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1.  平成21年5月期第3四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成21年2月28日） 

（注）当社は、平成19年５月期第３四半期の連結財務諸表を作成していないため、平成20年５月期第３四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

(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5月期第3四半期 10,518 ― 624 ― 655 ― 177 ―

20年5月期第3四半期 8,945 ― 652 ― 670 ― 356 ―

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5月期第3四半期 3,825.30 3,798.79
20年5月期第3四半期 7,570.56 7,495.56

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5月期第3四半期 4,776 3,441 72.0 75,610.65
20年5月期 5,227 3,624 69.3 77,413.07

（参考） 自己資本   21年5月期第3四半期  3,441百万円 20年5月期  3,624百万円

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5月期 ― 1,500.00 ― 2,000.00 3,500.00
21年5月期 ― 2,000.00 ― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ――― 2,000.00 4,000.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5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  
 

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 14,100 13.7 838 △5.3 870 △4.1 290 △40.7 6,287.55

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  

（注）詳細は、３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） 

（注）詳細は、３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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項については、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。 
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。 

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5月期第3四半期  48,670株 20年5月期  48,532株

② 期末自己株式数 21年5月期第3四半期  3,160株 20年5月期  1,709株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第3四半期  46,329株 20年5月期第3四半期  47,109株



 当第３四半期におけるわが国経済は、世界的な金融危機が企業業績悪化の誘因となり、全体的に非常に厳しい状

況にあります。雇用情勢につきましても、企業の収益力の低下、個人消費の低迷、先行きの不透明感により、賃金

カットや人員削減といった方向へ推移し、雇用対策が社会的な問題となっております。 

 当社グループが属する人材サービス業界は、得意先となる各企業の雇用調整により製造業向け派遣を中心に縮小

傾向となり、「派遣切り」という言葉から雇用事情悪化の主要因であるようなマスコミ報道を受け、経済的社会的

に非常に厳しい状況となっております。また、当社グループの主要マーケットである携帯電話業界は、割賦販売の

一般化に伴う買替え期間の長期化、携帯電話端末の高価格化による需要の低下により、販売台数は前年同期比で大

幅に減少しておりますが、その一方で、携帯電話の機能・サービスはますます複雑化し、各通信キャリアの販売促

進活動も依然として活発であり、営業支援サービスに対する需要は根強いものがあります。 

 このような状況のもと、当社グループでは、主要事業である営業支援サービスにおいて、引き続きクライアント

ニーズに対応すべく、携帯電話業界での実績を活かしたスタッフ教育をより充実させるとともに、スタッフへの就

業フォローを強化することにより雇用の安定と労働意欲の向上を図りました。また、労働環境の変化により登録者

数が増加し、優秀な人材が確保しやすくなったこともあり、厳しい市場状況のなかでも前年同期比で増収となりま

した。携帯電話業界以外についても、主にアパレル業界への販売員派遣を中心に、引き続き事業拡大に注力しまし

た。さらに、首都圏での事業拡大のため、平成21年２月２日に横浜支社を開設しました。就職支援サービスにおき

ましては、雇用情勢の悪化に伴う企業の採用コストの圧迫により、特に新卒採用支援を事業とするインダス株式会

社において、計画を大きく下回る結果となりました。 

 マルチメディアサービス事業におきましては、ソフトバンク伊丹西野を平成20年９月23日に閉店しましたが、残

り直営２店舗において、引き続き販売力強化に努めました。 

  なお、採用市場の激変のなか、インダス株式会社が買収時の収益獲得見込みを達成できないと判断し、特別損失

において、のれんの減損損失を計上しました。   

 当第３四半期の販売実績を事業の部門別に示すと次のとおりであります。 

  

 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

  

 以上の結果、当第３四半期の売上高は10,518百万円、営業利益は624百万円、経常利益は655百万円、四半期純利

益は177百万円となりました。 

  

