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1.  平成21年6月期第2四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年12月31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6月期第2四半期 188,418 ― △49 ― △4,609 ― △8,774 ―
20年6月期第2四半期 333,339 158.3 △1,371 ― △5,285 ― △759 ―

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6月期第2四半期 △2,932.39 ―
20年6月期第2四半期 △313.95 ―

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6月期第2四半期 166,003 9,828 △7.8 △4,311.15
20年6月期 202,040 18,152 △2.7 △1,830.17

（参考） 自己資本   21年6月期第2四半期  △12,900百万円 20年6月期  △5,476百万円

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6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年6月期 ― ― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 347,000 △40.1 1,100 ― △4,400 ― △10,000 ― △3,341.86

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」をご覧下さい。  

(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.上記に掲載された予想値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り上記予想数値と異なる場合があります。 
２.当連結会計年度より「四半期連結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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第2四半期  3,022,118株 20年6月期  3,022,118株
② 期末自己株式数 21年6月期第2四半期  29,773株 20年6月期  29,773株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第2四半期  2,992,345株 20年6月期第2四半期  2,419,433株



経営成績に関する分析 

 当第２四半期連結累計期間（2008年７月１日～2008年12月31日）におけるわが国経済は、米国で発生したサブプ

ライムローン問題に端を発した金融危機、世界的な信用収縮や株式市場の低迷等により実体経済にまで影響がみら

れ、輸出産業を中心に景気は後退局面に入っております。雇用情勢におきましても、この外部環境の激変により有

効求人倍率の低下、さらに雇用調整などますます厳しい環境となっております。 

  

 このような環境の下、当社グループは、2008年10月14日に『事業再建計画（中期経営計画）』を策定し、併せ

て、「事業再建計画」実現のための「業務構造改革」として、（１）事業会社の再編、（２）希望退職者募集によ

る人件費の削減、（３）本社移転等を実施していくことを発表し、2008年11月に本社移転と人員削減を行い、2009

年１月に事業会社の再編を実施しました。 

 上記施策を実施した結果、当第２四半期連結会計期間（2008年10月１日～2008年12月31日）において１年振りに

11億46百万円の営業利益となりました。 

 また、2008年12月24日に「Ａ種優先株式の発行の中止ならびに第三者割当により発行される普通株式およびＢ種

優先株式の募集に関するお知らせ」を発表し、引き続き財務基盤の拡充にも努めております。 

 当社グループは、上記施策を基にビジネスモデルの変革を実行し、技術者派遣事業を中心に利益成長と適正な資

源配分により、日本発の世界人材ビジネス市場におけるグローバルプレイヤーとして確固たる地位を確立し、「世

界人材ビジネス市場においてトップレベルの高収益構造を実現する」ことを目指すべく、中長期的に安定した経営

基盤の構築に取り組んでおります。 

  

 当第２四半期連結累計期間（2008年７月１日～2008年12月31日）においては、国内においては日雇い事業からの

撤退により約800億円ならびに選択と集中による事業譲渡等の実施により約350億円、および景気後退による国内メ

ーカー等の生産縮小等の影響により約200億円の減少となり、海外事業は比較的堅調に推移しましたが主に為替変動

の影響により約100億円の減少となり、売上高は前年同期比1,449億20百万円減少して 1,884億18百万円と大幅な減

少となりました。（注１） 

 利益面では、売上高の減少および日雇い事業からの撤退などの影響もありながら、業務構造改革における本社移

転や人員削減による販管費の削減により、営業利益は前年同期比13億22百万円改善して49百万円の営業損失、経常

利益は前年同期より６億75百万円改善して46億９百万円の経常損失となりました。 

 また、「事業再建計画」による組織再編成費用等の特別損失計上のため、87億74百万円の四半期純損失となりま

した。  

  

 なお、介護・医療支援事業とその他事業は事業譲渡や売却により重要性が低下したためセグメント別の記載はし

ておりません。 

  

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 



＜第２四半期連結累計期間業績ハイライト＞ 
                                              （単位：百万円） 

※増減率は、当第２四半期連結累計期間と前第２四半期連結累計期間を比較しています。 

  

（注１）海外事業の決算期について 

 海外事業の決算は３月期のため、2008年４月１日から2008年９月30日までの６ヶ月間の業績が反映されていま

す。 

  

