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(百万円未満切捨て)

(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 18,853 19.3 635 △22.7 642 △22.4 372 △7.8

20年３月期 15,808 ─ 822 ─ 827 ─ 404 ─

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 3,588 60 3,476 46 13.7 13.5 3.4

20年３月期 3,854 52 3,714 85 15.6 18.1 5.2

(参考) 持分法投資損益 21年３月期 ─百万円 20年３月期 ─百万円

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年３月期 4,928 2,901 57.4 27,365 73

20年３月期 4,574 2,621 56.7 24,659 31

(参考) 自己資本 21年３月期 2,829百万円 20年３月期 2,592百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年３月期 485 △289 △133 2,098

20年３月期 451 △236 △104 2,036

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 ─ ─ 0 00 ─ ─ 750 00 750 00 78 19.4 3.2

21年３月期 ─ ─ 0 00 ─ ─ 850 00 850 00 87 23.7 3.2

22年３月期(予想) ─ ─ 0 00 ─ ─ 900 00 900 00 ─ 26.4 ─

(％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 9,400 3.0 310 6.8 310 4.4 161 6.1 1,557 38

通 期 20,000 6.1 680 7.1 680 5.9 353 △5.3 3,414 62
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４．その他 

 
(注) 詳細は、９ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

  

① 会計基準等の改正に伴う変更  有 

② ①以外の変更         有 

〔(注) 詳細は、21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。〕 

  

 
(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、27ページ「１株当たり情報」をご

覧ください。 

  

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 

 

 
  

 ※ 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あたっての注意事項等については３ペ

ージ「１．経営成績 (1) 経営成績の分析」をご覧下さい。 

２．当社グループは、平成20年３月期より連結財務諸表を作成しているため、平成20年３月期の連結経営

成績についての対前期増減率は記載しておりません。 

３．個別業績予想に関しては、現在子会社と重複している業務に関し、整理を行っている最中であり、比

較対象となる正確な予測数値を出すことが困難であるため、今回は開示を控えさせて頂きます。また、

個別の業績予想に関しては、投資情報としての有益性が低いと判断しております。 

(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）  有

新規 １社（社名 株式会社ジャパンプロスタッフ） 除外 ─社

(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）

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 21年３月期 105,251株 20年３月期 105,251株

② 期末自己株式数 21年３月期 1,872株 20年３月期 111株

(参考) 個別業績の概要

(1) 個別経営成績 (％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 14,462 △0.0 604 △26.2 677 △21.4 402 △2.9

20年３月期 14,466 2.9 819 20.8 861 26.0 414 21.9

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 3,876 79 3,755 65

20年３月期 3,953 76 3,810 50

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 4,446 2,866 64.5 27,726 90

20年３月期 4,291 2,600 60.6 24,729 81

(参考) 自己資本 21年３月期 2,866百万円 20年３月期 2,600百万円
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当連結会計年度におけるわが国の経済状況は、上期には原油を始めとする原材料の高騰を受け、食

料品や生活関連商品の値上げラッシュに始まり、９月のリーマンショックを受けた以降の下期では、

急激な金融不安による株価の暴落により世界的な景気悪化が急速に進み、実体経済にも大きく影響を

与えました。国内経済においては、円の高騰などによる景気の悪化を受け、個人消費が急速に落ち込

むとともに、雇用面においては、製造系の派遣・請負を中心に非正規雇用者の雇い止めが進み、社会

問題にまで発展いたしました。 

当社グループの主要マーケットである移動体通信業界におきましては、2006年から導入された携帯

端末の割賦販売制度の一般化により、買替え期間の長期化が進み、移動電話の国内出荷台数は平成20

年４月から平成21年２月の累計は32,951千台*1、前年同期比で70.3％*1と大幅に減少しております

が、その一方で、携帯電話の機能・サービスは益々複雑化し、販売員による説明ニーズは依然として

高い状況が続いております。また、各通信キャリアにおいては、次世代型の通信網の整備を見据え

た、移動体通信と固定通信のセットでのサービス提供や、高速通信網を生かしたデータカードとネッ

トブックとのセット販売など、移動体通信と合わせたサービスの展開が進み、販売員のより高度な知

識とスキルが求められるようになってまいりました。 

デジタル家電業界におきましては、夏に開催された北京オリンピック、平成23年に実施される完全

デジタル放送化の影響により、薄型テレビの販売台数が依然として高い伸びを示しています。特に液

晶テレビの国内出荷実績は平成20年４月から平成21年２月の累計で1,310千台*2、前年同期比で

123.0％*2となり、大幅に販売台数も伸ばしています。また、パソコン市場におきましては、ネットブ

ックと言われる低価格帯のパソコンの台頭により、各社販売競争が激化し、売場での販売員へのニー

ズも堅調に拡大しております。 

ストア事業におきましては、「内食回帰」の気運の高まりを受けて、当社が強みとしている食料品

部門の売上は緩やかに拡大を続けており（平成20年１月１日から平成20年12月31日における売上高前

年対比101.3％*3）、人材ニーズの高まりは引き続いております。また、食品メーカーなどでは現場に

根差した販促活動のニーズが高まっており、売場において直接消費者に訴求するための人材も拡大基

調にあります。 

人材サービス分野におきましては、企業の雇用悪化に合わせ、各種事務派遣部門での人材ニーズの

縮小はありながらも、債権部門でのコールセンター人員のニーズ拡大など、景況に合わせた分野での

人材ニーズは緩やかな高まりを見せています。 

このような環境のもと、当連結会計年度における当社グループの活動といたしましては、派遣抵触

日（いわゆる「2009年問題」*4など）に対する厚生労働省の指導強化を見据え、請負スキームの提案

営業の実施、ＳＰＯ（セールス・プロセス・アウトソーシング）*5の提案による、新規大型全国案件

の受注獲得に向けた営業活動の強化、クライアント及びスタッフとの信頼関係形成のためのコンプラ

イアンス体制の強化などに取組んでまいりました。また、平成20年６月１日には、携帯電話ショップ

向け派遣を中心に事業を展開している株式会社ジャパンプロスタッフへの資本参加を果たし、横浜、

名古屋、関西オフィスを統合するなど、早期シナジー効果発揮のために注力してまいりました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は18,853,826千円、営業利益は635,046千円、経常利益は

642,213千円、当期純利益は372,622千円となりました。なお、当連結会計年度における事業セグメン

ト別、地域別、及び取扱商材分野別の売上高の概況は以下のとおりであります。 

アウトソーシング事業では、ＳＰＯの提案営業による新規大型全国案件の受注が進んだ一方で、

大手モバイル系クライアントの戦略変更による派遣化の動きに対応した結果、当連結会計年度の売

上高は7,156,287 千円となりました。 

１．経営成績

(1) 経営成績に関する分析

① 当期の経営成績

(イ) 事業セグメント別

ⅰ）アウトソーシング事業
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人材派遣事業では、カード事業部門において改正貸金業規正法などの影響を受け、売上が縮小し

