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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 87,485 △6.4 1,699 △50.2 1,609 △52.1 614 △65.0
20年3月期 93,510 ― 3,414 ― 3,360 ― 1,754 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 923.52 919.83 9.9 7.6 1.9
20年3月期 2,601.68 2,579.67 26.2 14.7 3.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △42百万円 20年3月期  ―百万円

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 20,408 5,953 29.2 9,135.59
20年3月期 21,832 6,399 29.3 9,519.64

（参考） 自己資本   21年3月期  5,953百万円 20年3月期  6,399百万円

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

21年3月期 2,077 △1,127 47 2,954
20年3月期 1,781 △1,373 △1,292 1,967

2.  配当の状況 

(注） 20年３月期第２四半期および期末配当ならびに21年３月期第２四半期の配当原資には、資本剰余金が含まれています。詳細は、３ページ「資本剰余
金を配当原資とする配当金の内訳」をご覧ください。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 300.00 ― 700.00 1,000.00 673 38.4 10.1
21年3月期 ― 350.00 ― 250.00 600.00 396 65.0 6.4
22年3月期 

（予想）
― 250.00 ― 350.00 600.00 49.9

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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） 

 

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

33,000 △29.3 800 △41.1 720 △46.1 320 △61.4 480.95

通期 66,500 △24.0 1,800 5.9 1,700 5.6 800 30.2 1,202.37
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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）  無  

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

〔(注) 詳細は、29ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。〕 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、49ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 682,751株 20年3月期 737,751株
② 期末自己株式数 21年3月期  31,117株 20年3月期  65,490株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

 
2. 個別業績予想の省略 
当社は株式移転により設立された純粋持株会社であり、同社の個別収益は株式会社フジスタッフおよび株式会社アイラインの両子会社からの配当および
経営指導料の内部取引のみで構成され、投資情報としての重要性が大きくないと考えられるため、記載を省略しております。 

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 2,834 137.7 2,123 386.0 2,107 401.3 1,988 387.5
20年3月期 1,192 ― 436 ― 420 ― 407 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 2,988.32 2,976.38
20年3月期 583.42 578.66

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 8,571 7,610 88.6 11,678.93
20年3月期 8,247 6,623 80.3 9,852.59

（参考） 自己資本 21年3月期  7,610百万円 20年3月期  6,623百万円

※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および合理的に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および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、
４ページ「1.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳 
  
  20年３月期の配当のうち、資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳は以下のとおりです。 

 
 （注）純資産減少割合  中間期末0.024  期末0.008 

  
21年３月期の配当のうち、資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳は以下のとおりです。 

 
 （注）純資産減少割合  0.028 

  

基準日 中間期末 期末 年間

１株当たり配当金 300円00銭 100円00銭 400円00銭

配当金総額 202百万円 67百万円 269百万円

基準日 第２四半期末

１株当たり配当金 350円00銭

配当金総額 233百万円
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全般的概況 

当連結会計年度における経済情勢を顧みますと、米国のサブプライム問題を発端として金融市場の混乱

が世界的に波及・拡大し、欧米大手金融機関が経営危機に陥るなど大規模な金融不況の様相を呈しており

ます。日本経済につきましても、世界経済の減速や円高の進行を背景とした輸出の減少に加え、雇用・所

得環境の悪化や株価の大幅な下落を背景とした個人消費の停滞等、内外需要の減少に伴う急激な景気悪化

が進展しております。 

当人材サービス業界におきましては、このような景気および雇用の急激な環境変化の影響を受け、製造

業を中心に幅広い業種において受注減少が顕在化するとともに、非正規、正規を含む大幅な雇用調整が進

んでおります。 

このような環境のもと、当社グループのオフィス業務においては、景気低迷による顧客企業の雇用調整

および新規受注の減少に加え、派遣法の厳格な運用を実施したことにより、前年比若干の減収となりまし

た。また、ファクトリー業務においては、第２四半期まで前年比8.5％増と比較的堅調に推移しておりま

したが、第３四半期より製造メーカーの大幅な減産による雇用調整の影響により下半期は前年比22.7％減

となったことにより、前年比減収となりました。 

利益面につきましては、スタッフ募集費等の販売管理費の抑制に努めましたが、売上高の減少による影

響や雇用調整に伴う一時的費用（有給取得率・法定福利費率の上昇）の増加、および請負事業推進のため

のコスト増加、さらに次期に向けた利益確保の一環として、拠点の統廃合等を実施したことにより、減益

となりました。 

以上の結果、当連結会計期間の連結売上高は87,485百万円、利益面につきましては、営業利益1,699百

万円、経常利益1,609百万円、当期純利益614百万円となりました。 

今後につきましても、顧客企業の雇用調整が続くことが予想されることから、販売管理費の抑制と企業

体質の強化を図り、利益を確保できるように努め、また、スタッフ満足を継続し、顧客満足に繋がるコン

プライアンスを踏まえた派遣・請負に注力するとともに、間接業務のアウトソーシング、再就職支援とい

ったニーズに対しても「総合人材サービス」という幅広いビジネスラインアップで堅実経営を基本に取り

組んでまいります。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

- 4 -

フジスタッフホールディングス㈱（2147）　平成21年３月期　決算短信



業務の種類別売上高の概況 

（オフィス業務） 

オフィス業務につきましては、国内景気低迷の影響により、既存および新規顧客の派遣需要が減少した

ため、売上高は40,135百万円（前年同期比5.1％減）となりました。第３四半期以降の急激な景気減速の

影響を受け、それまで比較的堅調であった一般・ＯＡ関係の派遣も減少に転じ、すべての業種で対前年同

期比は減少となりました。 

（ファクトリー業務） 

ファクトリー業務につきましては、第２四半期まで概ね堅調であった電気・通信、半導体・精密および

素材加工関連の主要３業種において第３四半期に入ってから急激な減産や雇用調整が起こったため、売上

高は32,171百万円（前年同期比7.7％減）となりました。 

（エンジニア業務） 

エンジニア業務につきましては、既存顧客のエンジニア派遣に対する需要が落ち込むと共に、平成20年

８月に株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・システムズと株式会社フジスタッフの共同出資で設立しまし

た株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・キャリアウェイにエンジニア業務の一部を譲渡したこともあり、

売上高は6,599百万円（前年同期比15.9％減）となりました。 

（スポット業務） 

スポット業務につきましては、第３四半期までは概ね堅調に推移しておりましたが、第４四半期に入り

国内景気低迷の影響を受けている製造・物流業からの需要が大きく落ち込んだことから、売上高は6,406

百万円（前年同期比2.2%減）となりました。 

（人材紹介業務） 

国内景気低迷の影響により、オフィス系の人材紹介は減少しましたが、製造派遣の期間満了に伴い、直

接雇用時の人材紹介が増加したことにより、売上高は839百万円（前年同期比3.2%増）となりました。 

（その他の業務） 

その他の業務につきましては、株式会社アイラインの宇都宮テクノセンター（自社工場）におけるＥＭ

Ｓ事業が堅調に推移したため、売上高は1,334百万円（前年同期比18.5％増）となりました。 
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（業務の種類別売上高） 

 
（注)１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当連結会計年度におけるかっこ書きは、対前期増減率（％）であります。 
  
次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、第３四半期からの急激な生産調整および雇用調整に関しやや底打ち感

が出てまいりましたが、依然として景気に対する不透明感が強く、現状の景気停滞局面は当面続くこと

が予想されます。 

このような状況の中、フジスタッフにおいては、スタッフの能力開発に努めるとともに、ＢＰＯやコ

ールセンター業務など高付加価値案件の拡充や医療・介護業界における専門事務系スタッフ派遣などの

新市場開拓に取り組んでまいります。また、アイラインにおいては、引き続き請負化の推進と生産性向

上および売上原価構造の改善を図るとともに、流通・小売業界、外食業界、ドライバー派遣などのサー

ビス業分野に対しましても、拡大できるよう取り組んでまいります。 

当社グループ全体として、売上高のボトムは次期第一四半期と想定し、また、それ以降につきまして

も概ね横ばいの状況が続くものとして事業計画を組んでおりますが、市場動向に迅速に対応できるよう

努めるとともに、さらなる販売管理費の抑制と企業体質の強化を図り、堅実経営を基本に取り組んでま

いります。 

以上により、通期の連結業績予想としましては、売上高665億円、営業利益18億円、経常利益17億

円、当期純利益８億円となる見通しです。 
  

業務の種類

前連結会計年度
(自 平成19年４月２日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

金額(百万円) 金額(百万円)

オフィス業務 42,306 40,135（△ 5.1)

(一般・ＯＡ関係) 27,092 26,450（△ 2.4)

(営業・販売関係) 9,102 8,659（△ 4.9)

(専門事務系) 3,130 2,663（△14.9)

(その他) 2,980 2,362（△20.8)

ファクトリー業務 34,870 32,171（△ 7.7)

(電気・通信関連) 9,582 8,418（△12.1)

(半導体・精密関連) 6,966 5,649（△18.9)

(素材加工関連) 5,838 5,674（△ 2.8)

(運輸・倉庫関連) 2,736 2,865（＋ 4.7)

(輸送用機器関連) 2,790 1,754（△37.1)

(食品関連) 1,278 1,471（＋15.1)

(その他) 5,677 6,337（＋11.6)

エンジニア業務 7,843 6,599（△15.9)

スポット業務 6,550 6,406（△ 2.2)

人材紹介業務 813 839（＋ 3.2)

その他の業務 1,126 1,334（＋18.5)

合計 93,510 87,485（△ 6.4)
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①資産、負債及び純資産の状況 

（イ）資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて14.4％減少し、12,730百万円となりました。これは主に、現

金及び預金が973百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が2,846百万円減少したためであります。

（なお、現金及び預金の詳しい内容につきましては、23ページの連結キャッシュ・フロー計算書をご参

照ください。） 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて10.4％増加し、7,677百万円となりました。これは主に、建

物及び構築物が278百万円、投資有価証券が185百万円、それぞれ増加したためであります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて6.5％減少し、20,408百万円となりました。 

（ロ）負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて16.3％減少し、10,524百万円となりました。これは主に、未

払費用が1,537百万円、未払消費税等が531百万円、それぞれ減少したためであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて37.7％増加し、3,930百万円となりました。これは主に、社

債が500百万円、長期借入金が455百万円、それぞれ増加したためであります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて6.3％減少し、14,455百万円となりました。 

（ハ）純資産 

純資産は、前連結会計年度末に比べて7.0％減少し、5,953百万円となりました。これは主に、配当金

の支払等により利益剰余金が651百万円減少したためであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ986百万円増加し、2,954百万円となりました。 

当連結会計年度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2,077百万円となりました。これは、未払費用の減少額1,539百万円、

法人税等の支払額1,075百万円、未払消費税等の減少額525百万円等の資金の減少要因がありましたが、

売上債権の減少額2,856百万円、税金等調整前当期純利益1,274百万円の計上、減価償却費496百万円等

の資金の増加要因があったためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は1,127百万円となりました。これは、短期貸付金の回収による収入574

百万円等の資金の増加要因がありましたが、有形固定資産の取得による支出346百万円、営業譲受によ

る支出343百万円、投資有価証券の取得による支出312百万円等の資金の減少要因があったためでありま

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は47百万円となりました。これは、長期借入金の返済による支出3,913