  当第３四半期における資産につきましては、余資資金の運用を目的とした有価証券の増加397百万円等がありま

したが、その一方で、連結子会社インダス株式会社の減損実施によるのれんの減少293百万円、信託受益権の償還

400百万円、投資有価証券の償還や評価損による減少248百万円等により、前期末に比べて450百万円減少し、4,776

百万円となりました。 

 負債につきましては、未払法人税等及び未払消費税等の減少258百万円等により、前期末に比べて266百万円減少

し、1,335百万円となりました。 

 純資産につきましては、四半期純利益による利益剰余金の増加177百万円があった一方、自己株式取得による自

己株式の増加170百万円、配当の支払による利益剰余金の減少184百万円等があったことから、前期末に比べて183

百万円減少し3,441百万円、自己資本比率は72.0％となりました。 

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 

事業部門 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年２月28日） 

前連結会計年度
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

  総合人材サービス事業  10,113  96.1  11,733  94.6

  西日本地区  4,554  43.2  5,534  44.6

  東海地区  1,678  16.0  1,995  16.1

  東日本地区  3,880  36.9  4,204  33.9

マルチメディアサービス事業  405  3.9  670  5.4

合計  10,518  100.0  12,404  100.0

２．連結財政状態に関する定性的情報 



  

（キャッシュ・フローの状況） 

  当第３四半期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の計上

のほか、有価証券の売却及び償還による収入、信託受益権の償還による収入といったプラス要因があったものの、

一方で、税金や配当金の支払、自己株式の取得による支出といったマイナス要因があったことにより、前期末に比

べ14百万円減少し、1,517百万円となりました。 

  当第３四半期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292百万円となりました。この主な内容は、税金等調整前四半期純利益の計上330

百万円、減損損失259百万円、法人税等の支払額397百万円、未払消費税等の減少39百万円等であります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果得られた資金は40百万円となりました。この主な内容は、余資資金の運用を目的とした有価証券

の取得による支出794百万円、有価証券の売却及び償還による収入399百万円、信託受益権の取得による支出1,700

百万円及び償還による収入2,100百万円等であります。 

（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347百万円となりました。この主な内容は、配当金の支払額178百万円、平成20年

10月17日に決議いたしました自己株式の取得による支出171百万円であります。 

  

 当第３四半期における業績の進捗状況を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年７月１日に公表いた

しました平成21年５月期の業績予想を修正しております。 

  通期の業績予想につきましては、第３四半期の進捗状況を踏まえ、本日発表いたしました「業績予想の修正及び

特別損失の発生に関するお知らせ」に記載のとおり、売上高14,100百万円、営業利益838百万円、経常利益870百万

円、当期純利益290百万円にそれぞれ修正いたしました。 

  

該当事項はありません。  

   

①簡便な会計処理  

  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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用の計算 

 税金費用については、当第３四半期を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効

税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税等

調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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 

 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。 

  



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21年２月28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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,018,487 1,033,069

受取手形及び売掛金 1,373,077 1,381,464

有価証券 897,043 499,444

商品 953 904

信託受益権 300,000 700,000

その他 147,453 162,330

貸倒引当金 △1,541 △7,738

流動資産合計 3,735,473 3,769,475

固定資産   

有形固定資産 59,331 62,345

無形固定資産   

のれん 21,248 315,147

その他 18,192 31,428

無形固定資産合計 39,441 346,575

投資その他の資産   

投資有価証券 569,293 817,517

差入保証金 151,195 139,314

その他 238,251 102,889

貸倒引当金 △16,431 △11,060

投資その他の資産合計 942,308 1,048,660

固定資産合計 1,041,082 1,457,582

資産合計 4,776,556 5,227,057

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 86,090 87,476

未払金 972,463 965,223

未払消費税等 145,903 185,653

賞与引当金 28,695 46,483

その他 102,362 317,508

流動負債合計 1,335,515 1,602,345

負債合計 1,335,515 1,602,345



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,357,880 1,356,960

資本剰余金 1,527,480 1,526,560

利益剰余金 1,320,504 1,327,947

自己株式 △736,385 △566,024

株主資本合計 3,469,480 3,645,443

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △28,439 △20,731

評価・換算差額等合計 △28,439 △20,731

純資産合計 3,441,040 3,624,712

負債純資産合計 4,776,556 5,227,057



（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６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 10,518,948

売上原価 8,491,146

売上総利益 2,027,802

販売費及び一般管理費 1,403,382

営業利益 624,419

営業外収益  

受取利息 14,366

受取配当金 5,014

信託受益権収益配当金 4,210

保険解約返戻金 7,600

その他 2,822

営業外収益合計 34,015

営業外費用  

支払利息 1,007

貸倒引当金繰入額 1,200

自己株式取得手数料 663

その他 349

営業外費用合計 3,219

経常利益 655,215

特別利益  

投資有価証券売却益 551

特別利益合計 551

特別損失  

投資有価証券評価損 32,875

減損損失 259,770

その他 33,033

特別損失合計 325,678

税金等調整前四半期純利益 330,088

法人税等 152,864

四半期純利益 177,223



（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６月１日 
 至 平成21年２月28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 330,088