た分野もありましたが、主力のモバイル・デジタル分野での派遣への切替へのニーズの拡大のほ

か、６月に連結子会社化した株式会社ジャパンプロスタッフの派遣分野の売上が寄与し、当連結会

計年度の売上高は11,697,538千円となりました。 

当連結会計年度の東日本の取組みといたしましては、全国一括受注に関連する営業力とサービス

内容を強化しました。また、東日本を中心に展開している株式会社ジャパンプロスタッフの売上が

大きく寄与した結果、当連結会計年度の売上高は13,458,187千円となりました。 

当連結会計年度の西日本の取組みといたしましては、西日本を統括する取締役を置き、売上拡大

と西日本の体制を強化しました。また、家電量販店との関係を強化し、優先的な受注をとれる体制

を整えるなど、売上拡大を図った結果、当連結会計年度の売上高は5,395,638千円となりました。 

モバイル・デジタルにおいては、北京オリンピックに合わせたキャンペーンなどの獲得、携帯各

キャリアのＦＭＣ*10の施策強化に合わせた携帯電話・固定通信網の知識を備えた高スキルスタッフ

へのニーズの拡大、新たに開始した調査業務の拡大など、売上拡大に大きく貢献いたしました。ま

た、株式会社ジャパンプロスタッフのモバイルでの売上寄与も大きく影響し、当連結会計年度の売

上高は11,181,043千円となりました。 

ストアサービスにおいては、消費者の「内食回帰」の傾向が高まり、それによる生鮮・惣菜部門

の技術者へのニーズが拡大しました。また、新たに大手電算機メーカーとタイアップしたレジスタ

ッフの教育・研修サービスを開始するなどした結果、当連結会計年度の売上高は3,982,990千円と

なりました。 

人材サービスにおいては、上限金利の引下げを柱とする改正貸金業規正法などの影響による、カ

ード事業部門の縮小、派遣社員の正社員化、景況悪化による事務派遣の縮小などの影響を受け一部

売上縮小を余儀なくされましたが、官公庁の案件獲得、コールセンタースタッフ、服飾・宝飾販売

員の受注拡大に努め、当連結会計年度の売上高は1,624,444千円となりました。 

棚卸サービスにおいては、新システムを導入したことによりサービスの拡大が図れた結果、新た

な分野でのサービス提供が可能となり、大型店向けのサービスが拡大しました。また、サービスの

質向上に注力してきたことが評価され、大手コンビニエンスストアとの未取引地区での案件獲得が

売上拡大に大きく寄与し、当連結会計年度の売上高は2,065,347千円となりました。 
  

（注）*1: 出典：（社）電気通信事業者協会「携帯電話/IP接続サービス/PHS/無線呼び出し契約数」 

   *2: 出典：（社）電子情報技術産業協会「民生用電子機器国内出荷統計」 

   *3: 出典：日本チェーンストア協会「平成20年チェーンストア販売統計集計表」 

   *4: 2009年問題とは、製造業を中心とした派遣労働者の多くが2009年中に契約の期限切れを迎える問題をいい

ます。 

   *5: ＳＰＯ（セールス・プロセス・アウトソーシング）とは、メーカー等の営業部隊の一員として、量販店な

ど小売店への営業促進から店頭販売に至るまでセールス・プロセス活動をトータルに支援するアウトソーシ

ング事業のことであります。具体的には、メーカーセールスの店舗フォロー、販売現場の情報収集、販売戦

略へのフィードバックなどセールスプロモーションとフィールドマーケティングを行う総合支援サービスで

あります。 

ⅱ）人材派遣事業*6

(ロ) 地域別

ⅰ）東日本*7

ⅱ）西日本*8

(ハ) 取扱商材分野別

ⅰ）モバイル・デジタル*9

ⅱ）ストアサービス*11

ⅲ）人材サービス*12

ⅳ）棚卸サービス*13
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   *6: 「人材派遣事業」には人材紹介事業を含んでおります。 

   *7: 「東日本」とは、中部（愛知県、三重県、岐阜県）、信越（長野県、新潟県）以東を指します。 

   *8: 上記*7以外の地域を指します。 

   *9: 「モバイル・デジタル」とは、従来の「モバイル（移動体通信機器群）」「デジタル（ＡＤＳＬ、デジ 

タルカメラ、大型薄型テレビ、パソコンなどの商品群）」「Ｐ＆Ｈ（パーソナル＆ホームに属する商 

品）」を総称して示します。 

   *10: 「ＦＭＣ」とは、Fixed Mobile Convergence の略で、固定電話と携帯電話の融合のことを指します。 

   *11: 「ストアサービス」とは、生鮮技術者派遣、試食・試飲販売促進（デモンストレーション）、レジ業務 

請負等を示します。 

   *12: 「人材サービス」とは、銀行・クレジットカード会社などのカード加入促進、コールセンター業務、事 

務・ＩＴ人材派遣、流通・小売業を中心とする人材紹介を総称して示します。 

   *13: 「棚卸サービス」とは、小売店舗、倉庫における商品棚卸代行業務等を示します。 
  

次期におけるわが国の経済見通しといたしましては、世界的な景気後退が長期化し、わが国経済に

おいても景気回復には時間を要するものと考えられ、民間の設備投資の減少や雇用環境の悪化から、

個人の所得や消費の低迷も引続くものと予想されます。 

一方、当社グループの主力事業であります営業支援・販売支援においては、各消費財メーカーの販

促活動における販促費の変化（テレビＣＭを中心としたマスメディアの活用から、店頭販促の活用へ

シフトする動向）を受け、直接消費者への販売を促す支援に対するニーズは高まることが予想されま

す。そこにおいて、当社グループがこれまで取り組んできた教育・研修制度によるスキルの高い人材

育成には、これまで以上の期待と評価が高まると予想しております。 

このような状況の中、当社グループは「品格と高付加価値の創造」をスローガンに、①コンプライ

アンスと内部管理体制の強化、②高付加価値サービスの創造、③Ｐ＆Ｐブランドの向上に努めてまい

ります。特に高付加価値サービスの創造においては、これまでＳＰＯ事業で培ってきたノウハウを生

かした、販売支援のワンストップソリューション企業として、人材分野だけでなく、商品コンセプト

から、展開方法、販促ツールの提案、流通現場でのマーケティング調査、分析までを行うため、アラ

イアンスを含めた組織強化にも取り組み、新分野への事業拡大も睨んだ営業強化に取り組んでいく所

存です。 

また、子会社の事業であります棚卸事業におきましては、2008年４月にＪ－ＳＯＸ法が施行され、

各企業での本格整備が進む中で、今後一層、内部統制強化及びオペレーション改善の点で外部棚卸の

ニーズが高まってくると予想されます。このような状況の中、子会社の株式会社ピーアンドピー・イ

ンベックスでは、インフラの整備、未出店地域への進出など、各分野での企業ニーズに幅広く応える

体制を整えてまいります。 

これらの見通しを前提にした平成22年３月期の連結業績予想は売上高20,000百万円（当期比6.1％

増）、営業利益680百万円（当期比7.1％増）、経常利益680百万円（当期比5.9％増）、当期純利益

353百万円（当期比5.3％減）を予定しております。なお、次期の見通しにつきましては、予測しない

経済状況などの変化等により変動する場合があり、当社として保証するものではないことをご了承く

ださい。 

（注: 個別業績予想に関しては、現在子会社と重複している業務に関し、整理を行っている最中であり、比較対

象となる正確な予測数値を出すことが困難であるため、今回は開示を控えさせて頂きます。また、個別の業

績予想に関しては、投資情報としての有益性が低いと判断しております。） 

  