（注２）のれん償却額の減少について 

 当第２四半期連結累計期間ののれん償却額は、前年同四半期比１億85百万円減少の15億15百万円となっておりま

す。 

 ＜内訳＞ 

 のれん償却額  

    ラディアホールディングス・プレミア㈱の国内子会社  …  ８億24百万円 

  ラディアホールディングス・プレミア㈱の海外子会社  …  ５億47百万円 

  その他子会社                    …   １億44百万円 

  

（注３）特別損益について 

 当第２四半期連結累計期間の特別損益の主な内訳は以下のとおりです。 

 ＜内訳＞                             （単位：百万円） 

      

 第２四半期 

連結累計期間 

(2008年７月１日

～12月31日) 

 前第２四半期 

連結累計期間 

(2007年７月１日

～12月31日) 

 増減率 ※ 
  

 第１四半期 

連結会計期間 

(2008年７月１日

～９月30日) 

 第２四半期 

連結会計期間 

(2008年10月１日

～12月31日) 

 売上高    96,954  91,464     188,418     333,339   △43.5％ 

 売上原価    78,581  72,416      150,998     263,996   △42.8％ 

 売上総利益    18,372  19,048          37,420      69,342   △46.0％ 

 販売費・一般管理費    19,568  17,901          37,470         70,714   △47.0％ 

  (のれん償却額)     注２    762    753      1,515      1,700   △10.9％ 

 営業利益    △1,196  1,146            △49     △1,371      － 

 支払利息    1,342  1,386            2,729      3,532   △22.7％ 

 経常利益    △2,705  △1,904         △4,609     △5,285      － 

 特別損益       注３     △3,092    △1,077        △4,170      7,294      － 

 四半期純利益又は純損失(△)    △6,523    △2,251         △8,774      △759      － 

 内容  対象額 

 経常損失        △4,609

 子会社清算益         1,095

 事業構造改善費用       △4,056

 減損損失        △705

 その他特別損益        △504

 税金等調整前四半期純損失       △8,779

 法人税等および少数株主損益           5

 四半期純損失       △8,774



    

 当第２四半期連結会計期間末における資産、負債、純資産等の状況は下記の通りです。 

① 流動資産 

 流動資産は665億26百万円と前期末に比べ250億62百万円の減少となりました。これは主に、㈱グッドウィルの廃

業や業績悪化に伴い、受取手形・売掛金が440億98百万円と前期末に比べ129億15百万円の減少となったこと等によ

るものであります。 

② 固定資産 

 固定資産は994億77百万円と前期末に比べ109億74百万円の減少となりました。これは主に、非中核事業資産であ

る固定資産の売却を進めた結果、土地が43億11百万円、建物及び構築物が22億85百万円減少したこと等によるもの

であります。 

③ 流動負債 

 流動負債は859億35百万円と前期末に比べ121億44百万円の減少となりました。 

 これは主に、社債の減少11億10百万円、短期借入金（１年内返済長期借入金を含む。）の増加69億43百万円、賞

与引当金の減少33億83百万円、事業撤退損失引当金の取崩し52億90百万円、未払費用の減少84億25百万円等による

ものであります。 

④ 固定負債 

 固定負債は702億39百万円と前期末に比べ155億68百万円の減少となりました。 

 これは主に、社債の減少21億55百万円、長期借入金の減少124億52百万円(１年内返済長期借入金に振替えたもの

を含む。）等によるものであります。 

⑤ 純資産 

 純資産は98億28百万円と前期末に比べ83億23百万円の減少となりました。これは主に当第２四半期連結会計期間

の純損失87億74百万円によるものであります。 

  

 当第２四半期連結累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、115億20百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりであります。 

  

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果減少した資金は、60億38百万円となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純損失が87億79百万円であったこと、減価償却費を19億11百万円、のれん償却

額を15億15百万円それぞれ計上したこと、事業構造改善引当金が18億51百万円増加したこと、利息の支払が26億66

百万円発生したこと等によるものであります。 

  

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果増加した資金は、62億96百万円となりました。 

 これは主に、遊休不動産の売却により有形固定資産売却収入が51億73百万円発生したこと等によるものでありま

す。 

  

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果減少した資金は、70億58百万円となりました。 

 これは主に長期借入金を58億７百万円返済したこと、社債の償還による支出が21億95百万円発生したこと等によ

るものであります。   

  

業績予想につきましては、現時点において2008年10月14日発表の業績予想に変更はありません。  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 



  

 該当事項はありません。 

  該当事項はありません。  

①「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）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。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（2008年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第

１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

  「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 2006年７月５日）を第１四半期連結会計期間か

ら適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しておりま

す。これによる損益の影響額は、軽微であります。 

③「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 

  第１四半期連結会計期間より、「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 2006年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。これによる損益