百万円、配当金の支払額701百万円等の資金の減少要因がありましたが、長期借入れによる収入4,280百

万円、社債の発行による収入500百万円等の資金の増加要因があったためであります。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

す。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。また利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

当社は、株主への利益還元を重要な経営課題と位置づけており、中長期的な企業価値向上のために必

要な内部留保を確保しつつ、業績連動型の配当を実施いたします。 

具体的には、配当性向35％以上を目処として利益還元することにより、今後も株主の皆様により多く

の配当を実施できるよう利益の最大化を目指します。また、内部留保金につきましては、企業体質の強

化ならびに中長期的な視野での事業拡充のための重点的な施策など企業価値向上のための投資に活用し

てまいりたいと考えております。 

この基本方針に従い、当期の期末配当金は１株当たり250円を予定しており、昨年実施済みである350

円の中間配当金と合わせた年間配当金は600円となる見込みです。 

なお、次期の配当につきましては、中間配当金250円、期末配当金350円、合わせて年間配当金600円

を予定しております。 
  

平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％） 29.3 29.2

時価ベースの自己資本比率
（％）

61.0 35.1

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（％）

304.3 325.4

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍）

16.6 19.0

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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グループ各社の諸要因に基づく業績の急激な変動が、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

①法的規制について 

当社が属する人材ビジネス事業においては、主に「労働基準法」ならびに「労働者派遣法」等の法的

規制を受けております。当社では、コンプライアンス経営を最重要課題のひとつとして認識し取り組ん

でおりますが、これらの関係法令は、社会環境の変化などに応じて今後も適宜改正されていくものと思

われます。法的規制が強化・拡大された場合には、当社の事業に制限が加わる可能性があり、当社グル

ープの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

②人材派遣について 

当社グループでは、「労働者派遣法」に基づく厚生労働大臣の許可を受け、顧客企業に人材を派遣す

る一般労働者派遣事業（派遣を希望する労働者を事前に登録しておき、登録されている労働者の中から

条件に合致する労働者を雇用した上で派遣する登録型の派遣事業）を行っております。 

業務請負事業と人材派遣事業は、それぞれ規制する法規が異なるため、昭和61年労働省告示第37号

（労働者派遣事業と請負事業との区分基準）では、指揮・命令系統の明確化及び受託業務の独立性など

により両者を明確に区分することを要請しております。業務請負と人材派遣については、両者を明確に

区分しておりますが、監督官庁との解釈の相違により指導等を受ける可能性があります。こうした場

合、業務体制の変更等が必要になり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③2009年問題について 

2004年に製造業務への派遣が解禁となり、2007年には派遣利用期間が３年間に延長されましたが、

2009年度以降、同一部署への継続した派遣が利用できなくなる抵触日を迎えることになります。 

当社グループの株式会社アイラインが製造業務の派遣を行っており、この抵触日を迎えますが、請負

化ができない場合や顧客企業が直接雇用するような場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

④請負業務について 

当社グループの請負業務は、顧客企業との業務請負または業務委託契約に基づき、製造現場におい

て、当社の指揮・命令の下に業務を遂行するものであります。民法第634条は、請負契約における受託

者の瑕疵担保責任について規定しており、不良品の発生に伴うリスクは基本的に当社グループが負担す

るものとされております。労働災害が発生した場合、労働者に対する指揮命令権が当社グループにある

ことから、その損害を補償する責任を当社グループが負っております。従って、当社グループの受託し

た業務の遂行に関連して、上記のような費用負担が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。 

⑤スタッフの確保について 

当社が属する人材ビジネス事業においては、スタッフの確保が非常に重要であり、インターネット、

新聞、雑誌、折込広告等による採用を強化しております。また、教育・研修および福利厚生の充実等に

よりスタッフの満足を高め安定確保に努めておりますが、顧客企業の需要に対して充分なスタッフの確

保が行えなかった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥社会保険加入について 

社会保険適用事業所が社員を雇用する場合、健康保険法第13条の２及び厚生年金保険法第12条によ

り、社会保険に加入させる義務があります。この点につきまして、当社の雇用する派遣労働者は、社会

(4) 事業等のリスク
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保険適用該当者全員が加入しております。なお、社会保険料の料率改定が実施された場合には、派遣

労働者の雇用事業主である当社にも負担が発生し、当社業績に影響を及ぼす可能性があります。 

社会保険制度上、２ヶ月以内の期間を定めて雇用契約を締結する場合、社会保険の適用が除外されて

おります。このため、短期雇用（２ヶ月以内）のスタッフにつきましては、社会保険適用除外者として

費用負担しておりませんが、当該制度の改正が実施された場合、社会保険料負担が増加する可能性があ

ります。 

⑦個人情報の取扱について 

総合人材サービス業を営む当社グループは、派遣登録者を始めとする大量の個人情報を取り扱ってお

ります。このため個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムを全社的に施行し、株式会社フ

ジスタッフにおいては平成16年10月に、株式会社アイラインにおいては平成17年７月に（財）日本情報

処理開発協会の認定によりプライバシーマークを取得し、またそれぞれのグループ会社すべてに対して

個人情報の受入から保管・利用・廃棄に至る各プロセスにつき取扱基準を明確に定めるとともに、シス

テムに対するアクセス権限の厳格化、内部監査の充実化など、万全の情報セキュリティ体制を確立して

おります。 

このコンプライアンス・プログラムを適切に運用していくことにより、当社では個人情報が漏洩する

危険性は極めて低いと考えておりますが、万一、何らかの原因により個人情報が外部に漏洩するような

事態が発生した場合には、当社に対する社会的信用の低下による売上高の減少、または損害賠償による

費用の発生等が起こることも考えられ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑧財務要因について 

ⅰ資産保有リスクについて 

当社グループでは事業用の不動産、投資有価証券等の資産を保有しております。このため、時価の変

動等により、当社グループの業績及び財政状態に影響が出る可能性があります。 

ⅱ税効果会計の適用について 

当社グループは、５年以内に回収可能と見込まれる金額を繰延税金資産として計上しております。繰

延税金資産の回収可能見込額は、将来の課税所得のほか様々な予測・仮定に基づいており、実際の結果

がかかる予測・仮定とは異なる可能性があります。特に当社または当社グループの将来の業績が計画を

大きく下回り繰延税金資産の一部が回収できなくなった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

⑨新規事業展開について 

当社グループでは今後も、人材ビジネス事業及びその周辺事業等において、新会社の設立または企業

買収による事業展開をしていくことを予定しております。しかしながら、企業買収に伴う多額の資金需

要が発生する可能性があるほか、労働市場の変化や競合状況により必ずしも企業買収による収益見通し

が、当初の計画通りに推移する保証はなく、想定通りの収益が確保できない場合、当社グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

⑩市場環境の変化について 

当社グループは、オフィス向け一般事務派遣から製造派遣・請負、人材紹介、再就職支援など幅広い

顧客に総合人材サービスを提供する事業ポートフォリオの構築を進めております。しかしながら、国内

外の景気変動や社会環境の変化に伴い、人材ビジネスに関する事業環境が急激に変化した場合、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

- 10 -

フジスタッフホールディングス㈱（2147）　平成21年３月期　決算短信



 

当社グループは、当社と当社の完全子会社である株式会社フジスタッフ、株式会社アイライン、なら

びに各々の連結子会社である株式会社コンピュータパック、株式会社エム・アール・アイ・ジャパン、

株式会社アステージ、株式会社フジネクスト、株式会社カラーズビジョン、株式会社アイラインキャリ

アアシスト、ＥＡＰ総研株式会社、株式会社アイプレスおよび株式会社アイパレスにより構成されてお

り、総合人材サービス企業として一般人材派遣・製造アウトソーシングを中心に、人材紹介、紹介予定

派遣等の各種人材関連サービス業務を営んでおります。 

  

    <当企業集団の系統図> 

  

 

  

2. 企業集団の状況
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当社グループは、「人にしてもらいたいと思うことを、人にもしなさい。」という経営理念のもと、

「スタッフ満足」、「顧客満足」、「コンプライアンス徹底」を追及することにより、人を大切にする

人材ビジネスカンパニーとして人材ビジネス業界最高のブランド構築をめざします。 

●スタッフ満足 

スタッフフォローと地域密着の営業体制により、スタッフが活き活きと能力を発揮できる調和のとれ

た就業環境を提供することにより、スタッフの長期安定就業をめざします。 

●顧客満足 

企業の多様なニーズに対して、幅広い事業ドメインでオールラウンド＆ワンストップサービスを提供

し、激しく変化する労働市場や雇用環境に対応し続けることで、人材マネジメントのパートナーとなる

ことをめざします。 

●コンプライアンスの徹底 

社会保険加入率100%の維持、個人情報保護の徹底はもちろん、コンプライアンスが問われる製造派

遣、請負においても、事業会社所有の工場で蓄積したモノづくりのノウハウを通じて、適正な事業展開

を行ってまいります。 

  

当期に発生した世界的な景気減速を背景とした人材ビジネスに対する急激な環境変化に対応し、これ

まで売上高1,500億円の目標を掲げてまいりましたが、今後におきましては、グループ全体の収益性を

重視し、利益体質の強化を図ることといたしました。従いまして、目標とする新たな経営指標を、売上

高に対する経常利益率５％といたします。 

  

米国発のサブプライムローン問題に端を発した世界同時不況の影響により、当社グループの顧客企業

の人材戦略、業績にも大きな変化が生じ始めています。人材ビジネス業界は、コンプライアンスに対す

る姿勢が問われる中、企業と労働者のニーズに合った柔軟な雇用形態に対する需要の拡大と非正規社員

に関わる法整備が進められることにより、人材活用の多様化が一段と進むことが予想されます。一方

で、コンプライアンス強化を契機とした業界再編の動きも活発化してきており、業界内での企業淘汰が

進みつつあります。 

このような環境の下、当社グループは次の成長のステージに向けた経営基盤強化を中期的な目標とし

て掲げ、「既存事業の強化」と「事業基盤の強化」という基本戦略のもと、それぞれの事業会社がその

得意分野における競争力の強化を図るとともに、グループ力強化のために必要な量的、質的拡大をめざ

した業務提携、Ｍ＆Ａも視野に入れ、グループ全体で効率的、かつ収益力のある強固な事業基盤を築い

てまいります。 

●既存事業の強化 

収益基盤であるオフィス系、ファクトリー系の人材派遣・請負を着実に強化いたします。 

①スタッフ満足の追及 

・スタッフに支持される人材派遣会社をめざし、人材紹介、正社員登用を含めたキャリア形成支援に

注力 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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・育児中の女性や日雇派遣スタッフへのキャリアカウンセリングを含む各種支援による雇用創出や長

期雇用化を積極的に推進 

②コンプライアンスの徹底 

・経済環境や労働環境、人材ビジネス業界の変化に合わせて変化し続ける労働関連法規にも適切に対

応し、コンプライアンスを徹底 

③間接コストの削減 

・利益確保を図るため、間接コストの削減を実施し、経費コントロール力を強化 

●事業基盤の強化 

外部環境の変化をとらえた、グループ力強化につながる施策の推進により、グループ全体の事業基盤

を強化いたします。 

①専門性の高い業種・業界への展開 

・医療業界におけるフジスタッフのSAP（Service Assistance Professional）事業、アイラインの外

食事業、流通事業、ドライバー事業等、専門性が求められる業種・業界へ展開し、新たな収益基盤を育

成 

②請負化による顧客との関係強化 

・製造業務を始めとして、派遣期間の抵触日をむかえる業務、外部委託による生産性向上、コストダ

ウン等が求められる業務を請負化し、顧客とより密接な関係を構築 

③業務提携、Ｍ＆Ａの推進 

・コンプライアンス強化を契機とした業界再編の動きの中で、選ばれ続ける企業であるために必要な

質的・量的拡大を目指した業務提携、Ｍ＆Ａを推進 

  