当連結会計年度末の総資産は4,928,141千円（前連結会計年度末比7.7％増）となりました。流動資

産は現金及び預金の増加等により66,595千円増加し4,025,358千円となり、固定資産は、連結子会社

の取得によるのれんの増加、及び繰延税金資産の増加等により289,998千円増加し893,583千円となり

ました。また、繰延資産は償却による減少2,759千円により9,199千円となりました。 

② 次期の見通し

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

（資産）

5

㈱ピーアンドピー(2426)　平成21年３月期決算短信



当連結会計年度末の負債は2,026,800千円（前連結会計年度末比3.8％増）となりました。流動負債

は、連結子会社の取得により連結の範囲に含めた負債の増加等により54,931千円増加し1,839,966千

円となり、固定負債は、役員退職慰労引当金の増加等により19,482千円増加し186,834千円となりま

した。 

当連結会計年度末の純資産は2,901,340千円（前連結会計年度末比10.7％増）となりました。利益

剰余金は、当期純利益の計上372,622千円及び剰余金の配当78,855千円により差し引き969,720千円と

なりました。また、自己株式は、55,441千円の取得により58,427千円、評価・換算差額等はその他有

価証券評価差額金の△1,963千円となり、少数株主持分は、連結子会社の取得により72,298千円とな

りました。 

当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より62,004千円増加し

2,098,856千円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払280,262千円があったものの、税金等調整

前当期純利益の計上623,710千円及び売上債権の減少222,156千円等により485,149千円の収入となり

ました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出181,016千円、及び有形固定資産の取得による支出71,365千円等により289,743千円の支出となり

ました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出55,441千円及び配当金の支払

77,959千円により133,401千円の支出となりました。 

  

 
 （注）各指標の算出は、以下の算式を使用しております。 

    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／営業キャッシュ・フロー 

    インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

   ※ 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。 

  

当社は利益配分について、株主への利益還元を重要な課題と考え、今後の事業展開のための財務体質

の充実を勘案しながら、安定した配当を継続的に行っていくことを基本方針としております。 

 なお、当期の配当金につきましては、年間１株あたり850円を予定しております。 

（負債）

（純資産）

② キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率(％) 56.7 57.4

時価ベースの自己資本比率(％) 54.2 37.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(％) ─ ─

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 512.4 159.1

(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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平成17年４月より施行された個人情報保護法は、当社グループ及び人材ビジネス業界にも影響があ

り、それに対する取組みを誤れば、企業の存続に影響が生じる可能性があります。当社グループで

は、この問題を重視し、従来より規定している個人情報管理規程を見直したうえで運用を厳格化して

おります。さらに、財団法人日本情報処理開発協会が認定するプライバシーマークを取得（第

A860391(02)）するなど、個人情報管理体制の強化を行っております。 

 従いまして、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、当社業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

社会保険適用事業所が社員を雇用する場合、健康保険法及び厚生年金保険法により、社員を社会保

険に加入させる義務があります。これにより、現場業務を担当するスタッフを含めた当社グループの

雇用する労働者で社会保険適用該当者については、社会保険への加入を勧めてきております。今後に

つきましても、特にスタッフに関する就業実績を継続的に確認し、社会保険適用該当者の未加入が発

生しないよう対処していく方針であります。 

 また、社会保険料の料率改定によって料率が上昇した場合には、雇用事業主である当社グループに

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。 

当社グループの事業における重要な要素の一つは、現場業務を担当するスタッフであります。当社

事業の継続的な発展は、質の高いスタッフの確保如何にかかっていると言っても過言ではありませ

ん。今後受注量をさらに拡大させていくためには、スタッフ確保対策を一層強化していく必要があり

ます。 

 そこで当社グループは、募集方法を多様化し、ＷＥＢ媒体に重点を置いた募集方法を採用するとと

もに、採用拠点の多様化など、求職者にとって応募しやすい環境を整えてまいります。さらに採用し

たスタッフの能力に合わせた独自のステップアップ研修メニューを実施することで、質の高いスタッ

フの確保及び採用可能なスタッフの範囲拡大を図っていく所存であります。今後計画通りにスタッフ

の確保ができない場合には、当社の成長の制約要因となる可能性があります。 

当社グループが行うアウトソーシング事業及び人材派遣事業については、既に上場している会社を

含めて競合会社が多数存在しております。また、比較的参入が容易なことから、競合がさらに激化す

る可能性もあります。当社においては、スタッフへの教育・研修、コンプライアンス体制の構築、個

人情報管理体制の整備、商品コンセプトの提案から現場での販売促進、消費者の反応のフィードバッ

クから販売状況等の分析までワンストップでサービスの提供を行う、販売支援のワンストップソリュ

ーション企業としてサービスを展開することにより、付加価値を高め、競合会社との差別化を図り、

競合に打ち勝つべく努力していく方針でありますが競争激化に伴う低価格化等の動向によっては、業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

クライアントの販促における展開が、マスメディア媒体を中心としたものから、現場を中心とした

直接的な販促活動に移行しつつあることにより、当社グループは、全国拠点網を活かし、クライアン

トの全国一括受注ニーズにタイムリーに対応する体制を充実させ、受注体制の強化を図ってきており

ます。しかしながら、これらの全国一括受注への対応が適切に行われない場合には、当社グループの

成長の阻害要因になる可能性があります。 

(4) 事業等のリスク

① 個人情報の管理について

② 社会保険（健康保険・厚生年金保険）の加入及び料率改定の影響について

③ スタッフの確保について

④ 競合について

⑤ 全国展開への対応について
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当社グループの取扱商材分野別の売上状況は、モバイル・デジタル分野のクライアントへの売上比

率が59.3％を占めておりますが、現状では、移動体通信事業者が、光ファイバー通信（ＦＴＴＨ）等

への展開を進めて事業分野を拡大しており、当社もこれに順応した受注体制を整えております。 

 当社グループは、モバイル・デジタル分野に特化しない体制に取り組んでおり、同分野の売上比率

は低下してきているものの、引続き主力事業分野であることから、今後この事業の推移如何によって

は、当社の成長の制約要因となる可能性があります。 

 なお、当連結会計年度における同分野の主要なクライアントであるＫＤＤＩ株式会社への売上高は

全売上高の8.9％を占めており、引続き当該企業の動向にも影響を受ける可能性があります。(ＫＤＤ

Ｉ株式会社への売上には、ＡＤＳＬ(ADSL one)・光ファイバー通信(ひかりone)を含んでおります。)

当社は、現在の代表取締役である山室正之によって創業され、山室正之は今日に至るまで当社の経

営方針の決定、事業推進上の意思決定、人材の採用・教育などに重要な役割を果たしており、今後と

もこの状態は継続するものと考えられます。これに対して当社グループは、代表取締役からの権限委

譲を進めるほか、内部統制システムによる経営会議、営業会議、年度目標設定研修などの合議制によ

る内部意思決定体制が機能しており、組織そのものもフラットで意思疎通過程がシンプルで分かりや

すい構成になっており、組織として事業経営を推進していく体制を整えております。しかしながら、

代表取締役が当社における業務を健全に遂行できなくなる事態が生じた場合には、当社の業績に悪影

響を及ぼす可能性があります。 

当社グループは平成21年３月31日現在の役職員数（内勤者のみ）が406名と中規模な組織であり、

内部管理体制もこのような規模に応じたものとなっております。内部監査機能については、かかる組

織規模に応じたものとなっており、内部監査室によって実施しております。当社は、今後の企業規模

及び事業の拡大に応じて人員の増強を図るとともに、内部管理体制・内部監査機能も強化していく方

針であります。しかしながら、業務の拡大に対して適切かつ十分な人的・組織的対応ができなかった

場合は、事業の拡大に影響を与える可能性があります。 

当社グループは、労働者派遣法に基づく厚生労働大臣の「一般労働者派遣事業」の許可を取得し、

人材派遣事業を営んでおり、労働者派遣法に基づく規制を受けております。また、職業安定法に基づ

く有料職業紹介事業も行っており、職業安定法に基づく規制を受けております。その他、当社が行う

アウトソーシング事業及び人材派遣事業に適用のある労働基準法などをはじめとした労働関連法令に

ついて、労働市場を取り巻く社会情勢の変化などに応じて、改正ないし解釈の変更などがあった場

合、当社の事業計画・業績にもその影響を与える可能性があります。 

当社グループは、取締役及び従業員に対して、業務に対する意欲や士気を高めることを目的とし

て、ストック・オプション制度を採用しており、平成14年３月20日開催の臨時株主総会において、旧

商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権（ストック・オプション）を付与することを決議してお

ります。そして、平成21年３月31日現在の新株予約権等による潜在株式数は4,080株であり、発行済

株式総数105,251株の3.9％に相当しております。 

 今後のストック・オプション制度の活用については、引き続き検討課題ではありますが、現在付与

している新株予約権等により保有株式の株式価値が希薄化する可能性はあります。 

⑥ 特定の顧客業種への依存度について

⑦ 代表取締役への依存について

⑧ 会社規模について

⑨ 法的規制について

⑩ ストック・オプション制度と株式の希薄化について
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当社グループは、当社及び子会社３社（株式会社ピーアンドピー・インベックス：ＰＰＩ、株式会社ピー

