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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4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3月期第3四半期 55,768 ― 57 ― 18 ― △1,018 ―

20年3月期第3四半期 53,771 10.0 1,026 △38.3 1,028 △39.9 29 △96.8

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3四半期 △9,360.01 ―

20年3月期第3四半期 265.93 265.30

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3四半期 24,041 2,946 12.2 27,052.61
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3四半期  2,942百万円 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
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 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  有  

 業績予想につきましては、平成20年11月７日付けの「平成21年３月期第２四半期決算短信」にて発表いたしました平成21年３月期の連結業績予想（通期）の数値を修正
しております。  

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 73,208 1.2 331 △65.4 278 △70.8 △772 ― △7,099.14

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、４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3四半期  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3四半期  1,089株 20年3月期  843株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  108,803株 20年3月期第3四半期  109,329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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国に端を発した世界的な金融危機を背景とした企業業績の

悪化等による雇用情勢の悪化や個人消費の落ち込みが見られ、景気の先行きは一段と厳しさを増しております。

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、景気後退を受けて雇用情勢の悪化により業

績悪化が鮮明になっており、また業界への規制強化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、ホームヘルパー不足が課題になっております。

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、当第３四半期連結累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3.7%増の55,768百万円となりました。しかしながら、利益面では、人材関連事業における営

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98.2%減の18百万円となりました。ま

た、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1,018百万円（前第３四半期連結累計期間は29百万円の四半期純利益）とな

りました。

なお、当社の連結子会社であるヒューマンリソシア株式会社、ヒューマンアカデミー株式会社、ヒューマンビジ

ネスサービス株式会社及びヒューマックス株式会社は、グループの経営の効率化及び事業の連携強化の推進による

業績向上を図ることを目的として、平成21年１月１日をもって合併いたしました。

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11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、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（教育事業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、職種別の売上としては技術職は増加いたしましたが、主力の事務・管理関連職、

営業・企画関連職が減少し、全体として売上は減少いたしました。

この結果、売上高は前年同期比6.3%増の40,741百万円と、11月からの市場環境の影響を受けながらも着実に増

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拡大に伴う人件費の増加等により、営業利

益は前年同期比35.9%減の838百万円となりました。

②　教育事業

教育事業におきましては、「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、社会人教育事業では、沼津校（静岡県）、徳島校（徳島県）、長崎校（長崎県）を閉鎖

した他、名古屋校（愛知県）、名古屋栄校（愛知県）を統合移転し、新宿本校（東京都）、仙台校（宮城県）、

浜松校（静岡県）、千葉校（千葉県）、池袋校（東京都）、横浜校（神奈川県）、を縮小移転いたしました。全

日制教育事業では、仙台校（宮城県）、名古屋校（愛知県）及びヒューマン国際大学機構東京校（東京都）を縮

小移転いたしました。

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。
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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、教室

面積の縮小に伴う受講開始時期の遅れによる売上計上の遅れ、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9.2%減の11,326百万円、営業損失は720百万円(前第３四半期連結累計期間は558

百万円の営業損失)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、利用者が順調に増加いたしました。

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）、寝屋川の湯（大阪府）、

なにわ乃湯（大阪府）を新規開設した他、なにわ乃湯に心斎橋訪問介護ステーションを統合して併設型拠点とい

たしました。

この結果、売上高は前年同期比25.9%増の2,930百万円、営業利益は前年同期比748.7%増の120百万円となりまし

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。

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20.5%増の769百万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扱高が減少したことにより、営業損失は244百万円（前第３四

半期連結累計期間は53百万円の営業利益）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第３四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2,372百万円減の24,041百万円となりま

した。有利子負債は、前期末比2,078百万円増の5,643百万円となりました。純資産は四半期純損失等により前期末

比1,319百万円減の2,946百万円となり、自己資本比率は、12.2%となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

当第３四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、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2,426百万円減少し、8,215百万円となりました。

　当第３四半期連結累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３四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、3,340百万円となりました。これは主に、前受

金の減少額が2,675百万円、法人税等の支払額が1,169百万円あったことによるものです。

　（投資活動によるキャシュ・フロー）

当第３四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、899百万円となりました。これは主に、校舎の

移転による差入保証金の回収による収入が349百万円あったものの、移転及び改修等による支出が1,011百万円あっ

たことによるものです。
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　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期累計期間における財務活動による資金の増加は、1,803百万円となりました。これは主に、長期借入

金の約定返済が1,116百万円あったものの、長期借入金により3,100百万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

業績予想につきましては、平成20年11月７日付けの「平成21年３月期第２四半期決算短信」にて発表いたしまし

た平成21年３月期の連結業績予想（通期)の数値を修正しております。詳細につきましては、本日公表の「特別損失

の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

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３四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３四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、第２四半期連結会計期間末