減価償却費 21,579

減損損失 259,770

のれん償却額 34,127

投資有価証券評価損 32,875

貸倒引当金の増減額（△は減少） △825

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,788

売上債権の増減額（△は増加） 6,337

仕入債務の増減額（△は減少） △1,386

未払金の増減額（△は減少） 4,551

前払費用の増減額（△は増加） 33,453

預り金の増減額（△は減少） 8,834

未払消費税等の増減額（△は減少） △39,749

その他 △1,107

小計 670,760

利息及び配当金の受取額 20,291

利息の支払額 △627

法人税等の支払額 △397,960

営業活動によるキャッシュ・フロー 292,463

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △794,506

有価証券の売却及び償還による収入 399,702

有形固定資産の取得による支出 △18,932

投資有価証券の取得による支出 △294

投資有価証券の売却による収入 203,218

定期預金の預入による支出 △100,000

関係会社株式の取得による支出 △38,900

信託受益権の取得による支出 △1,700,000

信託受益権の償還による収入 2,100,000

無形固定資産の取得による支出 △10,516

差入保証金の差入による支出 △14,217

その他 14,517

投資活動によるキャッシュ・フロー 40,072

財務活動によるキャッシュ・フロー  

新株予約権の行使による株式の発行による収入 1,834

自己株式の取得による支出 △171,024

配当金の支払額 △178,032

財務活動によるキャッシュ・フロー △347,222

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △14,686



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

現金及び現金同等物の期首残高 1,532,514

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,517,827



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

  当第３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日） 

 総合人材サービス事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合

計額に占める割合がいずれも90％超であるため、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３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日） 

  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。 

   

  当第３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日） 

  海外売上高がないため該当事項はありません。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記 

（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〕 

〔海外売上高〕 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、平成20年10月17日開催の取締役会における自己株式（普通株式）の取得決議に基づき、自己株式

1,451株を取得いたしました。この結果、当第３四半期連結累計期間において自己株式が170,361千円増加し、当

第３四半期連結会計期間末において、自己株式が736,385千円となっております。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表 

（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（平成19年６月１日～平成20年２月29日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年５月期第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  8,945,612

Ⅱ 売上原価  7,113,380

売上総利益  1,832,231

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,179,579

営業利益  652,652

Ⅳ 営業外収益  20,235

Ⅴ 営業外費用  2,212

経常利益  670,676

Ⅵ 特別利益  963

Ⅶ 特別損失  22,895

税金等調整前四半期純利益  648,744

法人税等  292,096

四半期純利益  356,648



（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（平成19年６月１日～平成20年２月29日） 

  
前年同四半期

（平成20年５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  648,744

減価償却費  19,272

のれん償却額  17,892

貸倒引当金の増減額（△は減少）  1,675

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,442

売上債権の増減額（△は増加） △171,746

仕入債務の増減額（△は減少） △29,155

未払金の増減額（△は減少）  104,779

前払費用の増減額（△は増加）  5,702

預り金の増減額（△は減少） △7,399

未払消費税等の増減額（△は減少） △17,680

その他 △14,520

小  計  539,122

利息及び配当金の受取額  11,358

利息の支払額 △1,606

法人税等の支払額 △404,774

営業活動によるキャッシュ・フロー  144,099

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

有価証券の取得による支出 △998,831

有価証券の償還による収入  2,000,000

投資有価証券の取得による支出 △98,845

投資有価証券の売却による収入  1,768

新規連結子会社の取得による支出 △301,031

信託受益権の取得による支出 △1,100,000

信託受益権の償還による収入  1,300,000

有形固定資産の取得による支出 △25,236

無形固定資産の取得による支出 △6,063

保証金の差入れによる支出 △70,514

その他 △56,355

投資活動によるキャッシュ・フロー  644,891

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

自己株式の取得による支出 △566,024

配当金の支払額 △160,977

その他 △300

財務活動によるキャッシュ・フロー △727,301

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 
  （△は減少）  61,689

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,551,496

Ⅵ 子会社の合併に伴う現金及び 
  現金同等物の増加額  19,201

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  1,632,387
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