アンドピーコンシューマーズ：ＰＰＣ、株式会社ジャパンプロスタッフ*1：ＪＰＳ）により構成されてお

り、アウトソーシング（セールス・プロセセス・アウトソーシング）事業及び人材派遣事業を主たる事業と

しております。 

（事業系統図） 

 

（注）*1: 平成20年６月１日付で発行済株式の50％を取得した会社であり、支配力基準に基づき連結子会社としてお

ります。 

２．企業集団の状況

9

㈱ピーアンドピー(2426)　平成21年３月期決算短信



当社グループは、「クライアントに役立ち円滑な商品流通を実現して消費者文化の向上に貢献す

る」、「働く人に充分な教育研修を行い顧客満足度を高める」、「社業を通じてクライアントと働く人

の成長発展に貢献する」ことを経営理念として掲げ、クライアント、働く人、消費者へ貢献すること

が、ひいては当社グループの成長発展へと繋がっていくと考えております。 

 これを基に次期は「品格と高付加価値の創造」を基本方針に据え、コンプライアンス体制・内部統制

の強化を継続的に行い、常にクライアント、働く人、消費者への貢献度を高める事を念頭に置いたサー

ビスの拡充、付加価値の創造を行っていくことで、社会的責任を果たし、継続的かつ安定的な企業成長

を目指し、全てのステークホルダーの皆様にとって、価値のある企業グループとなることを目指してま

いります。 

当社グループは、売上高成長率を経営指標として重視しており、毎年10％以上の売上高成長率を目指

してまいります。また、今後はＳＰＯ事業の強化と新規事業分野への進出に取り組んでいくことで、他

社との差別化及び付加価値の向上を目指し、売上規模の拡大と同時に利益率の維持向上に努めることで

効率経営を図っていく方針です。 

当社グループは、これまでメーカー等の営業部隊の一員として、量販店など小売店への営業促進から

店頭販売に至るまでセールス・プロセス活動をトータルに支援するアウトソーシング事業（ＳＰＯ）を

事業の中核として取組んでまいりましたが、今後は「高付加価値の創造」という観点より、人材サービ

ス企業から、一歩進んだ販売支援のワンストップソリューション企業として、これまでＳＰＯ事業で培

ってきたノウハウを生かし、人材分野だけでなく、商品コンセプトから、展開方法、販促ツールの提

案、流通現場でのマーケティング調査、分析までを行える企業グループを目指していく所存です。 

事業の安定性とリスク分散を鑑み、今後は新たな事業分野の柱となる新規商材及び、新規分野の開拓

も積極的に取り組み、更なる企業価値の創造に邁進していく所存です。 

 また、全てのステークホルダーに対し、「知名度の向上」を目指し、積極的な企業ＰＲ活動を行う事

で、当社グループの企業ブランド向上に注力してまいります。 

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

(4) 会社の対処すべき課題
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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 1,535,538 1,599,105 

売掛金 1,818,688 1,810,606 

有価証券 501,314 499,751 

商品 2,537 2,067 

前払費用 24,660 45,191 

繰延税金資産 55,784 39,727 

その他 25,253 32,246 

貸倒引当金 △5,014 △3,338 

流動資産合計 3,958,762 4,025,358 

固定資産 

有形固定資産 

建物 60,089 81,438 

減価償却累計額 △11,192 △18,021 

建物（純額） 48,897 63,417 

車両運搬具 27,526 14,593 

減価償却累計額 △10,986 △10,640 

車両運搬具（純額） 16,539 3,953 

工具、器具及び備品 116,334 134,376 

減価償却累計額 △89,356 △109,693 

工具、器具及び備品（純額） 26,977 24,683 

建設仮勘定 － 42,184 

有形固定資産合計 92,414 134,238 

無形固定資産 

ソフトウエア 159,340 124,900 

ソフトウエア仮勘定 3,277 9,425 

電話加入権 7,829 8,265 

のれん 39,040 178,212 

無形固定資産合計 209,488 320,803 

投資その他の資産 

投資有価証券 － 5,058 

破産更生債権等 42,130 17,034 

長期前払費用 22,004 18,869 

繰延税金資産 3,894 75,342 

差入保証金 187,282 255,631 

保険積立金 83,628 77,260 

その他 4,010 4,010 

貸倒引当金 △41,267 △14,666 

投資その他の資産合計 301,682 438,541 
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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) 

固定資産合計 603,585 893,583 

繰延資産 

開業費 11,959 9,199 

繰延資産合計 11,959 9,199 

資産合計 4,574,307 4,928,141 

負債の部 

流動負債 

買掛金 1,036,494 1,090,440 

未払金 214,448 185,492 

未払費用 99,346 101,161 

未払法人税等 178,490 202,429 

未払消費税等 158,660 178,422 

預り金 49,238 43,603 

賞与引当金 45,611 32,512 

その他 2,745 5,903 

流動負債合計 1,785,035 1,839,966 

固定負債 

長期未払金 12,150 12,173 

退職給付引当金 － 2,715 

役員退職慰労引当金 155,202 171,946 

固定負債合計 167,352 186,834 

負債合計 1,952,387 2,026,800 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,375,589 1,375,589 

資本剰余金 544,123 544,123 

利益剰余金 675,952 969,720 

自己株式 △2,985 △58,427 

株主資本合計 2,592,680 2,831,005 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 － △1,963 

評価・換算差額等合計 － △1,963 

少数株主持分 29,239 72,298 

純資産合計 2,621,919 2,901,340 

負債純資産合計 4,574,307 4,928,141 
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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１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 15,808,719 18,853,826 

売上原価 12,131,075 14,899,448 

売上総利益 3,677,644 3,954,377 

販売費及び一般管理費 ※１ 2,855,583 ※１ 3,319,330 

営業利益 822,060 635,046 

営業外収益 

受取利息 3,562 7,799 

受取補償金 － 3,575 

保険解約返戻金 － 7,437 

その他 3,472 2,989 

営業外収益合計 7,034 21,801 

営業外費用 

支払利息 882 3,049 

固定資産処分損 － 8,029 

その他 645 3,555 

営業外費用合計 1,528 14,635 

経常利益 827,566 642,213 

特別利益 

持分変動利益 5,975 － 

特別利益合計 5,975 － 

特別損失 

前期損益修正損 － ※３ 13,865 

固定資産除却損 ※２ 61,318 － 

事業再編損 8,435 － 

事務所移転費用 － 4,636 

特別損失合計 69,753 18,502 

税金等調整前当期純利益 763,787 623,710 

法人税、住民税及び事業税 327,107 309,655 

法人税等調整額 33,202 △54,044 

法人税等合計 360,309 255,611 

少数株主損失（△） △785 △4,522 

当期純利益 404,263 372,622 
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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１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 1,374,374 1,375,589 