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、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３四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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,215,684 10,642,630

売掛金 6,809,545 7,458,793

商品 295,491 312,860

貯蔵品 17,997 5,538

その他 1,502,126 952,395

貸倒引当金 △8,139 △9,913

流動資産合計 16,832,706 19,362,303

固定資産   

有形固定資産 2,756,298 2,425,998

無形固定資産 464,303 537,487

投資その他の資産   

差入保証金 2,356,066 2,612,959

その他 1,685,741 1,566,712

貸倒引当金 △53,563 △90,940

投資その他の資産合計 3,988,245 4,088,731

固定資産合計 7,208,847 7,052,218

資産合計 24,041,553 26,414,522

負債の部   

流動負債   

買掛金 88,051 210,309

短期借入金 600,000 500,000

1年内返済予定の長期借入金 1,439,960 1,151,460

前受金 6,727,820 9,404,445

未払金 5,709,625 5,322,804

未払法人税等 38,419 606,718

賞与引当金 224,534 538,079

店舗閉鎖損失引当金 439,848 265,560

その他 1,884,776 1,909,562

流動負債合計 17,153,036 19,908,939

固定負債   

長期借入金 3,602,670 1,907,440

役員退職慰労引当金 263,414 250,283

その他 75,961 81,861

固定負債合計 3,942,045 2,239,585

負債合計 21,095,082 22,148,525
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（単位：千円）

当第３四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 901,064 2,209,406

自己株式 △66,291 △58,771

株主資本合計 2,944,572 4,260,435

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,684 △13,032

為替換算調整勘定 5,976 14,137

評価・換算差額等合計 △1,707 1,104

少数株主持分 3,606 4,457

純資産合計 2,946,470 4,265,997

負債純資産合計 24,041,553 26,414,522
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 55,768,699

売上原価 42,674,789

売上総利益 13,093,910

販売費及び一般管理費 13,036,786

営業利益 57,123

営業外収益  

受取利息 6,812

受取配当金 72

金銭の信託運用益 17,128

その他 70,961

営業外収益合計 94,974

営業外費用  

支払利息 53,834

為替差損 27,523

その他 52,308

営業外費用合計 133,666

経常利益 18,430

特別利益  

投資有価証券売却益 1,824

移転補償金 16,300

特別利益合計 18,124

特別損失  

固定資産除却損 108,863

減損損失 67,540

店舗閉鎖損失引当金繰入額 338,367

賃貸借契約解約損 25,089

特別損失合計 539,861

税金等調整前四半期純損失（△） △503,305

法人税等 519,828

少数株主損失（△） △4,736

四半期純損失（△） △1,018,397
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 18,361,671

売上原価 14,191,082

売上総利益 4,170,588

販売費及び一般管理費 3,992,002

営業利益 178,585

営業外収益  

受取利息 742

金銭の信託運用益 2,577

その他 18,713

営業外収益合計 22,034

営業外費用  

支払利息 22,187

投資有価証券評価損 4,911

為替差損 22,153

その他 13,529

営業外費用合計 62,783

経常利益 137,836

特別利益  

移転補償金 16,300

特別利益合計 16,300

特別損失  

固定資産除却損 67,912

減損損失 6,226

店舗閉鎖損失引当金繰入額 26,570

賃貸借契約解約損 3,333

特別損失合計 104,043

税金等調整前四半期純利益 50,093

法人税等 258,101

少数株主損失（△） △1,559

四半期純損失（△） △206,448
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４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（△） △503,305

減価償却費 349,333

減損損失 67,540

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,241

賞与引当金の増減額（△は減少） △313,544

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 174,288

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,131

受取利息及び受取配当金 △6,884

支払利息 53,834

固定資産除却損 29,239

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） 658,128

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,677

仕入債務の増減額（△は減少） △122,227

前受金の増減額（△は減少） △2,675,416

未払金の増減額（△は減少） 349,020

その他 △221,506

小計 △2,126,276

利息及び配当金の受取額 6,875

利息の支払額 △50,903

法人税等の支払額 △1,169,846

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,340,150

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 △633,758

無形固定資産の取得による支出 △61,046

投資有価証券の取得による支出 △169,100

投資有価証券の売却による収入 1,824

差入保証金の差入による支出 △377,518

差入保証金の回収による収入 349,469

貸付けによる支出 △10,000

貸付金の回収による収入 834

その他 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △899,291
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４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  

短期借入金の純増減額（△は減少） 100,000

長期借入れによる収入 3,100,000

長期借入金の返済による支出 △1,116,270

自己株式の取得による支出 △7,520

配当金の支払額 △272,572

その他 △600

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,803,036

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,304

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,438,709

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 8,215,684
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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３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)　

 
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
13,627,897 3,439,482 1,024,042 270,248 18,361,671 ― 18,361,671