の影響額は、軽微であります。  

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） 

（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 

（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 

（４）連結子会社の事業年度に関する事項の変更 

  従来、連結子会社のうち決算日が３月31日であった㈱バンテクノ、ラディアホールディングス・プレミア㈱

（2008年10月１日付で㈱グッドウィル・プレミアより商号変更をしております）および同社の国内子会社につ

いては同日現在の財務諸表を利用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については必要な調整を行ってお

りましたが、第１四半期連結会計期間より決算日を６月30日に変更しております。これに伴い2008年４月から

６月までの３ヶ月の損益については利益剰余金に直接計上しております。 



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２四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,658 11,137

受取手形及び売掛金 44,098 57,014

たな卸資産 601 753

その他 11,746 23,887

貸倒引当金 △1,578 △1,204

流動資産合計 66,526 91,589

固定資産   

有形固定資産 26,037 33,210

無形固定資産   

のれん 51,666 52,731

その他 11,238 11,716

無形固定資産合計 62,904 64,448

投資その他の資産   

その他 15,587 17,211

貸倒引当金 △3,404 △2,770

投資損失引当金 △1,648 △1,648

投資その他の資産合計 10,534 12,792

固定資産合計 99,477 110,451

資産合計 166,003 202,040

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,976 3,252

短期借入金 40,773 33,830

未払費用 22,552 30,977

未払法人税等 377 1,699

賞与引当金 3,391 6,775

受注損失引当金 286 59

データ装備費損失引当金 547 806

介護報酬返還引当金 17 105

事業撤退損失引当金 1,378 6,669

事業構造改善引当金 1,851 －

その他 11,783 13,904

流動負債合計 85,935 98,080

固定負債   

社債 735 2,890

長期借入金 62,197 74,649

退職給付引当金 4,155 4,490

その他 3,151 3,777



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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６月30日) 