フジスタッフホールディングス株式会社 

持株会社である当社は、上記グループ経営戦略の推進による利益・財務体質の強化および決算開示時

期の早期化に注力してまいります。 

また、当社グループの主要事業会社である株式会社フジスタッフおよび株式会社アイラインにおける

課題に対する施策は以下のとおりです。 

  

株式会社フジスタッフ 

①専門スキルを持ったスタッフの育成 

昨年来の経済危機に伴う雇用情勢の急激な悪化を通してあらためて浮き彫りになったことの一つに、

企業に必要とされる人材となるには、より高いスキルを身につけることが重要であるということがあり

ます。中でも派遣スタッフは労働者派遣法の立法趣旨からも専門的知識や経験を求められており、より

高度な専門知識や業務スキルを持つことが期待されています。 

顧客企業のニーズにお応えできる「高い専門性と豊かな人間性」を持った派遣スタッフを育成し、安

定的に確保することは重要な経営課題です。当社では派遣スタッフの専門スキルの向上と安定就業のた

めの施策を引き続き展開します。 

ⅰ．充実したお仕事情報 

派遣スタッフの多様なニーズに対応して、幅広い業種の顧客企業の多種多様なお仕事の中から、希望

条件にあったお仕事情報を提供します。そのためには、営業力を強化し魅力あるお仕事案件を安定的に

(4) 会社の対処すべき課題
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確保することはもちろん、自社サイトの機能向上とコンテンツ充実が重要です。平成20年10月より当

社が運営するお仕事情報の総合サイト「キャリア・ラボ」の全面リニューアルを行い、携帯電話３社の

全国版公式サイトにも登録され、より幅広い層にお仕事を提供できるようになりました。 

ⅱ．スキルアップサポート 

当社の運営するＯＡ研修施設「フジビジネススクール」に加え、平成21年５月よりフジスタッフグル

ープとなった、社会人向けPC スクール業界最大手のひとつ「マルチメディアスクールWAVE」の研修サ

ービスを割安な価格で利用できるようになりました。 

また、WAVEの開発した先進的なE-Learningシステム「ＰＡＬ」を全国の拠点に導入します。これによ

り、フジビジネススクールではカバーできなかったエリアの派遣スタッフも本格的なスキルアップ研修

を受講することが可能になります。 

ⅲ．メンタルヘルスカウンセリング 

近年、日本では個人の受けるストレスの増大、こころの問題が増加し続けております。当社では職場

で悩みを抱え、ストレスを感じている派遣スタッフを支援する体制を整えています。 

心理カウンセラーのプロ集団であるグループ子会社「ＥＡＰ総研株式会社」のサポートにより、心理

学カウンセラーによるメンタルヘルス相談窓口の設置、及び同社の開発した「ストレスマネジメントE-

Learning」によるメンタルヘルスケアサポートを提供しています。 

②労働市場の変化に対する取り組み 

ⅰ．ｆｆ-ｗｏｍａｎプロジェクト 

少子高齢化や団塊世代の大量退職による労働力・生産人口の減少への中長期的な対応として、女性の

労働力の活用に焦点を当て、他社に先駆けて女性の社会復帰支援の取り組みである「ff-womanプロジェ

クト」を推進しています。 

業界初の託児サービス付登録会開催や認可外託児所との提携等の子育てと仕事の両立をサポートする

体制の充実を図るとともに、育児中女性を対象にした「ワーキングマザーアンケート」の調査結果は働

く女性の生の声を反映した貴重なデータとしてマスコミにも注目されています。 

ⅱ．しょうがい者就労支援 

しょうがい者（チャレンジド）社員の雇用は法定雇用率（常用労働者数56人以上の企業は雇用者の

1.8％以上のしょうがい者社員を雇用しなければならない）で義務付けられていますが、顧客企業側の

意識は高い反面、現状ではまだまだ進んでおりません。当社は、これまで蓄積したノウハウをもとに、

しょうがい者の雇用に関する顧客企業へのアドバイスや人材紹介・紹介予定派遣の提案を通して、しょ

うがいを持つ方々が就業する機会を積極的に提供します。 

③コンプライアンス体制の強化 

ⅰ．適法な派遣利用の啓蒙と営業推進 

派遣元への人材派遣事業の適法な運営だけでなく、派遣先である顧客企業に対しても適法に人材派遣

を活用するよう行政指導が強化されており、双方の労働者派遣法への理解と遵守が一段と重要になって

きております。フジスタッフでも顧客企業を対象としたセミナーや顧客企業向けＣＤ－Ｒ「労働者派遣

活用に関するコンプライアンス」を作成し配布する等、様々な啓蒙活動を実施しております。また、法

務部及び外部専門家による研修を受講した法務に強い営業担当者を養成し、企業の人材活用におけるコ

ンプライアンス面でのアドバイスを通した営業活動を進めています。 

ⅱ．チェック体制の強化 

当期は最新の行政指導に沿って、人材派遣・業務請負契約全件について業務実態の調査を実施し、全
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ての契約について見直しを完了いたしました。 

また、適法な業務運営体制を更に強化するために、社内チェック部門である法務部に執行役員を配置

するとともに、全国の新規契約を一元的な審査と継続的な契約のコンプライアンスチェックを行う業務

課を新設、支店長経験者を複数名契約チェック人員として配置しました。さらに、基幹業務システムの

改修も行い磐石なコンプライアンスチェック体制を確立しました。 

④高付加価値案件と新規事業開発 

ⅰ．高付加価値案件への取り組み 

当社では顧客企業の間接業務を取り込むなど付加価値の高い人材サービスの提供と新規業務分野の開

発を目的として、平成20年４月に事業開発本部を設立いたしました。 

平成21年４月よりカスタマーサービス部門の業務委託事業を運営するＢＰＯ事業部に正社員を30名配

置し、高度なノウハウが必要とされる事務センターやコールセンターの業務請負事業の新規立ち上げを

担う人材を育成し、下期以降の全国展開に備えます。また、平成21年６月より当社独自のコールセンタ

ーを開設する予定です。コールセンター向け派遣の専門事業部であるＣＣＭ事業部のコンサルティング

機能とコールセンター運営ノウハウをベースに、当社の出資するコールセンター業者からの業務受託に

加え、全国ネットワークと地域経済への結びつきを活かした地方の中小企業のマーケティングニーズの

発掘等を通してコールセンター事業の拡大を図ります。 

ⅱ．新市場開拓 

医療・介護業界においては医師や看護師などの専門資格を持つ人材だけでなく、医師の事務作業サポ

ートスタッフ等の専門事務系スタッフや医療機関利用者向けのアテンドスタッフについても高い水準の

人材需要が見込めます。 

当社では平成20年４月より医療業界へのアプローチを専門に行う本部部署を立ち上げると共に、各拠

点に専任担当者を配置し営業開拓を行っています。また、営業活動を通じて蓄積した業界特有の人材活

用ノウハウをスタッフ向けの教育・研修にも活かし専門スタッフの育成を進めています。 

  

株式会社アイライン 

米国発のサブプライムローン問題に起因する景気減速により、アイラインの主要顧客である製造業各

社は、大幅な減産・業務縮小が相次ぎ、当社の主力である製造派遣・請負は、非常に厳しい環境に置か

れております。さらに、いわゆる「2009年問題」（特に製造業において派遣期間の終了期限が2009年に

一斉集中し、それ以降の派遣ができなくなる問題）に対し、派遣期間終了を機に、派遣スタッフの直接

雇用を進める顧客が増えてきており、結果、派遣人数が下落基調となっております。 

アイラインではこれらの大きな環境変化に対応すべく、採用・営業拠点の統廃合（拠点64拠点→35拠

点）や集中事務処理センターを設置するなど、拠点や間接部門の合理化、ローコストオペレーションを

進めてまいりました。一方、製造以外の分野に対する顧客開拓に昨年からとりかかり、サービス産業を

中心とした新たな領域への事業拡大をはかっております。また、製造業各社に対しましては、引き続き

「請負化の推進」と自社工場であるテクノセンターにおける「委託生産」を推進し、安定的な収益の確

保およびマーケットシェアの拡大をはかってまいります。 

① 2009年問題対策 請負化推進と生産性向上による収益確保 

上記の通り、昨年からの製造業における生産減・業務縮小により、アイラインにおける製造派遣およ

び構内請負も厳しい環境が続いております。しかしながら、製造業におけるニーズは固定費の流動化、

製造工程における品質と生産性の向上、さらにはコストダウンであり、この3つの要望は未だ衰えてお
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りません。従いまして、アイラインは2009年問題対策として請負化が最善と考え、今後とも強力に推

進していく所存です。具体的には、昨年発足した請負推進本部を中心に、計３８事業所の請負化を完了

いたしましたが、さらに請負事業所数を拡大してまいります。顧客における品質向上による満足度の向

上と、生産性の向上による収益の拡大をはかり、共存共栄を目指すとともに、製造工程に携わるスタッ

フに対しても、雇用の維持、処遇面の改善やキャリアアップにつなげるべく、顧客・派遣社員（請負ス

タッフ）・アイラインが三位一体となり、それぞれの地位を確立できるように努めてまいります。 

アイラインが請負化のあるべき姿と捉えているテクノセンター（自社工場）におけるEMS事業におい

ては、平成20年より開始した大手メーカーの生産受託により、当期の売上高は前年比55％増となり、ま

た次期におきましても20％増を見込んでおります。自社工場による生産ノウハウの構築、製造業に通じ

たプロフェッショナルな人材育成を進めながら、来るべき景気回復後の製造請負化のニーズに速やかに

対応できる体制を維持し、さらなる発展を目指します。 

② 製造以外の新たな分野の開拓・開発による売上拡大 

 アイラインは新たな分野の売上拡大をはかるため、平成20年9月より「流通事業部」および「外食

事業部」を立ち上げました。サービス産業は景気後退期においても比較的、アルバイトをはじめ臨時的

雇用のニーズが高く、安定的な需要が期待できます。「流通事業部」においては、販売員の派遣に加

え、レジのチェッカー業務の派遣およびアウトソーシングを開始し、教育をセットにした付加価値の高

いサービスを実施しております。また「外食事業部」においては、飲食店向けにホールスタッフ、キッ

チンスタッフの派遣に加え、ホテルの配膳業務の運営を請け負うなど新たな取組みも実施しておりま

す。 

また、上記の２事業部においては、派遣だけではなく、直接雇用を望む顧客に対し、数日間の派遣期

間を経て、人材紹介を行う「アルバイト紹介予定派遣」を提案し、アルバイトの慢性的な不足や突発的

な退職の補充に頭を抱える流通・外食産業のニーズに応えております。また各事業ごとに、教育担当者

（トレーナー）を配置し、スタッフに対する教育訓練を充実し、即戦力となるスタッフ育成に力を入れ

ております。 

そして、流通事業部および外食事業部と同時期に立ち上げた「ドライバー事業部」においては、従来

の物流系の顧客に対して、ドライバーや配送助手の派遣を進め、企業や幼稚園等には送迎委託業務など

新たなサービス領域の拡大を進めています。 

流通事業部および外食事業部と同時期に立ち上げた「ドライバー事業部」においては、従来の物流系

の顧客に対して、ドライバーや配送助手の派遣を進め、企業や幼稚園を中心に送迎委託業務の新たなサ

ービス領域の拡大を進めております。 

これらの事業は、人材ニーズが高い首都圏を中心に営業展開を行っておりますが、全国ネットワーク

で展開をしている顧客の地方店舗も積極的に営業対象にすることで、今後アイラインの全支店での売上

拡大をはかってまいります。 

③ 日雇派遣の今後の対応について 

 日雇派遣については、原則禁止となる方針が発表されており、同業他社が撤退・業務縮小を行って

おりますが、日雇派遣を活用している顧客および派遣スタッフに未だニーズが高いため、アイラインで

は引き続きコンプライアンスを維持した上で、法改正までの間、スポット業務を継続してまいります。 

ただし、法改正にも備え、日雇・短期という勤務形態を希望するスタッフを顧客に人材紹介を行う

「短期の職業紹介事業」も展開してまいります。仮に日雇派遣が禁止となった場合でも、新たなビジネ

スモデルにより収益確保が可能となり、顧客の短期的な需要にも対応することが可能となります。そし
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て、直接雇用を望むスタッフ、顧客においては有料職業紹介（人材紹介）を積極的に展開してまいり

