - △92,759 △92,759 - △92,759

平成19年８月31日残高（千円） 584,730 465,671 465,671 97,666 97,666 - 1,148,068

 
 

 新株予約権 純資産合計

平成18年11月30日残高（千円） 50 1,240,877

当四半期の変動額  

 剰余金の配当 - △29,477

 四半期純利益 - 54,034

 自己株式の取得 - △127,200

 自己株式の消却 - -

 自己株式の処分 - 9,883

 株主資本以外の項目の当四
半期の変動額（純額） 

△50 △50

当四半期の変動額合計（千円） △50 △92,809

平成19年８月31日残高（千円） - 1,148,068

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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当四半期（平成20年11月期第３四半期） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 
利益剰余金

 
資本金 

資本準備金
資本剰余金

合計 
繰越 

利益剰余金

利益剰余金 
合計 

株主資本 
合計 

純資産 
合計 

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

当四半期の変動額    

 剰余金の配当 - - - △43,917 △43,917 △43,917 △43,917

 四半期純利益 - - - 20,471 20,471 20,471 20,471

 株主資本以外の項目の当四
半期の変動額（純額） 

- - - - - - -

当四半期の変動額合計（千円） - - - △23,446 △23,446 △23,446 △23,446

平成20年８月31日残高（千円） 584,730 465,671 465,671 88,878 88,878 1,139,280 1,139,280

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

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 
利益剰余金

 
資本金 

資本準備金
資本剰余金

合計 
繰越 

利益剰余金

利益剰余金 
合計 

自己株式 
株主資本
合計 

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

事業年度中の変動額    

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

 当期純利益 - - - 68,693 68,693 - 68,693

 自己株式の取得 - - - - - △127,200 △127,200

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

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

 株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

- - - - - - -

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

- - - △78,101 △78,101 - △78,101

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

 

 
新株 
予約権 

純資産 
合計 

平成18年11月30日残高（千円） 50 1,240,877

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当 - △29,477

 当期純利益 - 68,693

 自己株式の取得 - △127,200

 自己株式の消却 - -

 自己株式の処分 - 9,883

 株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

△50 △50

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

△50 △78,151

平成19年11月30日残高（千円） - 1,162,726

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

 

１ 資産の評価基準及び評価方法 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法によっております。 

２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物   10年～15年 

その他  ３年～10年 

（追加情報） 

 当四半期から、平成19年度の法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日

以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年

から５年間で均等償却する方法によっております。なお、この変更が損益

に与える影響は軽微であります。 

(2) 無形固定資産 

ソフトウェア 

社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。 

 (2) 賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当第３四

半期会計期間の負担額を計上しております。 

４ その他四半期財務諸表作成のため

の重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

(2) 法人税、住民税及び事業税の会計処理 

法人税、住民税及び事業税は、税引前第３四半期純利益に年間予想税金

負担率を乗じて計算しております。 
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