固定負債合計 70,239 85,808

負債合計 156,175 183,888

純資産の部   

株主資本   

資本金 34,517 34,517

資本剰余金 43,877 43,878

利益剰余金 △88,146 △78,582

自己株式 △2,505 △2,506

株主資本合計 △12,256 △2,691

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5 △212

為替換算調整勘定 △638 △2,572

評価・換算差額等合計 △644 △2,784

少数株主持分 22,728 23,628

純資産合計 9,828 18,152

負債純資産合計 166,003 202,040



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 188,418

売上原価 150,998

売上総利益 37,420

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 16,401

貸倒引当金繰入額 172

その他 20,897

販売費及び一般管理費合計 37,470

営業損失（△） △49

営業外収益  

受取利息 47

受取賃貸料 64

その他 202

営業外収益合計 315

営業外費用  

支払利息 2,729

為替差損 1,456

その他 689

営業外費用合計 4,875

経常損失（△） △4,609

特別利益  

固定資産売却益 240

子会社清算益 1,095

その他 115

特別利益合計 1,451

特別損失  

固定資産売却損 203

減損損失 705

事業構造改善費用 4,056

その他 656

特別損失合計 5,621

税金等調整前四半期純損失（△） △8,779

法人税、住民税及び事業税 126

法人税等調整額 1,410

法人税等合計 1,537

少数株主損失（△） △1,542

四半期純損失（△） △8,774



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 91,464

売上原価 72,416

売上総利益 19,048

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 7,770

貸倒引当金繰入額 62

その他 10,068

販売費及び一般管理費合計 17,901

営業利益 1,146

営業外収益  

受取利息 15

その他 62

営業外収益合計 77

営業外費用  

支払利息 1,386

為替差損 1,461

その他 281

営業外費用合計 3,129

経常損失（△） △1,904

特別利益  

固定資産売却益 40

貸倒引当金戻入額 29

その他 32

特別利益合計 101

特別損失  

固定資産売却損 181

減損損失 582

その他 416

特別損失合計 1,179

税金等調整前四半期純損失（△） △2,982

法人税、住民税及び事業税 △5

法人税等調整額 △88

法人税等合計 △94

少数株主損失（△） △637

四半期純損失（△） △2,251



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △8,779

減価償却費 1,911

減損損失 705

固定資産売却損益（△は益） △37

子会社清算損益（△は益） △1,095

のれん償却額 1,515

貸倒引当金の増減額（△は減少） 387

退職給付引当金の増減額（△は減少） 253

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,572

事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） △5,290

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） 1,851

介護報酬返還引当金の増減額 △87

データ装備費損失引当金の増減額 △26

受取利息及び受取配当金 △48

支払利息 2,729

売上債権の増減額（△は増加） 9,063

たな卸資産の増減額（△は増加） 72

仕入債務の増減額（△は減少） △232

未払費用の増減額（△は減少） △6,977

その他 3,855

小計 △6,804

利息及び配当金の受取額 42

利息の支払額 △2,666

法人税等の支払額 △1,185

法人税等の還付額 4,575

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,038

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） 1,497

投資有価証券の売却による収入 400

子会社の清算による収入 25

有形固定資産の取得による支出 △403

有形固定資産の売却による収入 5,173

無形固定資産の取得による支出 △259

貸付けによる支出 △436

貸付金の回収による収入 855

営業譲受による支出 △209

その他 △346

投資活動によるキャッシュ・フロー 6,296



（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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 5,503

短期借入金の返済による支出 △4,500

長期借入金の返済による支出 △5,807

社債の償還による支出 △2,195

配当金の支払額 △2

その他 △57

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,058

現金及び現金同等物に係る換算差額 12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,788

現金及び現金同等物の期首残高 9,689

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物
の増加高

9,015

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △396

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,520



 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 

 当社グループは、㈱コムスンの事業撤退および㈱グッドウィルの廃業により、2007年６月期に40,708百万円の当期

純損失、2008年６月期に 6,683百万円の営業損失、27,416百万円の当期純損失と２期連続して多額の損失を計上いた

しました。この結果、当社グループの2008年６月期株主資本は 2,691百万円の債務超過になっておりました。これら

の結果を受け、当社グループに対する 大の融資先であるPromontoria Investments I B.V.を含む一部の取引金融機

関との間の借入契約上の財務制限条項に抵触した債務が75,754百万円存在し、その期限の利益を喪失しました。ま

た、2008年12月25日に予定していたPromontoria Investments I B.V.に対する債務の株式化による第三者割当増資

(Ａ種優先株式)15,500百万円の株式引受契約の前提条件においてこれに抵触しておりました。 

 加えて、2008年７月28日には、当社が借入を行っている取引金融機関 24行/社に対して、借入金元本の１年間の返

済猶予を要請しております関係から、結果的には同月末日以降に期限が到来した借入金元本について、返済猶予の交

渉がまとまるまでの期間一時的に延滞が発生いたしました。 

 また、当第２四半期連結累計期間においては、 8,774百万円の四半期純損失となり、当第２四半期連結会計期間末

の株主資本は12,256百万円の債務超過となりました。 

 上記の状況により、当社グループには継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 当社グループは当該状況を解消するため、2008年10月に公表しました事業再建計画を骨子とした中期経営計画の実

現に取り組んでおり、Promontoria Investments I B.V.と協力して企業価値向上のために事業改革を推進してまいり

ます。なお、Promontoria Investments I B.V.は2008年４月25日に 500,000株の普通株式を引き受けており、加えて

同年７月には同社から新規融資を受けております。 

  