ます。 

  

当社は、人材業界世界２位の規模であるランスタッド・ホールディングス株式会社と平成20年７月よ

り人材サービスのグローバル動向調査プロジェクトを共同で行っております。 

また、関係強化のため平成20年11月にランスタッド・ホールディングス株式会社の子会社であるヴェ

ディオール・アジア・ビー・ヴィーが当社株式68,300株（持株比率10.0％）を取得し当社の安定株主と

なっております。 

＜ランスタッド・ホールディングス株式会社の概要＞ 

① 本店所在地 ：オランダ（ＮＹＳＥユーロネクスト・アムステルダム証券取引所上場） 

② 代表者   ：ＣＥＯ ベン・ノートブーム 

③ 売上高   ：約２兆1,120億円（１ユーロ120円換算） 

         ＊2007年度ランスダット社／ヴェディオール社の合計 

④ 資本金   ：約2,243億円（１ユーロ120円換算） 

⑤ 従業員数  ：約34,000人 

⑥ 主な事業内容：人材派遣、人材紹介、製造業派遣、専門職派遣、エグゼクティブサーチなど 

          幅広い人材ソリューションサービス 

  

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,167,524 3,141,250 

受取手形及び売掛金 10,989,406 8,143,160 

たな卸資産 75,870 － 

貯蔵品 － 86,370 

未収還付法人税等 305,811 307,106 

前払費用 490,864 419,166 

繰延税金資産 425,533 497,677 

その他 466,433 169,885 

貸倒引当金 △40,898 △33,937 

流動資産合計 14,880,545 12,730,681 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 2,692,520 3,185,146 

減価償却累計額 △992,073 △1,206,564 

建物及び構築物（純額） 1,700,447 1,978,582 

機械装置及び運搬具 315,918 413,900 

減価償却累計額 △136,311 △258,253 

機械装置及び運搬具（純額） 179,607 155,647 

土地 1,935,241 1,922,438 

建設仮勘定 40,277 13,368 

その他 772,930 768,053 

減価償却累計額 △586,090 △614,545 

その他（純額） 186,840 153,507 

有形固定資産合計 4,042,413 4,223,544 

無形固定資産 

のれん 190,216 327,430 

その他 384,768 333,961 

無形固定資産合計 574,984 661,391 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※1 822,516 ※1 1,007,842 

関係会社株式 32,207 164,669 

長期貸付金 31,771 249,106 

敷金及び保証金 848,715 814,610 

繰延税金資産 435,894 467,864 

その他 258,371 266,374 

貸倒引当金 △95,011 △177,588 

投資その他の資産合計 2,334,465 2,792,878 

固定資産合計 6,951,863 7,677,814 

資産合計 21,832,409 20,408,496 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 43,915 40,217 

短期借入金 275,000 460,000 

1年内返済予定の長期借入金 ※1 2,865,385 ※1 3,069,701 

未払費用 6,362,396 4,825,206 

未払法人税等 427,839 386,262 

未払消費税等 974,374 442,531 

賞与引当金 726,587 689,077 

ポイント引当金 111,955 105,206 

その他 791,126 506,659 

流動負債合計 12,578,580 10,524,861 

固定負債 

社債 － 500,000 

長期借入金 ※1 2,280,664 ※1 2,735,975 

退職給付引当金 466,794 599,598 

役員退職慰労引当金 26,570 5,550 

その他 80,119 89,452 

固定負債合計 2,854,147 3,930,576 

負債合計 15,432,727 14,455,438 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,000,000 2,000,000 

資本剰余金 2,526,085 500,000 

利益剰余金 4,948,648 4,297,494 

自己株式 △3,031,257 △740,969 

株主資本合計 6,443,477 6,056,525 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △43,795 △103,467 

評価・換算差額等合計 △43,795 △103,467 

純資産合計 6,399,682 5,953,058 

負債純資産合計 21,832,409 20,408,496 
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（2）【連結損益計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月２日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 93,510,791 87,485,776 

売上原価 75,259,572 71,457,817 

売上総利益 18,251,218 16,027,959 

販売費及び一般管理費 ※1 14,836,855 ※1 14,328,283 

営業利益 3,414,362 1,699,675 

営業外収益 

受取利息 4,484 8,468 

受取配当金 5,541 10,008 

助成金収入 8,163 8,697 

受取賃貸料 69,425 65,185 

その他 23,041 56,839 

営業外収益合計 110,656 149,200 

営業外費用 

支払利息 104,717 106,544 

持分法による投資損失 － 42,230 

賃貸費用 44,614 25,467 

その他 14,758 64,816 

営業外費用合計 164,090 239,058 

経常利益 3,360,928 1,609,817 

特別利益 

固定資産売却益 ※2 － ※2 8,028 

投資有価証券売却益 2 － 

ポイント引当金戻入額 － 13,921 

事業譲渡益 7,800 47,678 

特別利益合計 7,802 69,627 

特別損失 

固定資産売却損 ※3 6 ※3 559 

固定資産除却損 ※4 53,785 ※4 85,893 

投資有価証券売却損 217 － 

投資有価証券評価損 40,864 12,893 

賃貸借契約解約損 82,661 72,939 

関係会社支援損 － 15,000 

減損損失 ※5 － ※5 218,073 

特別損失合計 177,535 405,359 

税金等調整前当期純利益 3,191,196 1,274,085 

法人税、住民税及び事業税 1,417,400 725,801 

法人税等調整額 19,263 △66,183 

法人税等合計 1,436,663 659,617 

当期純利益 1,754,532 614,467 
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（3）【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月２日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 － 2,000,000 

当期変動額 

株式移転による増加 2,000,000 － 

当期変動額合計 2,000,000 － 

当期末残高 2,000,000 2,000,000 

資本剰余金 

前期末残高 － 2,526,085 

当期変動額 

株式移転による増加 2,520,286 － 

剰余金の配当 △202,549 － 

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △300,349 

連結子会社からの自己株式の取得による
剰余金の増加高 

238,178 － 

自己株式の処分 △29,830 △55,415 

自己株式の消却 － △2,532,585 

利益剰余金から資本剰余金への振替 － 862,265 

当期変動額合計 2,526,085 △2,026,085 

当期末残高 2,526,085 500,000 

利益剰余金 

前期末残高 － 4,948,648 

当期変動額 

株式移転による増加 3,781,215 － 

剰余金の配当 △471,814 △403,356 

当期純利益 1,754,532 614,467 

連結範囲の変動 △115,285 － 

利益剰余金から資本剰余金への振替 － △862,265 

当期変動額合計 4,948,648 △651,153 

当期末残高 4,948,648 4,297,494 

自己株式 

前期末残高 － △3,031,257 

当期変動額 

株式移転による増加 △2,956,685 － 

自己株式の処分 44,399 68,247 

自己株式の消却 － 2,532,585 

自己株式の取得 △118,970 △310,544 

当期変動額合計 △3,031,257 2,290,287 

当期末残高 △3,031,257 △740,969 

株主資本合計 

前期末残高 － 6,443,477 

当期変動額 

株式移転による増加 5,344,816 － 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月２日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △300,349 

剰余金の配当 △674,364 △403,356 

当期純利益 1,754,532 614,467 

連結範囲の変動 △115,285 － 

利益剰余金から資本剰余金への振替 － － 

連結子会社からの自己株式の取得による
剰余金の増加高 

238,178 － 

自己株式の処分 14,569 12,832 

自己株式の消却 － － 

自己株式の取得 △118,970 △310,544 

当期変動額合計 6,443,477 △386,951 

当期末残高 6,443,477 6,056,525 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 － △43,795 

当期変動額 

株式移転による増加 9,473 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△53,268 △59,672 

当期変動額合計 △43,795 △59,672 

当期末残高 △43,795 △103,467 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 － △43,795 

当期変動額 

株式移転による増加 9,473 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△53,268 △59,672 

当期変動額合計 △43,795 △59,672 

当期末残高 △43,795 △103,467 

純資産合計 

前期末残高 － 6,399,682 

当期変動額 

株式移転による増加 5,354,289 － 

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △300,349 

剰余金の配当 △674,364 △403,356 

当期純利益 1,754,532 614,467 

連結範囲の変動 △115,285 － 

利益剰余金から資本剰余金への振替 － － 

連結子会社からの自己株式の取得による剰余金
の増加高 

238,178 － 

自己株式の処分 14,569 12,832 

自己株式の消却 － － 

自己株式の取得 △118,970 △310,544 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △53,268 △59,672 

当期変動額合計 6,399,682 △446,624 

当期末残高 6,399,682 5,953,058 
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（4）【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月２日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 3,191,196 1,274,085 

減価償却費 498,744 496,493 

のれん償却額 65,561 83,412 

減損損失 － 218,073 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 31,489 75,557 

賞与引当金の増減額（△は減少） 74,552 △38,549 

ポイント引当金の増減額（△は減少） 76,777 △6,749 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 138,477 132,804 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 702 △21,020 

受取利息及び受取配当金 △10,025 △18,476 

支払利息 104,717 106,544 

固定資産売却損益（△は益） 6 △7,468 

固定資産除却損 53,785 85,893 

持分法による投資損益（△は益） － 42,230 

投資有価証券売却益 △2 － 

投資有価証券売却損 217 － 

投資有価証券評価損益（△は益） 40,864 12,893 

事業譲渡損益（△は益） △7,800 △47,678 

関係会社支援損 － 15,000 

子会社清算損益（△は益） － 1,049 

売上債権の増減額（△は増加） △2,567 2,856,586 

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,227 △10,250 

仕入債務及び未払費用の減少額 △259,729 － 

仕入債務の増減額（△は減少） － △8,573 

未払費用の増減額（△は減少） － △1,539,258 

未払消費税等の増減額（△は減少） △74,946 △525,968 

未払金の増減額（△は減少） △240,682 △248,345 

預り金の増減額（△は減少） △451,102 △60,792 

その他 △76,485 70,466 

小計 3,136,523 2,937,959 

利息及び配当金の受取額 9,063 19,767 

利息の支払額 △107,138 △109,480 

法人税等の還付額 － 304,639 

法人税等の支払額 △1,256,979 △1,075,829 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,781,468 2,077,057 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月２日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 － △4,907 