当期変動額 

新株の発行（新株予約権の行使） 1,215 － 

当期変動額合計 1,215 － 

当期末残高 1,375,589 1,375,589 

資本剰余金 

前期末残高 542,908 544,123 

当期変動額 

新株の発行（新株予約権の行使） 1,215 － 

当期変動額合計 1,215 － 

当期末残高 544,123 544,123 

利益剰余金 

前期末残高 347,307 675,952 

当期変動額 

剰余金の配当 △78,599 △78,855 

当期純利益 404,263 372,622 

連結範囲の変動 2,996 － 

自己株式の消却 △14 － 

当期変動額合計 328,645 293,767 

当期末残高 675,952 969,720 

自己株式 

前期末残高 △241 △2,985 

当期変動額 

自己株式の取得 △2,758 △55,441 

自己株式の消却 14 － 

当期変動額合計 △2,743 △55,441 

当期末残高 △2,985 △58,427 

株主資本合計 

前期末残高 2,264,348 2,592,680 

当期変動額 

新株の発行（新株予約権の行使） 2,430 － 

剰余金の配当 △78,599 △78,855 

当期純利益 404,263 372,622 

連結範囲の変動 2,996 － 

自己株式の取得 △2,758 △55,441 

当期変動額合計 328,331 238,325 

当期末残高 2,592,680 2,831,005 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１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) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 － － 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

－ △1,963 

当期変動額合計 － △1,963 

当期末残高 － △1,963 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 － － 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

－ △1,963 

当期変動額合計 － △1,963 

当期末残高 － △1,963 

少数株主持分 

前期末残高 － 29,239 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 29,239 43,058 

当期変動額合計 29,239 43,058 

当期末残高 29,239 72,298 

純資産合計 

前期末残高 2,264,348 2,621,919 

当期変動額 

新株の発行（新株予約権の行使） 2,430 － 

剰余金の配当 △78,599 △78,855 

当期純利益 404,263 372,622 

連結範囲の変動 2,996 － 

自己株式の取得 △2,758 △55,441 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 29,239 41,095 

当期変動額合計 357,571 279,420 

当期末残高 2,621,919 2,901,340 
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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１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 763,787 623,710 

減価償却費 72,167 82,524 

のれん償却額 4,337 38,246 

開業費償却額 1,839 2,759 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,128 △28,276 

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,752 △20,188 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18,692 16,744 

受取利息及び受取配当金 △3,562 △7,799 

支払利息 882 3,049 

持分変動損益（△は益） △5,975 － 

固定資産除却損 61,318 － 

売上債権の増減額（△は増加） 13,191 222,156 

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,012 △1,439 

仕入債務の増減額（△は減少） 99,489 △38,875 

未払金の増減額（△は減少） △50,086 － 

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） － △95,439 

未払消費税等の増減額（△は減少） 874 4,465 

預り金の増減額（△は減少） △32,895 － 

その他 △34,753 △40,973 

小計 901,672 760,662 

利息及び配当金の受取額 3,562 7,799 

利息の支払額 △882 △3,049 

法人税等の支払額 △452,354 △280,262 

営業活動によるキャッシュ・フロー 451,998 485,149 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資有価証券の取得による支出 － △8,369 

有形固定資産の取得による支出 △63,311 △71,365 

有形固定資産の売却による収入 2,857 7,619 

有形固定資産の除却による支出 △13,218 － 

無形固定資産の取得による支出 △91,532 △18,576 

差入保証金の差入による支出 △14,670 － 

子会社株式の取得による支出 △7,000 △181,016 

繰延資産の取得による支出 △13,799 － 

保険積立金の解約による収入 － 7,437 

その他 △35,449 △25,472 

投資活動によるキャッシュ・フロー △236,125 △289,743 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１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) 

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 150,000 － 

短期借入金の返済による支出 △176,282 － 

新株予約権の行使による株式の発行による収入 2,430 － 

自己株式の取得による支出 △2,758 △55,441 

配当金の支払額 △77,961 △77,959 

財務活動によるキャッシュ・フロー △104,571 △133,401 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 111,300 62,004 

現金及び現金同等物の期首残高 1,901,243 2,036,852 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
（△は減少） 

※２ 11,260 － 

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 ※３ 13,047 － 

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,036,852 ※１ 2,098,856 
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該当事項はありません。 

  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(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１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

すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の数 ２社 

 連結子会社の名称 

  ㈱ピーアンドピー・インベックス 

  ㈱ピーアンドピーコンシューマーズ 

 なお、㈱ピーアンドピー・インベックス

については、平成19年８月１日に会社分割

により100％子会社として設立したことによ

り連結の範囲に含めております。また、㈱

ピーアンドピーコンシューマーズは、前事

業年度（単体）において非連結子会社であ

った㈱フロスが名称変更した会社であり、

重要性が増したことにより当連結会計年度

より連結の範囲に含めております。 

すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の数 ３社 

 連結子会社の名称 

  ㈱ピーアンドピー・インベックス 

  ㈱ピーアンドピーコンシューマーズ 

  ㈱ジャパンプロスタッフ

 なお、㈱ジャパンプロスタッフについて

は、平成20年６月１日に発行済株式の50％

を取得した会社であり、支配力基準に基づ

き連結の範囲に含めております。

２ 持分法の適用に関

する事項

持分法適用会社はありません。 同左

３ 連結子会社の事業

年度等に関する事

項

 連結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。 

 ㈱ジャパンプロスタッフは決算日を12月

31日から３月31日に変更しております。こ

のため、当連結会計年度における連結決算

に取り込んだ事業年度の月数は13ヶ月とな

っております。

４ 会計処理基準に関

する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

(イ)満期保有目的の債券

  償却原価法（定額法）

(ロ)その他有価証券

 時価のあるもの 

     ─────── 

  

 

  

 時価のないもの

  移動平均法による原価法

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

(イ)満期保有目的の債券

  同左

(ロ)その他有価証券

 時価のあるもの

 決算期末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）

 時価のないもの

 同左

② たな卸資産

商品

 移動平均法による原価法

② たな卸資産

商品

 移動平均法（貸借対照表価額につい

ては、収益性の低下による簿価切下げ

の方法）

(会計方針の変更)

 当連結会計年度より、「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日公表分）

を適用しております。 

 なお、この変更に伴う当連結会計年

度の損益に与える影響はありません。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１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) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

(イ)平成19年３月31日以前に取得した

もの

 旧定率法によっております。ただ

し、平成10年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除く）について

は旧定額法を採用しております。

(ロ)平成19年４月１日以降に取得した

もの

 定率法によっております。ただし、

建物（建物附属設備を除く）について

は定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 建物         ３～15年 

 車両運搬具      ２～６年 

 工具器具備品     ３～８年

(追加情報)

 法人税法の改正((所得税法等の一部を

改正する法律 平成19年３月30日 法律第

６号)及び(法人税法施行令の一部を改正

する法令 平成19年３月30日 政令第83

号))に伴い、当連結会計年度より平成19

年４月１日以降に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更しております。な

お、この変更に伴う当連結会計年度の損

益への影響は軽微であります。 

 また、法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した有形固定資産

については、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した期の翌期より、取得価額

の５％相当額と備忘価額との差額を５年

間にわたり均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。なお、この変更

に伴う当連結会計年度の損益への影響は

軽微であります。

② 無形固定資産

 定額法を採用しております。なお、

ソフトウェア(自社利用分)について

は、社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法を採用しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