（中期経営計画の内容） 

① 事業のリストラクチャリング 

当社グループのビジネスの焦点を付加価値の高い５つの専門分野（技術者派遣・製造メーカー向けソリューション事

業・顧客人事業務支援サービス・ハイスキル人材サービス・商業系人材サービス）に集中し、利益成長と適正な資源

配分により中長期的に安定した成長をするための経営基盤を構築します。又、同一セグメントの事業会社の統合を実

施し重複した本社・営業所機能を統合し、サービスレベル向上とコストの削減を図ります。 

② 海外事業の拡大 

中長期的に拡大を続ける世界における人材派遣マーケットにおいて、引き続き安定した売上拡大を目指し、既存事業

の成長および海外での展開国数の増大により売上規模を増加させていきます。同時に、海外事業の本社機能の集約化

によるさらなるコスト削減を行い、収益を確保いたします。 

③ 国内事業の経費削減 

事業規模の縮小に伴い管理社員の希望退職制度を導入し、1,120名の募集を実施するなど約1,600名の削減を計画して

おります。又、現在406拠点ある営業所を204拠点へ縮小するほか、事業会社の本社を東京ミッドタウンから移転し事

業規模に見合った事務所へと縮小いたします。 

④ 新社名によるブランド・イメージの再構築 

一連の不祥事により毀損した信用を回復し、新たなブランド・イメージを構築するため、2008年10月より「ラディア

ホールディングス株式会社」という新社名の下、グループ一体となって経営再建を推進してまいります。 
  
 一方、当社が2008年７月に返済猶予の依頼を要請した借入金については、2008年12月末現在、借入金残高の97％の

金融機関(Promontoria Investments I B.V.を含む)から2009年６月末に至る返済猶予の同意をいただいており、その

期限の利益を回復しております。なお、当連結会計期間中に、来期に向けた返済猶予期間の更新を要請し同意をいた

だく方針であります。 

 当社は、2008年12月25日にPromontoria Investments I B.V.に対する債務の株式化による第三者割当増資（Ａ種優

先株式）15,500百万円を予定しておりましたが、当社株価と転換価額との間に著しい乖離が生じたため、両者間で協

議を重ねた結果、合意解除いたしました。これに代わる新たな資本政策として、Promontoria Investments I B.V.、

Promontoria Investments Ⅱ B.V.およびPromontoria Investments Ⅲ B.V.に対する債務の株式化による第三者割当

増資（普通株式)1,872百万円を２月６日に実行しました。さらに債務の株式化による第三者割当増資(Ｂ種優先株式)

13,600百万円を2009年６月に予定しており前述のＡ種優先株式と同程度の資本増強策を実行いたします。 

 当社は米国にて人材派遣会社の再建実績を持つ、Charles J. Abadie氏を2008年９月30日付けで当社代表取締役会

長に迎え、収益性とキャッシュフローの改善に努めるほか、当社グループの保有する不動産の売却を進めることで資

金を調達する見通しであります。これらの結果、当社の経営および資金繰りは安定的に推移するものと見込んでおり

ます。 
  
 以上の理由から、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四

半期連結財務諸表には反映しておりません。  



 当第２四半期連結会計期間(自2008年10月１日 至2008年12月31日)及び当第２四半期連結累計期間（自2008年７月１日

至2008年12月31日） 

 前連結会計年度においては、人材派遣・請負事業、介護・医療支援事業、その他の事業に区分しておりました。介護・

医療支援事業は、事業撤退により事業規模が縮小し、全セグメントの売上高の合計および営業利益の金額の合計額に占め

る人材派遣・請負事業の売上高および営業利益の割合がいずれも90％超となりました。そのため、事業の種類別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

  

 当第２四半期連結会計期間（自 2008年10月１日 至 2008年12月31日）            （単位：百万円）

  

 当第２四半期連結累計期間（自 2008年７月１日 至 2008年12月31日）            （単位：百万円）

 （注）１. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 (１)北米：アメリカ 

 (２)欧州：オランダ、イギリス 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

  日本 北米 欧州 計
消去又は 
全社 連結

売上高                                     

(1）外部顧客に対する売上高 49,883 30,763 10,818  91,464  － 91,464

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 39  －  －  39 (39)  －

計 49,923 30,763 10,818  91,504 (39) 91,464

営業利益(又は営業損失) (398) 223 17  (156)  1,303 1,146

  日本 北米 欧州 計
消去又は 
全社 連結

売上高                                     

(1）外部顧客に対する売上高 104,838 61,669 21,910  188,418  － 188,418

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 106 － －  106 (106)  －

計 104,945 61,669 21,910  188,525 (106) 188,418

営業利益(又は営業損失) (1,692) 193 35  (1,463)  1,413 (49)



  

 当第２四半期連結会計期間（自 2008年10月１日 至 2008年12月31日） 

 当第２四半期連結累計期間（自 2008年７月１日 至 2008年12月31日） 

 （注）１. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 (１)北米：アメリカ 

 (２)欧州：オランダ、イギリス 

３. 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  

〔海外売上高〕 

  北米 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 30,763  10,818 41,581

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  － 91,464

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 33.6  11.8 45.5

  北米 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 61,669  21,910 83,580

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  － 188,418

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 32.7  11.6 44.4

（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。 

  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 2007年７月１日 
至 2007年12月31日） 

区分 金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高        333,339  100.0

Ⅱ 売上原価        263,996  79.2

売上総利益        69,342  20.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費        70,714  21.2