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
87,427 28,363 ― 399,016 514,807 △514,807 ―

計 13,715,325 3,467,846 1,024,042 669,265 18,876,478 △514,807 18,361,671

営業利益

又は営業損失(△)
332,228 △191,605 76,480 △73,063 144,039 34,545 178,585

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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
40,741,837 11,326,886 2,930,322 769,653 55,768,699 ― 55,768,699

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
251,159 89,280 ― 1,210,470 1,550,909 △1,550,909 ―

計 40,992,996 11,416,167 2,930,322 1,980,123 57,319,609 △1,550,909 55,768,699

営業利益

又は営業損失(△)
838,588 △720,675 120,865 △244,904 △6,126 63,250 57,123

（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３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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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「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３四半期連結累計期間(自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日)

区分

前年同四半期
（平成20年３月期第３四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 53,771,479

Ⅱ　売上原価 40,076,670

売上総利益 13,694,808

Ⅲ　販売費及び一般管理費 12,667,921

営業利益 1,026,887

Ⅳ　営業外収益 87,934

Ⅴ　営業外費用 86,207

経常利益 1,028,614

Ⅵ　特別利益 115,905

Ⅶ　特別損失 195,267

税金等調整前四半期純利益 949,251

法人税等 920,326

少数株主損失（△） △149

四半期純利益 29,073
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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３四半期連結累計期間(自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日)

前年同四半期
（平成20年３月期第３四半期）

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 949,251

減価償却費 505,667

減損損失 30,006

のれん償却額 104,982

持分法による投資損失 10,218

貸倒引当金の増減額(減少：△) 31,888

賞与引当金の増減額(減少：△) △236,419

退職給付引当金の増減額(減少：△) △121,830

役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) 19,145

受取利息及び受取配当金 △11,136

支払利息 28,316

固定資産除却損 88,996

投資有価証券売却益 △4,978

投資有価証券評価損 8,412

売上債権の増減額(増加：△) 279,088

たな卸資産の増減額(増加：△) △52,818

仕入債務の増減額(減少：△) △22,056

前受金の増減額(減少：△) △3,081,075

未払金の増減額(減少：△) △305,470

未払消費税等の増減額(減少：△) △44,642

その他 △180,127

小　計 △2,004,580

利息及び配当金の受取額 19,398

利息の支払額 △26,505

法人税等の支払額 △829,657

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,841,344
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前年同四半期
（平成20年３月期第３四半期）

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 △445,472

無形固定資産の取得による支出 △94,471

投資有価証券の取得による支出 △493,973

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 △186,068

差入保証金の減少による収入 108,727

貸付による支出 △37,959

貸付金の回収による収入 5,575

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,137,642

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：△) 800,000

長期借入れによる収入 1,400,000

長期借入金の返済による支出 △1,237,800

新株発行による収入 5,300

自己株式の取得による支出 △58,771

配当金の支払額 △274,150

その他 3,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 637,578

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 3,070

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（減少：△) △3,338,338

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 9,264,799
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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３四半期連結累計期間(自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31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
38,333,284 12,471,269 2,328,413 638,511 53,771,479 ― 53,771,479

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
257,391 8,502 ― 2,028,684 2,294,579 △2,294,579 ―

計 38,590,676 12,479,772 2,328,413 2,667,196 56,066,058 △2,294,579 53,771,479

営業費用 37,281,950 13,038,540 2,314,172 2,614,040 55,248,703 △2,504,111 52,744,592

営業利益

又は営業損失(△)
1,308,726 △558,768 14,241 53,155 817,355 209,531 1,026,887

b．所在地別セグメント情報

前第３四半期連結累計期間(自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31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３四半期連結累計期間(自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31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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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12月31日現在（人）

404,375 68,108 90,060 382,423

（注）減少数につきましては、当第３四半期連結累計期間において、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12月31日現在

教室数（室） 収容座席数（席）

北海道・東北地区 33 610

関東地区 208 4,101

中部地区 33 476

近畿地区 151 3,363

中国・四国地区 29 441

九州・沖縄地区 68 974

海外（USA） 10 177

合計 532 10,142

(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３四半期連結累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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日　
　至　平成20年12月31日）

販売高（千円） 構成比（％）

人材関連事業   

人材派遣事業 39,650,257 71.1

人材紹介事業 1,071,522 1.9

その他附帯事業 20,057 0.0

小計 40,741,837 73.0

教育事業   

社会人教育事業 6,004,130 10.8

全日制教育事業 5,322,756 9.5

小計 11,326,886 20.3

介護事業 2,930,322 5.3

その他の事業 769,653 1.4

合計 55,768,699 100.0

（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12月）は、次の

とおりであります。

月平均稼働スタッフ数

17,424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12月）は、次のとおりであります。

月平均受講生数

18,779人　
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