(イ)平成19年３月31日以前に取得した

もの

 旧定率法によっております。ただ

し、平成10年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除く）について

は旧定額法を採用しております。ま

た、取得価額の５％に到達した期の翌

期より、取得価額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間にわたり均等償

却し、減価償却費に含めて計上してお

ります。

(ロ)平成19年４月１日以降に取得した

もの

 定率法によっております。ただし、

建物（建物附属設備を除く）について

は定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 建物         ３～15年 

 車両運搬具      ２～６年 

 工具器具備品     ３～８年

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

② 無形固定資産（リース資産を除く）

 定額法を採用しております。なお、

ソフトウェア(自社利用分)について

は、社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法を採用しております。

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。

(3) 重要な繰延資産の処理方法

開業費

 連結子会社の開業費は、５年間にわた

って毎期均等償却しております。

(3) 重要な繰延資産の処理方法

開業費

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１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)

(4) 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。 

(4) 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

 従業員の賞与の支払に備えるため、

支給見込額のうち当連結会計年度に対

応する金額を計上しております。

② 賞与引当金

同左

③ 役員退職慰労引当金

 役員退職慰労金の支出に備えるた

め、役員退職慰労金規程に基づく期末

要支給額を計上しております。 

③ 役員退職慰労引当金

同左

④ 役員賞与引当金

 役員賞与の支払に備えるため、当連

結会計年度における支給見込額に基づ

き、当連結会計年度に見合う分を計上

しております。 

 当連結会計年度は期首作成の事業計

画の達成状況を勘案し役員賞与の支給

を行わないこととしました。

④ 役員賞与引当金

同左

─────── ⑤ 退職給付引当金

 一部の連結子会社は、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を計上しており

ます。なお、退職給付債務の算定にあ

たり、簡便法を採用しております。

(5) 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。

───────

(6) その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

(5) その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

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

 連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、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年間で均等償却しておりま

す。

同左

７ 連結キャッシュ・

フロー計算書にお

ける資金の範囲

 連結キャッシュ・フロー計算書における

資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限が到来する短期的な投資から

なっております。 

同左

20

㈱ピーアンドピー(2426)　平成21年３月期決算短信



 
  

 
  

(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】

【会計処理の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１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)

─────── （リース会計に関する会計基準等）

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、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。

 なお、この変更に伴う当連結会計年度の損益への影響

はありません。

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１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)

─────── （連結キャッシュ・フロー計算書）

 前連結会計年度において財務活動によるキャッシュ・

フローの「短期借入れによる収入」（当連結会計年度

1,050,000千円）及び「短期借入金の返済による支出」

（当連結会計年度1,050,000千円）にそれぞれ総額表示

しておりましたが、当連結会計年度より、借入れの期間

が短く、かつ回転が速いため、相殺表示することに変更

しました。なお、収入と支出の金額が等しいため、相殺

による項目の掲記はありません。

 また、金額の重要性を鑑み、前連結会計年度における

営業活動によるキャッシュ・フローの「未払金の増減

額」（当連結会計年度47,983千円の減少）は、当連結会

計年度より「未払金及び未払費用の増減額」に含めて表

示し、さらに、前連結会計年度における投資活動による

キャッシュ・フローの「差入保証金の差入による支出」

（当連結会計年度32,585千円）は、当連結会計年度より

「その他」に含めて表示することに変更しました。

(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 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

 １ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行５行と貸出コミットメント契約を締結しており

ます。当連結会計年度末における貸出コミットメン

トに係る借入未実行残高等は次のとおりでありま

す。

貸出コミットメントの総額 1,000,000 千円

借入実行残高 ─ 千円

差引額 1,000,000 千円

 １ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行４行と貸出コミットメント契約を締結しており

ます。当連結会計年度末における貸出コミットメン

トに係る借入未実行残高等は次のとおりでありま

す。

貸出コミットメントの総額 1,750,000 千円

借入実行残高 ─ 千円

差引額 1,750,000 千円
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(注)当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度末の株式数には、提出会社の前事業年

度末（平成19年３月31日）現在の株式数を記載しております。 

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 新株予約権の権利行使による新株の発行による増加  450株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 端株（自己株式）の消却による減少         0.13株 

  

 
(注)当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度末の株式数には、提出会社の前事業年

度末（平成19年３月31日）現在の株式数を記載しております。 

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 取締役会決議による自己株式の取得による増加    109株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 端株の消却による減少              0.13株 

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１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は、全て一般管理費に属す

る費用であります。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 1,102,171千円

法定福利費 205,500千円

賃借料 252,139千円

減価償却費 49,982千円

賞与引当金繰入額 42,776千円

役員退職慰労引当金繰入額 23,759千円

採用教育費 392,237千円

のれん償却費 4,337千円

※１ 販売費及び一般管理費は、全て一般管理費に属す

る費用であります。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 1,267,689千円

法定福利費 210,422千円

賃借料 351,653千円

減価償却費 59,624千円

賞与引当金繰入額 32,512千円

役員退職慰労引当金繰入額 20,013千円

退職給付費用 1,739千円

採用教育費 405,109千円

のれん償却費 38,246千円

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 38,737千円

ソフトウェア 22,581千円

合計 61,318千円

───────

─────── ※３ 前期損益修正損の内訳は次のとおりであります。

過年度給与 13,865千円

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

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) 104,801.13 450 0.13 105,251

２ 自己株式に関する事項

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) 2.13 109 0.13 111
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該当事項はありません。 

  

 
  

 
  

   
  

   
(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 取締役会決議による自己株式の取得による増加  1,761株 

  

該当事項はありません。 

  

 
  

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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 
定時株主総会

普通株式 78,599 750 平成19年３月31日 平成19年６月27日

(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

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６月25日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 78,855 750 平成20年３月31日 平成20年６月26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 発行済株式に関する事項

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) 105,251 ─ ─ 105,251

２ 自己株式に関する事項

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) 111 1,761 ─ 1,872

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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６月25日 
定時株主総会

普通株式 78,855 750 平成20年３月31日 平成20年６月26日

(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

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６月23日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 87,872 850 平成21年３月31日 平成21年６月24日
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 
（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２．各区分に属する主要なサービス 

 (1) アウトソーシング事業…小売店等における営業促進から店頭販売までのセールス・プロセス活動のトー 

              タル・アウトソーシングサービス、棚卸代行サービス 

 (2) 人材派遣事業…小売店等における営業促進・販売スタッフの派遣サービス、人材紹介サービス 

(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１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

※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 1,535,538 千円

有価証券 501,314 千円

 計 2,036,852 千円

預入期間３か月超の定期預金 ─ 千円

 現金及び現金同等物 2,036,852 千円

(平成21年３月31日現在)

現金及び預金 1,599,105 千円

有価証券 499,751 千円

計 2,098,856 千円

預入期間３か月超の定期預金 ─ 千円

MMF及びCP以外の有価証券 ─ 千円

現金及び現金同等物 2,098,856 千円

 

※２ 連結範囲の変更により新たに連結子会社となった

会社の資産及び負債の主な内訳

   株式会社ピーアンドピーコンシューマーズ

流動資産 12,711 千円

固定資産 286 千円

 資産合計 12,997 千円

流動負債 1,260 千円

 負債合計 1,260 千円

 ２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳

  株式会社ジャパンプロスタッフ

流動資産 239,436 千円

固定資産 47,443 千円

資産合計 286,879 千円

流動負債 188,804 千円

固定負債 2,912 千円

負債合計 191,716 千円

※３ 合併により引き継いだ会社の資産及び負債の主な

内訳

 連結子会社である株式会社ピーアンドピー・イン

ベックスが合併により株式会社インベックス・パー

トナーズより引き継いだ資産及び負債の内訳

流動資産 117,468 千円

固定資産 13,509 千円

 資産合計 130,977 千円

流動負債 85,596 千円

固定負債 45,759 千円

 負債合計 131,356 千円

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

アウトソーシ
ング事業 
（千円）

人材派遣事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社 
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ 売上高及び営業損益