営業損失（△）        △1,371  △0.4

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  428            

２．受取手数料  12            

３．受取賃貸料  230            

４．還付加算金  98            

５．その他   649  1,418  0.4

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  3,532            

２．支払手数料  1,151            

３．為替差損  7            

４．その他  641  5,332  1.6

経常損失（△）        △5,285  △1.6

Ⅵ 特別利益                  

１．介護事業売却益  17,910            

２．固定資産売却益  1,173            

３．投資有価証券売却益  1,279            

４．その他  17  20,380  6.1

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産売却損  21            

２．固定資産除却損  207            

３．減損損失  4,831            

４．貸倒引当金繰入額  198            

５．投資有価証券評価損  239            

６．投資有価証券売却損  224            

７．店舗閉鎖損失  2,220            

８．投資損失引当金繰入額  1,999            

９．事業撤退損失  389            

10．介護報酬返還損失  1,877            

11．その他  875  13,085  3.9

税金等調整前中間純利益        2,009  0.6

法人税、住民税及び事業税  2,711            

法人税等調整額  1,007  3,718  1.1

少数株主損失（△）        △949  △0.3

中間（当期）純損失（△）        △759  △0.2

        



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１.税金等調整前中間純利益  2,009

２.減価償却費   3,020

３.のれん償却費   1,700

４.長期前払費用償却費   35

５.介護事業売却益   △17,910

６.固定資産売却益   △1,173

７.投資有価証券売却益   △1,279

８.固定資産除売却損   229

９.減損損失   4,831

10.投資有価証券評価損   239

11.店舗閉鎖損失   2,220

12.貸倒引当金の増減額   977

13.データ装備費損失引当金の増減額   △2,249

14.介護報酬返還引当金の増減額   288

15.事業撤退損失引当金の増減額   △983

16.退職給付引当金の増減額   385

17.受取利息・配当金   △428

18.支払利息   3,532

19.受取手形及び売掛金の増減額   3,918

20.営業未収入金の増減額   9,392

21.たな卸資産の増減額   299

22.未収消費税の増減額   832

23.賃借保証金の増減額   264

24.未払費用の増減額   △10,725

25.預り保証金の増減額   △1,238

26.長期前払費用の増減額   40

27.支払手形及び買掛金の増減額   1,808

28.未払金の増減額   △1,297

29.その他  3,422

小計  2,163



  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（百万円） 

30.利息・配当金の受取額   220

31.利息の支払額   △3,746

32.法人税等の支払額   △2,291

営業活動によるキャッシュ・フロー  △3,653

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１.定期預金の純増加額   111

２.投資有価証券の売却による収入   776

３.投資有価証券の取得による支出   △111

４.連結範囲の変更を伴う子会社株式の 
  取得による支出  

 △2,546

５.連結範囲の変更を伴う子会社株式の 
  売却による支出  

 △1,196

６.有形固定資産の取得による支出   △3,244

７.非連結子会社株式の取得による支出   △307

８.非連結子会社株式の売却による収入   1,012

９.有形固定資産の売却による収入   4,568

10.無形固定資産の取得による支出   △354

11.貸付けによる支出   △748

12.貸付けの回収による収入   6,453

13.事業譲渡による収入   24,504

14.その他  295

投資活動によるキャッシュ・フロー  29,213

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１.短期借入金の純増減額   △25,431

２.長期借入金の返済による支出   △9,332

３.社債に償還による支出   △3,066

４.ファイナンス・リース債務の返済に 
  よる支出  

 △96

５.株式の発行による収入   11,227

６.その他   △0

財務活動によるキャッシュ・フロー  △26,699

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △1

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △1,140

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  57,901

Ⅶ 連結子会社除外による現金及び現金同等物の
減少額 

 △360

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末残高  56,400



 前中間連結会計期間（自 2007年７月１日 至 2007年12月31日） 

  

 前中間連結会計期間（自 2007年７月１日 至 2007年12月31日） 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
人材派遣・ 

請負 
（百万円） 

介護・医療
（百万円） 

その他 
（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  304,226  23,424  5,688  333,339 －  333,339

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 636 －  324  960 (960)  －

計  304,862  23,424  6,013  334,300 (960)  333,339

営業費用  303,088  27,643  7,639  338,371 (3,660)  334,711

営業利益(又は営業損失)  1,774  (4,219)  (1,626)  (4,071) 2,699  (1,371)

〔所在地別セグメント情報〕 

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
欧州 

（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  237,056  73,804  22,478  333,339 －  333,339

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 97 － －  97 (97) － 

計  237,153  73,804  22,478  333,436 (97)  333,339

営業費用  242,215  72,889  22,352  337,457 (2,746)  334,711

営業利益(又は営業損失)  (5,062)  915  125  (4,020) 2,648  (1,371)

〔海外売上高〕 

 前中間連結会計期間（自 2007年７月１日 至 2007年12月31日） 

  

  北米 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  73,804  22,478  96,283

Ⅱ 連結売上高（百万円） － －  333,339

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  22.1  6.7  28.9



 該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報 
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