定期預金の払戻による収入 － 3,202 

有形固定資産の取得による支出 △495,592 △346,100 

有形固定資産の売却による収入 6,008 121,639 

有形固定資産の除却による支出 － △10,944 

無形固定資産の取得による支出 △74,122 △113,520 

投資有価証券の取得による支出 △510,306 △312,368 

投資有価証券の売却による収入 17,302 － 

関係会社株式の取得による支出 △7,230 △210,500 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

△355 △32,205 

敷金及び保証金の差入による支出 △173,322 △143,860 

敷金及び保証金の回収による収入 162,758 122,598 

短期貸付けによる支出 △318,000 △281,000 

短期貸付金の回収による収入 29,338 574,040 

長期貸付けによる支出 － △241,599 

長期貸付金の回収による収入 － 9,203 

事業譲渡による収入 8,159 93,487 

営業譲受による支出 － △343,448 

その他 △18,321 △11,323 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,373,682 △1,127,607 

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） △1,355,000 172,568 

長期借入れによる収入 4,625,000 4,280,000 

長期借入金の返済による支出 △3,585,602 △3,913,287 

社債の発行による収入 － 500,000 

社債の償還による支出 △200,000 － 

自己株式の売却による収入 14,569 12,832 

自己株式の取得による支出 △118,970 △310,544 

配当金の支払額 △674,161 △701,915 

その他 1,547 7,836 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,292,617 47,488 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △884,831 996,938 

現金及び現金同等物の期首残高 2,898,298 1,967,524 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △45,942 △10,000 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,967,524 ※1 2,954,463 
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該当事項はありません。 

  

  

 
  
 

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月２日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数   11社

 主要な連結子会社の名称

  株式会社フジスタッフ

  株式会社アイライン

  当連結会計年度に、株式会社エ

ル・シー・エーCCMの株式を取得し

同社を連結の範囲に含めましたが、

同社が営む事業を全て株式会社フジ

スタッフへ譲渡したことに伴い、資

産、売上高、利益及び利益剰余金に

おける重要性がなくなったため、連

結の範囲より除外しております。

  また、株式会社フジスタッフITに

ついては、当連結会計年度において

新たに設立したため、連結の範囲に

含めております。

(1) 連結子会社の数   11社

 主要な連結子会社の名称

  株式会社フジスタッフ

  株式会社アイライン

  当連結会計年度に、株式会社フジ

ネクスト及び株式会社カラーズビジ

ョンは新たに株式を取得したため、

連結の範囲に含めております。

  また当連結会計年度に、株式会社

エヌ・ティ・ティ・データ・キャリ

アウェイ（平成20年６月27日付けで

株式会社フジスタッフＩＴから社名

変更）は第三者割当増資に伴い持分

比率が低下したため、連結子会社か

ら持分法適用関連会社に変更してお

ります。

  当連結会計年度に、株式会社アイ

ネクストは清算されたため、連結の

範囲より除外しております。

(2) 主要な非連結子会社の名称

  I LINE MALAYSIA SDN.BHD

  I LINE(THAILAND)CO.,LTD

 (連結の範囲から除いた理由)

  非連結子会社は、いずれも小規模

であり、合計の総資産、売上高、当

期純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないため連結の範囲か

ら除外しております。

(2) 主要な非連結子会社の名称

同左

２ 持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法を適用した非連結子会社及

び関連会社の数

  該当事項はありません。

(1) 持分法を適用した非連結子会社及

び関連会社の数   １社

 主要な持分法適用関連会社の名称

  株式会社エヌ・ティ・ティ・デー

タ・キャリアウェイ

  当連結会計年度に、株式会社エ

ヌ・ティ・ティ・データ・キャリア

ウェイは第三者割当増資に伴い持分

比率が低下したため、連結子会社か

ら持分法適用関連会社に変更してお

ります。

- 25 -

フジスタッフホールディングス㈱（2147）　平成21年３月期　決算短信



  

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月２日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(2) 持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社のうち主要な会社等

の名称

  I LINE MALAYSIA SDN.BHD

  I LINE(THAILAND)CO.,LTD

 (持分法を適用しない理由)

  持分法非適用会社は、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等からみて、持

分法の対象から除いても連結財務諸

表に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないため

持分法の適用範囲から除外しており

ます。

(2) 持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社のうち主要な会社等

の名称

同左

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 すべての連結子会社の事業年度の末

日は、連結決算日と一致しておりま

す。

同左

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

 ① 有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

    連結決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定)

によっております。

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

 ① 有価証券

  その他有価証券

   時価のあるもの

同左

   時価のないもの

    移動平均法による原価法によ

っております。

    なお、投資事業有限責任組合

及びそれに類する組合への出資

（金融商品取引法第２条第２項

により有価証券とみなされるも

の）については、組合契約に規

定される決算報告日に応じて入

手可能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込

む方法によっております。

   時価のないもの

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月２日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 ② たな卸資産

  貯蔵品

   最終仕入原価法によっておりま

す。

 ② たな卸資産

  貯蔵品

   最終仕入原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法)によっ

ております。

  （会計方針の変更）

  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 平

成18年７月５日公表分）を当連結

会計年度から適用し、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。なお、

これによる損益に与える影響はあ

りません。

 

(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。ただ

し、平成10年４月１日以降取得し

た建物（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法によっておりま

す。

   なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物 ２年～50年

機械装置 
及び運搬具

２年～６年

 

(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（リース資産を除

く）

   定率法によっております。ただ

し、平成10年４月１日以降取得し

た建物（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法によっておりま

す。

   なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物 ２年～50年

機械装置 
及び運搬具

２年～６年

 ② 無形固定資産

   定額法によっております。な

お、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期

間(５年以内)に基づく定額法によ

っております。

 ② 無形固定資産（リース資産を除

く）

   定額法によっております。な

お、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期

間(５年以内)に基づく定額法によ

っております。

―――――――――  ③ リース資産

  所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産

   リース期間を耐用年数とし、残

存価額をゼロとして算定する方法

によっております。

   なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取

引開始日が平成20年３月31日以前

のリース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月２日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(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。

(3) 重要な引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金

同左

 ② 賞与引当金

   従業員に支給する賞与に充てる

ため、支給見込額のうち当連結会

計年度負担額を計上しておりま

す。

 ② 賞与引当金

同左

 ③ ポイント引当金

   スタッフに付与したポイントの

使用による費用発生に備えるた

め、当連結会計年度末において将

来使用されると見込まれる額を計

上しております。

 ③ ポイント引当金

同左

 ④ 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務の見込額に基づき、計

上しております。

   数理計算上の差異については、

その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（５年）

による定額法により按分した額

を、それぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理しております。

 ④ 退職給付引当金

同左

 ⑤ 役員退職慰労引当金

   役員の退職慰労金に備えるた

め、内規に基づく当連結会計年度

末要支給額を計上しております。

 ⑤ 役員退職慰労引当金

同左

(4) 重要なリース取引の処理方法

  リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

―――――――――

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 ① ヘッジ会計の方法

   特例処理の要件を充たしている

金利スワップについて特例処理を

採用しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 ① ヘッジ会計の方法

同左

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段

   金利スワップ

  ヘッジ対象

   借入金利息

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左
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会計方針の変更 

   

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月２日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 ③ ヘッジ方針

   金利リスクの低減のため、対象

債務の範囲内でヘッジを行ってお

ります。

 ③ ヘッジ方針

同左

 ④ ヘッジの有効性評価の方法

   金利スワップの特例処理の要件

を充たしているため、有効性の評

価を省略しております。

 ④ ヘッジの有効性評価の方法

同左

(6) その他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

   税抜方式によっております。

(6) その他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

同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

全面時価評価法によっております。 同左

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれんは、５年で均等償却しておりま

す。

のれん及び負ののれんは、投資の効果

が及ぶ期間で均等償却しております。

なお、金額が僅少である場合は、発生

年度において全額償却しております。

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

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。

同左

(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月２日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

――――――――― （リース取引に関する会計基準等）

当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号 平成５年６月17日（企業

会計審議会第一部会）平成19年３月30日改正）及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号 平成６年１月18日（日本公認

会計士協会会計制度委員会）平成19年３月30日改正）

を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

また、これによる損益に与える影響はありません。
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月２日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

――――――――― （連結貸借対照表）

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成

20年８月７日内閣府令第50号)が適用になることに伴

い、前連結会計年度において「たな卸資産」として掲

記されたものは、当連結会計年度より「貯蔵品」に区

分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」は、全額

「貯蔵品」であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

前連結会計年度における「仕入債務及び未払費用の

減少額」は、EDINETへのXBRL導入に伴い連結財務諸表

の比較可能性を向上するため、当連結会計年度より

「仕入債務の増減額（△は減少）」「未払費用の増減

額（△は減少）」として表示しております。なお、前

連結会計年度の「仕入債務の増減額（△は減少）」

「未払費用の増減額（△は減少）」はそれぞれ、

13,545千円、246,184千円であります。

前連結会計年度における「投資有価証券売却益」

「投資有価証券売却損」は、EDINETへのXBRL導入に伴

い連結財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結

会計年度より「投資有価証券売却損益（△は益）」と

して表示しております。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度末 
(平成21年３月31日)

 

※１ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は、次のとおりでありま

す。

投資有価証券 111,630千円

※１      ―――――――――

 

   担保付債務は、次のとおりであります。

一年内返済予定 
長期借入金

405,340千円

長期借入金 281,480

 計 686,820千円

 

 ２ 偶発債務

   下記の会社の銀行借入に対し、債務保証を行って

おります。

保証先 金額 内容

PT Fujistaff Indonesia 15,260千円 借入債務

 

 

 ２ 偶発債務

   下記の会社の銀行借入に対し、債務保証を行って

おります。

保証先 金額 内容

PT Fujistaff Indonesia 12,900千円 借入債務

株式会社マルチメディア
スクール・ウェーヴ

50,000千円 借入債務

 

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月２日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

従業員給与及び賞与等 7,177,269千円

賞与引当金繰入額 475,167千円

賃借料 1,277,200千円

減価償却費 434,588千円

のれん償却額 65,561千円

貸倒引当金繰入額 33,795千円

退職給付費用 113,693千円

募集費 1,609,687千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

従業員給料及び賞与 7,481,420千円

賞与引当金繰入額 486,980千円

賃借料 1,242,576千円

減価償却費 414,804千円

のれん償却額 83,412千円

貸倒引当金繰入額 77,526千円

退職給付費用 131,238千円

募集費 1,141,656千円

※２       ――――――――――

 

※２ 固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具 89千円

土地 7,938

 計 8,028千円

 

※３ 固定資産売却損の内訳

有形固定資産その他 6千円
 

※３ 固定資産売却損の内訳

有形固定資産その他 559千円

 

※４ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 35,779千円

機械装置及び運搬具 173

有形固定資産その他 3,857

無形固定資産その他 13,975

 計 53,785千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 46,837千円

機械装置及び運搬具 691

有形固定資産その他 9,725

無形固定資産その他 28,639

 計 85,893千円
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前連結会計年度
(自 平成19年４月２日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※５       ――――――――――
 