(1) 外部顧客に対する売上高 8,977,201 6,831,517 15,808,719 ─ 15,808,719

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 8,977,201 6,831,517 15,808,719 ─ 15,808,719

 営業費用 8,207,256 6,779,402 14,986,658 ─ 14,986,658

 営業利益 769,945 52,114 822,060 ─ 822,060

Ⅱ 資産、減価償却費及び資
本的支出

 資産 2,917,606 1,656,700 4,574,307 ─ 4,574,307

 減価償却費 53,340 23,046 76,386 ─ 76,386

 資本的支出 149,666 79,569 229,236 ─ 229,236
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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） 

 
（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２．各区分に属する主要なサービス 

 (1) アウトソーシング事業…小売店等における営業促進から店頭販売までのセールス・プロセス活動のトー 

              タル・アウトソーシングサービス、棚卸代行サービス 

 (2) 人材派遣事業…小売店等における営業促進・販売スタッフの派遣サービス、人材紹介サービス 

  

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

在外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） 

在外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１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。 

アウトソーシ
ング事業 
（千円）

人材派遣事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社 
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ 売上高及び営業損益

(1) 外部顧客に対する売上高 7,156,287 11,697,538 18,853,826 ─ 18,853,826

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 7,156,287 11,697,538 18,853,826 ─ 18,853,826

 営業費用 6,658,089 11,560,689 18,218,779 ─ 18,218,779

 営業利益 498,198 136,848 635,046 ─ 635,046

Ⅱ 資産、減価償却費及び資
本的支出

 資産 2,085,931 2,842,210 4,928,141 ─ 4,928,141

 減価償却費 66,185 57,344 123,529 ─ 123,529

 資本的支出 137,225 148,618 285,844 ─ 285,844

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

１ 時価評価されていない有価証券 

 
  

２ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予

定額 

 
  

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 その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

２ 時価評価されていない有価証券 

 
  

３ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予

定額 

(有価証券関係)

区分

当連結会計年度末
（平成20年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円）

(1) 満期保有目的の債券

 コマーシャルペーパー 499,098

合計 499,098

(2) その他有価証券

 ＭＲＦ 2,215

合計 2,215

区分 １年以内（千円）

(1) 債券

 コマーシャルペーパー 500,000

合計 500,000

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
超えないもの

(1) 株式 8,369 5,058 3,310

合計 8,369 5,058 3,310

区分

当連結会計年度末
（平成21年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円）

(1) 満期保有目的の債券

 コマーシャルペーパー 499,751

合計 499,751

区分 １年以内（千円）

(1) 債券

 コマーシャルペーパー 500,000

合計 500,000
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(注) 算定上の基礎 

 １．１株当たり純資産額 

 
  

 ２．１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 

 

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１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 24,659円31銭 27,365円73銭

１株当たり当期純利益 3,854円52銭 3,588円60銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 3,714円85銭 3,476円46銭

項目
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)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 2,621,919 2,901,340

純資産の部から控除する金額(千円) 29,239 72,298

控除する金額の主な内訳(千円)

 少数株主持分 29,239 72,298

普通株主に係る純資産の部の額(千円) 2,529,680 2,829,042

普通株式の発行済株式数(株) 105,251 105,251

普通株式の自己株式数(株) 111 1,872

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(株)

105,140 103,379

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１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)

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 404,263 372,622

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) 404,263 372,622

普通株式の期中平均株式数(株) 104,880 103,835

当期純利益調整額(千円) ─ ─

普通株式増加数(株) 3,943 3,349

 (うち新株引受権) 3,627 3,349

 (うち新株予約権) 315 ─

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

─ ─
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当社は、平成20年５月29日開催の取締役会において、株式会社ベルパーク（以下「ベルパーク」と

いう）の完全子会社である株式会社ジャパンプロスタッフ（以下「ジャパンプロスタッフ」という）

の発行済株式の50％をベルパークより取得することを決議し、株式譲渡契約を締結いたしました。 

（株式取得の概要） 

１．株式取得の目的 

ベルパークは、人材派遣及び人材紹介事業を主な事業とするジャパンプロスタッフを連結子会社

に有しておりますが、携帯電話ショップ等への派遣の需要に見合う人材供給ニーズに対応できない

等の課題がありました。一方、当社は、創業来長期にわたり、携帯電話の販売等に従事する人材を

送り出してきましたが、携帯電話ショップ等への人材派遣事業には、まだ拡大の余地が見込めるた

め、事業の強化を検討しておりました。 

 このような状況の下、当社がジャパンプロスタッフを子会社化し、当社の有する人材サービスの

ノウハウをもって運営することにより、ジャパンプロスタッフの業容を拡大することができ、ベル

パーク及び当社の両社にメリットがあるものと判断し、今般、ジャパンプロスタッフ株式の50％を

取得することとする株式譲渡契約を締結いたしました。なお、当該取得により、支配力基準に基づ

き、ジャパンプロスタッフはピーアンドピーの連結子会社、ベルパークの持分法適用会社となりま

す。 

２．株式取得の相手会社の名称 

株式会社ベルパーク 

３．取得する相手会社の概要 

 
４．株式取得の時期 

平成20年６月１日 

５．取得する株式の数及び取得後の持分比率 

 
６．支払資金の調達及び支払方法 

自己資金により支払 

  

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） 

該当事項はありません。 

リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オ

プション等、企業結合等、資産除去債務に関する注記事項ついては、決算短信における開示の必要性が

大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

(重要な後発事象)

商   号 株式会社ジャパンプロスタッフ

事業の内容 一般労働者派遣事業、有料職業紹介事業

本店所在地 東京都新宿区新宿四丁目３番25号

資本金の額 200,000 千円

取得する株式の数 普通株式 2,000株

取得後の持分比率  50％

 

(開示の省略)
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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 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,244,561 1,278,259 

売掛金 1,584,964 1,400,147 

有価証券 501,314 499,751 

前払費用 18,231 33,134 

繰延税金資産 41,765 35,357 

その他 25,554 25,726 

貸倒引当金 △5,014 △3,338 

流動資産合計 3,411,376 3,269,038 

固定資産 

有形固定資産 

建物 45,197 58,909 

減価償却累計額 △10,039 △13,860 

建物（純額） 35,158 45,048 

車両運搬具 27,526 14,593 

減価償却累計額 △10,986 △10,640 

車両運搬具（純額） 16,539 3,953 

工具、器具及び備品 55,927 69,033 

減価償却累計額 △40,345 △53,077 

工具、器具及び備品（純額） 15,581 15,956 

有形固定資産合計 67,279 64,958 

無形固定資産 

ソフトウエア 89,136 70,106 

電話加入権 6,703 6,703 

無形固定資産合計 95,839 76,809 

投資その他の資産 

投資有価証券 － 5,039 

関係会社株式 491,493 716,493 

関係会社長期貸付金 9,000 28,000 

破産更生債権等 42,067 16,971 

長期前払費用 6,082 6,748 

繰延税金資産 6,487 71,143 

差入保証金 141,642 174,977 

保険積立金 83,628 77,260 

その他 4,000 4,000 

貸倒引当金 △41,204 △14,603 

投資損失引当金 △26,530 △50,530 

投資その他の資産合計 716,666 1,035,501 

固定資産合計 879,785 1,177,269 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産合計 4,291,161 4,446,307 