 

※５ 減損損失

当社グループは、当連結会計年度において、以

下の資産について減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失
(千円)

㈱フジスタッフ
仙台支店（宮城
県仙台市)

事業所設備
建物及び構築物 3,729

有形固定資産そ
の他

779

㈱フジスタッフ
京都支店(京都
府京都市）

事業所設備
建物及び構築物 2,157

有形固定資産そ
の他

281

㈱フジスタッフ
岡山支店（岡山
県岡山市)

事業所設備 建物及び構築物 418

㈱フジスタッフ
広島支店(広島
県広島市)

事業所設備
建物及び構築物 1,392

有形固定資産そ
の他

178

㈱フジスタッフ
四日市支店（三
重県四日市市)

事業所設備 建物及び構築物 777

㈱アイライン札
幌支店（北海道
札幌市)

事業所設備
建物及び構築物 3,579

有形固定資産そ
の他

658

㈱アイライン仙
台支店(宮城県
仙台市）

事業所設備
建物及び構築物 711

有形固定資産そ
の他

260

㈱アイライン新
松戸支店(千葉
県松戸市)

事業所設備
建物及び構築物 97

有形固定資産そ
の他

172

㈱アイライン四
日市支店(三重
県四日市市)

事業所設備
建物及び構築物 974

有形固定資産そ
の他

118

㈱ エ ム・ア ー
ル・アイ・ジャ
パン(東京都港
区)

事業所設備

有形固定資産そ
の他

499

無形固定資産そ
の他

10,791

－
投資その他の資
産その他

72,808

㈱アステージ
（東 京 都 中 央
区)

－ のれん 107,471

㈱アイプレス
（東 京 都 新 宿
区）

－ のれん 10,216

 計 218,073

 当社グループは、独立した最小の損益管理単位を識別
してグルーピングを行っております。
 ㈱フジスタッフの仙台、京都、岡山、広島、四日市の
各支店については、事務所の移転・統合が確定している
ため、減損処理を行いました。
 ㈱アイラインの札幌、仙台、四日市の各支店について
は、翌期以降のキャッシュ・フローが見込めないため、
また新松戸支店については閉鎖が確定しているため、減
損処理を行いました。
 ㈱エム・アール・アイ・ジャパンについては商標権等
の一括償却により、減損処理を行いました。
 ㈱アステージと㈱アイプレスののれんについては、株
式取得時に策定した事業計画において想定していた収益
見込みが減少したため、減損処理を行いました。
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前連結会計年度(自 平成19年４月２日 至 平成20年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

普通株式の増加737,751株は、株式移転による持株会社設立による増加であります。 

  

２ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

自己株式の増加67,511株は、株式移転に伴い連結子会社が取得した当社株式による増加62,587株、取締役会決

議による自己株式の取得による増加4,924株であります。なお、当連結会計年度末においては、当該自己株式は

連結子会社から当社へ譲渡されております。 

自己株式の減少2,021株は、ストック・オプションの行使によるものであります。 

  

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) － 737,751 － 737,751

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) － 67,511 2,021 65,490

決議 株式の種類
配当金の総額 
(千円)

１株当たり配当額 
(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月26日 
株式会社フジスタ
ッフ定時株主総会

普通株式 231,814 7.0 平成19年３月31日 平成19年６月27日

平成19年６月27日 
株式会社アイライ
ン定時株主総会

普通株式 240,000 3,000.0 平成19年３月31日 平成19年６月27日

平成19年10月29日 
当社取締役会

普通株式 202,549 300.0 平成19年９月30日 平成19年12月14日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額 
(千円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年５月29日 
取締役会

普通株式 資本剰余金 67,226 100.0 平成20年３月31日 平成20年６月27日

普通株式 利益剰余金 403,356 600.0 平成20年３月31日 平成20年６月27日
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

普通株式の減少55,000株は、平成20年５月30日付の会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却によるもので

あります。 

  

２ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

自己株式の増加22,407株は、取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。 

自己株式の減少56,780株は、自己株式の消却による減少55,000株及びストック・オプションの行使による減少

1,780株であります。 

  

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 737,751 － 55,000 682,751

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 65,490 22,407 56,780 31,117

決議 株式の種類
配当金の総額 
(千円)

１株当たり配当額 
(円)

基準日 効力発生日

平成20年５月29日 
取締役会

普通株式 470,582 700.0 平成20年３月31日 平成20年６月27日

平成20年10月30日 
取締役会

普通株式 233,123 350.0 平成20年９月30日 平成20年12月５日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額 
(千円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年５月27日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 162,908 250.0 平成21年３月31日 平成21年６月26日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月２日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

(平成20年３月31日現在)

現金及び預金勘定 2,167,524千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △200,000

現金及び現金同等物 1,967,524千円
 

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年３月31日現在)

現金及び預金勘定 3,141,250千円

有価証券勘定 14,917

計 3,156,168千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △201,705

現金及び現金同等物 2,954,463千円
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前連結会計年度(自 平成19年４月２日 至 平成20年３月31日) 

一般人材派遣・製造アウトソーシング・人材紹介・紹介予定派遣等人材関連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。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

一般人材派遣・製造アウトソーシング・人材紹介・紹介予定派遣等人材関連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。 

  

前連結会計年度(自 平成19年４月２日 至 平成20年３月31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。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31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。 

  

前連結会計年度(自 平成19年４月２日 至 平成20年３月31日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月２日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高 
相当額 
(千円)

機械装置及び 
運搬具

8,030 6,999 1,030

有形固定資産 
その他

14,557 12,234 2,323

無形固定資産 
その他

14,357 8,044 6,312

合計 36,945 27,278 9,666

 

１ ファイナンス・リース取引（借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっており、その内容は次の

通りであります。

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高 
相当額 
(千円)

有形固定資産 
その他

8,345 3,925 4,420

無形固定資産 
その他

14,357 10,916 3,440

合計 22,703 14,841 7,861

 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額

一年内 5,556千円

一年超 4,595

 合計 10,152千円
 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額

一年内 4,493千円

一年超 3,662

 合計 8,156千円

 

 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 8,867千円

減価償却費相当額 7,975千円

支払利息相当額 566千円
 

 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 5,011千円

減価償却費相当額 4,666千円

支払利息相当額 301千円

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

 (5) 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分については、

利息法によっております。

 (5) 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分については、

利息法によっております。

２ オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料

２        ―――――――――

 

一年内 1,840千円

一年超 471

 合計 2,312千円
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前連結会計年度(自 平成19年４月２日 至 平成20年３月31日) 

１ 役員及び個人主要株主等 

  
  

 
１．取引金額には消費税等は含まれておりません。 

２．当社代表取締役会長増山瑞比古、取締役副会長増山律子及び両名の近親者が議決権の30％を直接保有、70％を間接

所有しております。 

３．取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1) 広告宣伝費及び教育研修費の料金については、一般の取引条件と同様に決定しております。 

  

 
１．取引金額には消費税等は含まれておりません。 

２．当社代表取締役会長増山瑞比古、取締役副会長増山律子及び両名の近親者が議決権の100％を直接所有しておりま

す。 

３．取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1) 支払家賃については、近隣の取引実勢に基づいて決定しております。 
  

(関連当事者情報)

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有)割合

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高 
(千円)役員の 

兼任等
事業上 
の関係

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等

㈱ カラ ー
ズビ ジョ
ン

栃木県 
宇都宮
市

10広告企画 該当なし 該当なし
広告企画
業務委託

広告宣伝費 2,260

－ －

教育研修費 3,560

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有)割合

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高 
(千円)役員の 

兼任等
事業上 
の関係

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等

㈱ フジ ネ
クスト

栃木県 
宇都宮
市

25

不 動 産 賃
貸・管理業
及び保険代
理業

該当なし 該当なし
不動産の
賃貸借

支払家賃 2,194敷金 1,146
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

（追加情報） 

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基

準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計

基準第13号）を適用しております。 

  

１ 関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(ア) 連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等 

 
１．取引金額には消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1) 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

  

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

該当事項はありません。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

該当事項はありません。 

  

(2) 重要な関連会社の要約財務情報 

該当事項はありません。 

  

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等 
の所有 
(被所有)割
合(％)

関連当事者 
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高 
(千円)

役員 増山 浩史 － －
当社 

代表取締役

(被所有) 

直接20.73
資金の貸付

資金の貸付 260,000

－ －
貸付金の回

収
260,000

受取利息 212

役員 佐藤 厚 － － 当社取締役
(被所有) 

直接 0.13
資金の貸付

資金の貸付 25,000

長期貸付金 24,960貸付金の回

収
40

受取利息 80－ －
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日現在)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日現在)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

賞与引当金 294,514千円

未払費用 40,792

未払事業税 35,682

未払事業所税 29,613

土地評価損 155,942

貸倒引当金 27,800

退職給付引当金 189,295

投資有価証券評価損 87,608

その他有価証券評価差額 30,041

税務上の繰越欠損金 375,588

その他 127,244

繰延税金資産小計 1,394,125千円

評価性引当額 △517,393

繰延税金資産合計 876,731千円

繰延税金負債

未収還付事業税 15,303千円

繰延税金負債合計 15,303千円

繰延税金資産の純額 861,428千円
 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

賞与引当金 287,348千円

未払費用 37,978

未払事業税 30,424

未払事業所税 29,059

土地評価損 135,668

貸倒引当金 71,434

退職給付引当金 251,125

その他有価証券評価差額 74,847

税務上の繰越欠損金 291,750

その他 157,686

繰延税金資産小計 1,367,319千円

評価性引当額 △401,745

繰延税金資産合計 965,574千円

繰延税金負債

未収還付事業税 33千円

繰延税金負債合計 33千円

繰延税金資産の純額 965,541千円
 

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に 
算入されない項目

0.5

受取配当金（みなし配当含む） 
等永久に益金に算入されない 
項目

△9.3

住民税均等割 1.8

自己株式買取に伴う税負担額 4.1

連結子会社からの配当金 5.3

連結子会社の欠損金に対する 
税効果未認識

1.1

その他 0.8

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率

45.0％

 

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に 
算入されない項目

0.6

受取配当金（みなし配当含む） 
等永久に益金に算入されない 
項目

△66.6

住民税均等割 4.8

連結子会社からの配当金 67.1

連結子会社の欠損金に対する 
税効果未認識

1.1

留保金課税 8.3

その他 △4.2

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率

51.8％
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１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損648千円を計上しております。 

なお、時価のあるその他有価証券の減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落

した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた

額について減損処理を行っております。 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成19年４月２日 至 平成20年３月31日) 

  

 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損40,215千円を計上しております。 

なお、非上場株式の減損処理にあたっては、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低

下した場合には、相当の額について減損処理を行っております。 

  

(有価証券関係)

前連結会計年度(平成20年３月31日現在)

区分
取得原価 
(千円)

連結決算日における 
連結貸借対照表計上額 

(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

① 株式 228,404 233,267 4,863

② 債券 － － －

③ その他 － － －

小計 228,404 233,267 4,863

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

① 株式 413,511 337,887 △75,624

② 債券 － － －

③ その他 20,953 17,862 △3,090

小計 434,465 355,750 △78,714

合計 662,870 589,018 △73,851

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

952 2 217

区分 連結貸借対照表計上額(千円)

（1）関係会社株式 32,207

（2）その他有価証券

 ① 非上場株式 33,459

② その他 200,038

合計 265,705
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当連結会計年度(平成21年３月31日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損2,650千円を計上しております。 

なお、時価のあるその他有価証券の減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落

した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた

額について減損処理を行っております。 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

３ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損10,242千円を計上しております。 

なお、非上場株式の減損処理にあたっては、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低

下した場合には、相当の額について減損処理を行っております。 

  

区分
取得原価 
(千円)

連結決算日における 
連結貸借対照表計上額 

(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

① 株式 5,091 8,370 3,278

② 債券 － － －

③ その他 － － －

小計 5,091 8,370 3,278

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

① 株式 642,848 463,368 △179,479

② 債券 － － －

③ その他 20,953 16,189 △4,764

小計 663,802 479,557 △184,244

合計 668,893 487,927 △180,965

区分 連結貸借対照表計上額(千円)

（1）関係会社株式 164,669

（2）その他有価証券

 ① 非上場株式 329,520

② その他 205,311

合計 699,501
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(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月２日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 取引の状況に関する事項

 (1) 取引の内容

   利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ

取引であります。

 (2) 取引に対する取組方針

   デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリ

スク回避を目的としており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。

 (3) 取引の利用目的

   デリバティブ取引は、借入金利の将来の金利市場

における利率上昇による変動リスクを回避する目

的で利用しております。

   なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。

  ① ヘッジ会計の方法

    特例処理の要件を充たしている金利スワップに

ついて特例処理を採用しております。

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象

    ヘッジ手段 金利スワップ

    ヘッジ対象 借入金利息

  ③ ヘッジ方針

    金利リスクの低減のため、対象債務の範囲内で

ヘッジを行っております。

  ④ ヘッジの有効性評価の方法

    金利スワップの特例処理の要件を充たしている

ので、決算日における有効性の評価を省略して

おります。

 (4) 取引に係るリスクの内容

   金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスク

はほとんどないと認識しております。

 (5) 取引に係るリスク管理体制

   デリバティブ取引の執行・管理については、取引

権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従

い、財務経理部が決裁担当者の承認を得て行って

おります。

１ 取引の状況に関する事項

同左

２ 取引の時価等に関する事項

当社グループが利用しているデリバティブ取引は全

てヘッジ会計が適用されているため、記載を省略し

ております。

２ 取引の時価等に関する事項

同左
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(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月２日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(1) 採用している退職給付制度の概要

  当社グループは退職一時金制度を採用しておりま

す。

(1) 採用している退職給付制度の概要

同左

 

(2) 退職給付債務に関する事項

退職給付債務 △497,456千円

未積立退職給付債務 △497,456

未認識数理計算上の差異 30,662

退職給付引当金 △466,794千円
 

(2) 退職給付債務に関する事項

退職給付債務 △619,828千円

未積立退職給付債務 △619,828

未認識数理計算上の差異 20,229

退職給付引当金 △599,598千円

 

(3) 退職給付費用に関する事項

勤務費用 155,102千円

利息費用 5,212

数理計算上の差異の費用処理額 3,795

退職給付費用 164,111千円
 

(3) 退職給付費用に関する事項

勤務費用 176,857千円

利息費用 7,461

数理計算上の差異の費用処理額 6,871

退職給付費用 191,190千円

 

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 1.5％

数理計算上の差異の処理年数 ５年
 

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 1.5％

数理計算上の差異の処理年数 ５年
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前連結会計年度(自 平成19年４月２日 至 平成20年３月31日) 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

株式会社フジスタッフ及び株式会社アイラインが共同して株式移転を行ったことにより当社が設

立されたことで、株式会社フジスタッフにおいて平成17年６月24日に付与されたストック・オプシ

ョン及び株式会社アイラインにおいて平成17年12月20日に付与されたストックオプションは、完全

親会社である当社に継承されました。 

下記は、株式移転に際して、株式移転期日の前日の最終の新株予約権原簿に記載された株式会社

フジスタッフ及び株式会社アイラインの新株予約権者に対し、同社の新株予約権に代えて交付され

た、フジスタッフホールディングス株式会社の新株予約権の内容であります。 

(株式会社フジスタッフ) 

  

 
(注) １ 株式数に換算しております。 

(注) ２ 権利確定条件は以下のとおりであります。 

新株予約権行使時において当社もしくは当社子会社の取締役、執行役員または従業員であることを要しま

す。 

  

(株式会社アイライン) 

  

 
(注) １ 株式数に換算しております。 

(注) ２ 権利確定条件は以下のとおりであります。 

新株予約権行使時において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、従業員または社外の協力者であるこ

とを要します。 

(ストック・オプション等関係)

平成17年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

株式会社フジスタッフ取締役       ３名 
株式会社フジスタッフ執行役員      ６名 
株式会社フジスタッフ従業員（正社員）  151名 
株式会社フジスタッフ従業員（契約社員） ５名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式 5,990株

権利確定条件 （注）２

対象勤務期間 平成17年６月24日～権利行使の時まで

権利行使期間 平成19年７月１日～平成22年６月30日

権利行使価格 40,100円

平成17年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

株式会社アイライン取締役        ４名 
株式会社アイライン監査役        １名 
株式会社アイラインの子会社取締役    ３名 
株式会社アイライン従業員        87名 
社外の協力者              １名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式 8,359株

権利確定条件 （注）２

対象勤務期間 平成17年12月20日～権利行使の時まで

権利行使期間 平成19年12月21日～平成22年12月20日

権利行使価格 7,209円
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数

については株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  

 
  

② 単価情報 

  

 
  

会社名 株式会社フジスタッフ 株式会社アイライン

決議年月日 平成17年６月24日 平成17年12月20日

権利確定前

期首（株） 5,295 8,359

付与（株） － －

失効（株） 85 215

権利確定（株） 5,210 8,144

未確定残（株） － －

権利確定後

期首（株） － －

権利確定（株） 5,210 8,144

権利行使（株） － 2,021

失効（株） 345 －

未行使残（株） 4,865 6,123

会社名 株式会社フジスタッフ 株式会社アイライン

決議年月日 平成17年６月24日 平成17年12月20日

権利行使価格（円） 40,100 7,209

行使時平均株価（円） － 22,933

付与日における公正な評価単価(円) － －
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

  

 
(注) １ 株式数に換算しております。 

(注) ２ 権利確定条件は以下のとおりであります。 

新株予約権行使時において当社もしくは当社子会社の取締役、執行役員または従業員であることを要しま

す。 

  

  

 
(注) １ 株式数に換算しております。 

(注) ２ 権利確定条件は以下のとおりであります。 

新株予約権行使時において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、従業員または社外の協力者であるこ

とを要します。 

平成17年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

株式会社フジスタッフ取締役       ３名 
株式会社フジスタッフ執行役員      ６名 
株式会社フジスタッフ従業員（正社員）  151名 
株式会社フジスタッフ従業員（契約社員） ５名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式 5,990株

権利確定条件 （注）２

対象勤務期間 平成17年６月24日～権利行使の時まで

権利行使期間 平成19年７月１日～平成22年６月30日

権利行使価格 40,100円

平成17年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

株式会社アイライン取締役        ４名 
株式会社アイライン監査役        １名 
株式会社アイラインの子会社取締役    ３名 
株式会社アイライン従業員        87名 
社外の協力者              １名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式 8,359株

権利確定条件 （注）２

対象勤務期間 平成17年12月20日～権利行使の時まで

権利行使期間 平成19年12月21日～平成22年12月20日

権利行使価格 7,209円

- 46 -

フジスタッフホールディングス㈱（2147）　平成21年３月期　決算短信



 

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数

については株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  

 
  

② 単価情報 

  

 
  

会社名 株式会社フジスタッフ 株式会社アイライン

決議年月日 平成17年６月24日 平成17年12月20日

権利確定前

期首（株） － －

付与（株） － －

失効（株） － －

権利確定（株） － －

未確定残（株） － －

権利確定後

期首（株） 4,865 6,123

権利確定（株） － －

権利行使（株） － 1,780

失効（株） 105 43

未行使残（株） 4,760 4,300

会社名 株式会社フジスタッフ 株式会社アイライン

決議年月日 平成17年６月24日 平成17年12月20日

権利行使価格（円） 40,100 7,209

行使時平均株価（円） － 15,513

付与日における公正な評価単価(円) － －
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前連結会計年度(自 平成19年４月２日 至 平成20年３月31日) 

共通支配下の取引等 

当社は平成19年４月２日に株式会社フジスタッフ及び株式会社アイラインの経営統合に伴い、株式

移転により株式会社フジスタッフ及び株式会社アイラインを完全子会社とする共同持株会社として設

立されました。 

１ 結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の目的、企業結合日、企業結合の法的形式

及び結合後企業の名称 

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容 

名称 株式会社フジスタッフ、株式会社アイライン 

事業内容 一般人材派遣、製造アウトソーシング、人材紹介、紹介予定派遣等人材関連事業 

(2) 企業結合の目的 

株式会社フジスタッフと株式会社アイラインは双方の企業資源を共有・活用した効率的な経

営を行うことにより、企業規模・価値において人材ビジネス業界のトップ集団と目される企業

を目指すことを目的とします。 

両社の取引先を共有することによる求職者へのマッチング機会の向上と売上増強を図るとと

もに、スケールメリットと管理部門の共通化による事業運営ノウハウ共有とコストシナジーを

追求します。 

(3) 企業結合日 

平成19年４月２日 

(4) 企業結合の法的形式 

株式移転による共同持株会社の設立 

(5) 結合後企業の名称 

フジスタッフホールディングス株式会社 

２ 実施した会計処理の概要 

当該株式移転は、企業結合に係る会計基準（「企業結合に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 最終改正平成18年12月22日））に基づき、共

通支配下の取引として会計処理を行っております。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

連結財務諸表に与える影響が軽微のため、記載を省略しております。 

  

(企業結合等関係)
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(注) １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月２日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 9,519.64円 9,135.59円

１株当たり当期純利益金額 2,601.68円 923.52円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

2,579.67円 919.83円

前連結会計年度
(自 平成19年４月２日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（千円） 1,754,532 614,467

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,754,532 614,467

普通株式の期中平均株式数（株） 674,385 665,355

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 5,752 2,669

(うち新株予約権) (5,752） (2,669）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在
株式の概要

新株予約権の数 4,865個 新株予約権の数 4,760個
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(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成19年４月２日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

――――――――――
 

（株式会社マルチメディアスクール・ウェーヴの株式取

得）

当社は平成21年２月27日開催の取締役会において、当社

保有の株式会社マルチメディアスクール・ウェーヴの新

株予約権付無担保社債を株式転換することを決議し、平

成21年４月30日付で株式転換により子会社化いたしまし

た。

同社の連結子会社化により、派遣スタッフに対するより

充実した教育インセンティブの提供と同業他社との差別

化を図り、優秀な人材の募集力強化と高付加価値な人材

サービスの向上を目指すことを目的としております。

（1）株式取得の方法

 株式会社マルチメディアスクール・ウェーヴの新株 

 予約権付無担保社債を株式転換

（2）子会社となる会社の概要

  名称 株式会社マルチメディアスクール・ウェーヴ

  事業内容 パソコンスクール事業、パソコン研修 

       事業

  従業員数       86名

  資本金の額   206,000千円

（3）取得する株式の数 2,700株

（4）取得価額    49,950千円

（5）取得後の持分比率    51％
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

前事業年度末 
(平成20年３月31日) 

当事業年度末 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 104,480 116,902 

営業未収入金 ※1 88,205 ※1 56,010 

前払費用 5,528 8,721 

繰延税金資産 11,622 9,508 

未収還付法人税等 98,996 306,466 

その他 － 20,581 

流動資産合計 308,834 518,191 

固定資産 

有形固定資産 

建物 370 370 

減価償却累計額 △51 △184 

建物（純額） 319 186 

車両運搬具 16,478 16,478 

減価償却累計額 △4,520 △9,506 

車両運搬具（純額） 11,957 6,971 

工具、器具及び備品 2,191 2,631 

減価償却累計額 △537 △1,414 

工具、器具及び備品（純額） 1,653 1,216 

建設仮勘定 － 2,399 

有形固定資産合計 13,930 10,773 

無形固定資産 

ソフトウエア 2,292 17,717 

その他 1,353 1,319 

無形固定資産合計 3,645 19,037 

投資その他の資産 

投資有価証券 － 72,010 

関係会社株式 7,887,002 7,887,002 

役員に対する長期貸付金 － 24,960 

繰延税金資産 2,835 2,314 

その他 31,296 36,869 

投資その他の資産合計 7,921,134 8,023,157 

固定資産合計 7,938,711 8,052,967 

資産合計 8,247,546 8,571,159 
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(単位：千円) 

前事業年度末 
(平成20年３月31日) 

当事業年度末 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

短期借入金 ※2 1,470,000 ※2 885,000 

未払金 63,685 16,154 

未払費用 42,374 27,425 

未払消費税等 24,765 4,094 

賞与引当金 19,472 20,184 

その他 3,734 7,913 

流動負債合計 1,624,032 960,773 

負債合計 1,624,032 960,773 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,000,000 2,000,000 

資本剰余金 

資本準備金 500,000 500,000 

その他資本剰余金 5,154,623 3,621,310 

資本剰余金合計 5,654,623 4,121,310 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 407,857 1,992,792 

利益剰余金合計 407,857 1,992,792 

自己株式 △1,438,968 △503,718 

株主資本合計 6,623,513 7,610,385 

純資産合計 6,623,513 7,610,385 

負債純資産合計 8,247,546 8,571,159 
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（2）【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月２日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業収益 

受取配当金 ※1 415,001 ※1 2,100,155 

経営指導料 ※1 777,618 ※1 734,281 

営業収益合計 1,192,619 2,834,436 

販売費及び一般管理費 

役員報酬 121,800 95,939 

従業員給料及び賞与 294,957 323,586 

賞与引当金繰入額 19,472 20,184 

支払手数料 57,024 55,544 

支払報酬 77,650 82,142 

その他 184,859 133,726 

販売費及び一般管理費合計 755,764 711,124 

営業利益 436,855 2,123,312 

営業外収益 

受取利息 138 607 

還付加算金 － 500 

業務受託料 － ※1 600 

その他 80 0 

営業外収益合計 218 1,707 

営業外費用 

支払利息 ※1 16,629 ※1 16,470 

その他 23 899 

営業外費用合計 16,653 17,370 

経常利益 420,420 2,107,649 

税引前当期純利益 420,420 2,107,649 

法人税、住民税及び事業税 27,020 116,723 

法人税等調整額 △14,457 2,634 

法人税等合計 12,563 119,358 

当期純利益 407,857 1,988,291 
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（3）【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月２日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 － 2,000,000 

当期変動額 

株式移転による増加 2,000,000 － 

当期変動額合計 2,000,000 － 

当期末残高 2,000,000 2,000,000 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 － 500,000 

当期変動額 

株式移転による増加 500,000 － 

当期変動額合計 500,000 － 

当期末残高 500,000 500,000 

その他資本剰余金 

前期末残高 － 5,154,623 

当期変動額 

株式移転による増加 5,387,002 － 

剰余金の配当 △202,549 － 

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △300,349 

自己株式の処分 △29,830 △24,502 

自己株式の消却 － △1,208,460 

当期変動額合計 5,154,623 △1,533,312 

当期末残高 5,154,623 3,621,310 

資本剰余金合計 

前期末残高 － 5,654,623 

当期変動額 

株式移転による増加 5,887,002 － 

剰余金の配当 △202,549 － 

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △300,349 

自己株式の処分 △29,830 △24,502 

自己株式の消却 － △1,208,460 

当期変動額合計 5,654,623 △1,533,312 

当期末残高 5,654,623 4,121,310 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 － 407,857 

当期変動額 

剰余金の配当 － △403,356 

当期純利益 407,857 1,988,291 

当期変動額合計 407,857 1,584,934 

当期末残高 407,857 1,992,792 

- 54 -

フジスタッフホールディングス㈱（2147）　平成21年３月期　決算短信



  

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月２日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

利益剰余金合計 

前期末残高 － 407,857 

当期変動額 

剰余金の配当 － △403,356 

当期純利益 407,857 1,988,291 

当期変動額合計 407,857 1,584,934 

当期末残高 407,857 1,992,792 

自己株式 

前期末残高 － △1,438,968 

当期変動額 

自己株式の処分 44,399 37,334 

自己株式の消却 － 1,208,460 

自己株式の取得 △1,483,367 △310,544 

当期変動額合計 △1,438,968 935,249 

当期末残高 △1,438,968 △503,718 

株主資本合計 

前期末残高 － 6,623,513 

当期変動額 

株式移転による増加 7,887,002 － 

剰余金の配当 △202,549 △403,356 

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △300,349 

当期純利益 407,857 1,988,291 

自己株式の処分 14,569 12,832 

自己株式の消却 － － 

自己株式の取得 △1,483,367 △310,544 

当期変動額合計 6,623,513 986,871 

当期末残高 6,623,513 7,610,385 

純資産合計 

前期末残高 － 6,623,513 

当期変動額 

株式移転による増加 7,887,002 － 

剰余金の配当 △202,549 △403,356 

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △300,349 

当期純利益 407,857 1,988,291 

自己株式の処分 14,569 12,832 

自己株式の消却 － － 

自己株式の取得 △1,483,367 △310,544 

当期変動額合計 6,623,513 986,871 

当期末残高 6,623,513 7,610,385 
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該当事項はありません。 

  

  

 
  

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)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成19年４月２日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）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。

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）   ―――――――― (2）その他有価証券

   時価のないもの

  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。

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

  定額法によっております。なお、

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間(５

年以内)に基づく定額法によってお

ります。

(2) 無形固定資産

同左

３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金

  従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額のう

ち、当事業年度負担額を計上してお

ります。

(1) 賞与引当金

同左

４ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1) 消費税等の会計処理

  税抜方式によっております。

(1) 消費税等の会計処理

同左

(6)【重要な会計方針の変更】
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前事業年度(自 平成19年４月２日 至 平成20年３月31日) 

１ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

自己株式の増加67,511株は、連結子会社からの買取りによる増加62,587株、取締役会決議による自己株式の取

得による増加4,924株であります。 

自己株式の減少2,021株は、ストック・オプションの行使によるものであります。 

  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

自己株式の増加22,407株は、取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。 

自己株式の減少56,780株は、自己株式の消却による減少55,000株及びストック・オプションの行使による減少

1,780株であります。 

  

(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度末
（平成20年３月31日）

当事業年度末 
（平成21年３月31日）

 

※１ 関係会社に対する資産

  営業未収入金 88,205千円

※２ 関係会社に対する負債

  短期借入金 1,470,000千円
 

※１ 関係会社に対する資産

  営業未収入金 56,010千円

※２ 関係会社に対する負債

  短期借入金 885,000千円

 ３      ――――――――――

 

 ３ 偶発債務

   下記の会社の銀行借入に対し、債務保証を行って

おります。

保証先 金額 内容

株式会社マルチメディア
スクール・ウェーヴ

50,000千円 借入債務

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月２日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

※１ 関係会社との取引高

  受取配当金収入 415,001千円

  経営指導料収入 777,618千円

  支払利息 16,629千円

 

※１ 関係会社との取引高

  受取配当金収入 2,100,155千円

  経営指導料収入 734,281千円

  業務受託料 600千円

  支払利息 16,470千円
 

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) － 67,511 2,021 65,490

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 65,490 22,407 56,780 31,117
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前事業年度(自 平成19年４月２日 至 平成20年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成19年４月２日 至 平成20年３月31日) 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(リース取引関係)

(有価証券関係)
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前事業年度(自 平成19年４月２日 至 平成20年３月31日) 

連結財務諸表の注記事項（企業結合等関係）における記載内容と同一であるため記載を省略しており

ます。 

  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

連結財務諸表の注記事項（企業結合等関係）における記載内容と同一であるため記載を省略しており

ます。 
  

(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日現在)

当事業年度 
(平21年３月31日現在)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

賞与引当金 7,923千円

未払費用 984

未払事業税 2,632

減価償却超過額 2,752

その他 165

繰延税金資産合計 14,457千円
 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

賞与引当金 8,213千円

未払費用 1,036

減価償却超過額 2,201

その他 371

繰延税金資産合計 11,822千円
 

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

(調整)

交際費等永久に損金に 
算入されない項目

0.5

住民税均等割等 0.5

受取配当金等永久に
益金に算入されない項目

△38.6

その他 △0.1

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率

3.0％

 

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

(調整)

交際費等永久に損金に 
算入されない項目

0.1

住民税均等割等 0.1

受取配当金等永久に
益金に算入されない項目

△40.2

留保金課税 5.0

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率

5.7％

 

(企業結合等関係)
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(注) １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年４月２日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 9,852.59円 11,678.93円

１株当たり当期純利益金額 583.42円 2,988.32円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

578.66円 2,976.38円

前事業年度
(自 平成19年４月２日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

 当期純利益（千円） 407,857 1,988,291

 普通株主に帰属しない金額（千円） － －

 普通株式に係る当期純利益（千円） 407,857 1,988,291

 普通株式の期中平均株式数（株） 699,077 665,355

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

 当期純利益調整額（千円） － －

 普通株式増加数（株） 5,752 2,669

 （うち新株予約権） (5,752） (2,669）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在
株式の概要

新株予約権の数 4,865個 新株予約権の数 4,760個
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(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成19年４月２日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

――――――――――
 

（株式会社マルチメディアスクール・ウェーヴの株式取

得）

当社は平成21年２月27日開催の取締役会において、当社

保有の株式会社マルチメディアスクール・ウェーヴの新

株予約権付無担保社債を株式転換することを決議し、平

成21年４月30日付で株式転換により子会社化いたしまし

た。

同社の連結子会社化により、派遣スタッフに対するより

充実した教育インセンティブの提供と同業他社との差別

化を図り、優秀な人材の募集力強化と高付加価値な人材

サービスの向上を目指すことを目的としております。

（1）株式取得の方法

 株式会社マルチメディアスクール・ウェーヴの新株 

 予約権付無担保社債を株式転換

（2）子会社となる会社の概要

  名称 株式会社マルチメディアスクール・ウェーヴ

  事業内容 パソコンスクール事業、パソコン研修 

       事業

  従業員数       86名

  資本金の額   206,000千円

（3）取得する株式の数 2,700株

（4）取得価額    49,950千円

（5）取得後の持分比率    51％
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開示内容が定まった時点で開示いたします。 

  

  

6. その他

(1) 役員の異動
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