負債の部 

流動負債 

買掛金 921,062 838,617 

未払金 181,330 155,098 

未払費用 74,147 74,666 

未払法人税等 172,412 186,576 

未払消費税等 126,661 116,548 

預り金 31,421 22,637 

賞与引当金 36,821 20,286 

その他 2,780 6,431 

流動負債合計 1,546,637 1,420,863 

固定負債 

長期未払金 5,338 5,338 

役員退職慰労引当金 139,093 153,726 

固定負債合計 144,431 159,064 

負債合計 1,691,069 1,579,928 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,375,589 1,375,589 

資本剰余金 

資本準備金 544,123 544,123 

資本剰余金合計 544,123 544,123 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 683,364 1,007,056 

利益剰余金合計 683,364 1,007,056 

自己株式 △2,985 △58,427 

株主資本合計 2,600,092 2,868,342 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 － △1,963 

評価・換算差額等合計 － △1,963 

純資産合計 2,600,092 2,866,379 

負債純資産合計 4,291,161 4,446,307 
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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１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) 

売上高 14,466,246 14,462,472 

売上原価 11,095,843 11,344,094 

売上総利益 3,370,403 3,118,378 

販売費及び一般管理費 ※１ 2,551,329 ※１ 2,513,939 

営業利益 819,073 604,439 

営業外収益 

受取利息 3,136 2,753 

有価証券利息 355 5,993 

経営指導料 37,707 61,956 

その他 2,923 13,843 

営業外収益合計 44,121 84,546 

営業外費用 

支払利息 913 2,864 

固定資産処分損 － 7,808 

その他 408 469 

営業外費用合計 1,321 11,142 

経常利益 861,874 677,842 

特別損失 

前期損益修正損 － ※３ 13,865 

固定資産除却損 ※２ 61,318 － 

投資損失引当金繰入額 26,530 24,000 

特別損失合計 87,848 37,865 

税引前当期純利益 774,025 639,977 

法人税、住民税及び事業税 321,268 294,331 

法人税等調整額 38,085 △56,901 

法人税等合計 359,353 237,430 

当期純利益 414,671 402,546 
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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１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 1,374,374 1,375,589 

当期変動額 

新株の発行（新株予約権の行使） 1,215 － 

当期変動額合計 1,215 － 

当期末残高 1,375,589 1,375,589 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 542,908 544,123 

新株の発行（新株予約権の行使） 1,215 － 

当期変動額合計 1,215 － 

当期末残高 544,123 544,123 

資本剰余金合計 

前期末残高 542,908 544,123 

新株の発行（新株予約権の行使） 1,215 － 

当期変動額合計 1,215 － 

当期末残高 544,123 544,123 

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 347,307 683,364 

当期変動額 

剰余金の配当 △78,599 △78,855 

当期純利益 414,671 402,546 

自己株式の消却 △14 － 

当期変動額合計 336,057 323,691 

当期末残高 683,364 1,007,056 

利益剰余金合計 

前期末残高 347,307 683,364 

当期変動額 

剰余金の配当 △78,599 △78,855 

当期純利益 414,671 402,546 

自己株式の消却 △14 － 

当期変動額合計 336,057 323,691 

当期末残高 683,364 1,007,056 

自己株式 

前期末残高 △241 △2,985 

当期変動額 

自己株式の取得 △2,758 △55,441 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１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) 

自己株式の消却 14 － 

当期変動額合計 △2,743 △55,441 

当期末残高 △2,985 △58,427 

株主資本合計 

前期末残高 2,264,348 2,600,092 

当期変動額 

新株の発行（新株予約権の行使） 2,430 － 

剰余金の配当 △78,599 △78,855 

当期純利益 414,671 402,546 

自己株式の取得 △2,758 △55,441 

当期変動額合計 335,743 268,249 

当期末残高 2,600,092 2,868,342 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 － － 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

－ △1,963 

当期変動額合計 － △1,963 

当期末残高 － △1,963 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 － － 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

－ △1,963 

当期変動額合計 － △1,963 

当期末残高 － △1,963 

純資産合計 

前期末残高 2,264,348 2,600,092 

当期変動額 

新株の発行（新株予約権の行使） 2,430 － 

剰余金の配当 △78,599 △78,855 

当期純利益 414,671 402,546 

自己株式の取得 △2,758 △55,441 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △1,963 

当期変動額合計 335,743 266,286 

当期末残高 2,600,092 2,866,379 
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該当事項はありません。 

  

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(5)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１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) 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(2) その他有価証券

時価のあるもの 

     ─────── 

  

 

時価のないもの

 移動平均法による原価法

(3) 子会社株式

移動平均法による原価法

(1) 満期保有目的の債券

同左

(2) その他有価証券

時価のあるもの

 決算期末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）

時価のないもの

同左

(3) 子会社株式

同左

２ 固定資産の減

価償却の方法

(1) 有形固定資産

① 平成19年３月31日以前に取得したもの

 旧定率法によっております。ただし、平成

10年４月１日以降に取得した建物（建物附属

設備を除く）については旧定額法を採用して

おります。 

  

 

 

② 平成19年４月１日以降に取得したもの

 定率法によっております。ただし、建物

（建物附属設備を除く）については定額法を

採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

 建物         ３～15年 

 車両運搬具      ２～６年 

 工具器具備品     ３～８年

(会計方針の変更)

 当事業年度より平成19年度の法人税法の改正

((所得税法等の一部を改正する法律 平成19年

３月30日 法律第６号)及び(法人税法施行令の

一部を改正する法令 平成19年３月30日 政令

第83号))に伴い、平成19年４月１日以降に取得

したものについては、改正後の法人税法に基づ

く方法に変更しております。なお、この変更に

伴う当事業年度の損益への影響は軽微でありま

す。

(追加情報)

 法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以

前に取得した有形固定資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の方法の適用によ

り取得価額の５％に到達した期の翌期より、取

得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年

間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。なお、この変更に伴う当事業

年度の損益への影響は軽微であります。

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

① 平成19年３月31日以前に取得したもの

 旧定率法によっております。ただし、平成

10年４月１日以降に取得した建物（建物附属

設備を除く）については旧定額法を採用して

おります。また、取得価額の５％に到達した

期の翌期より、取得価額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上しております。

② 平成19年４月１日以降に取得したもの

 定率法によっております。ただし、建物

（建物附属設備を除く）については定額法を

採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

 建物         ３～15年 

 車両運搬具      ２～６年 

 工具器具備品     ３～８年
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１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)

(2) 無形固定資産

 定額法を採用しております。なお、ソフト

ウェア(自社利用分)については、社内におけ

る利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用

しております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

 定額法を採用しております。なお、ソフト

ウェア(自社利用分)については、社内におけ

る利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用

しております。

─────── (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。

３ 引当金の計上基

準

(1) 貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 投資損失引当金

 子会社への投資に対する損失に備えるた

め、当該会社の財政状態を勘案して、必要額

を計上しております。

(2) 投資損失引当金

同左

(3) 賞与引当金

 従業員の賞与の支払に備えるため、支給見

込額のうち当事業年度に対応する金額を計上

しております。

(3) 賞与引当金

同左

(4) 役員退職慰労引当金

 役員退職慰労金の支出に備えるため、役員

退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上

しております。 

(4) 役員退職慰労引当金

同左

(5) 役員賞与引当金

 役員賞与の支払に備えるため、当事業年度

における支給見込額に基づき計上しておりま

す。当事業年度は期首作成の事業計画の達成

状況を勘案し役員賞与の支給を行わないこと

としました。

(5) 役員賞与引当金

同左

４ 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 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

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜

方式によっております。

(1) 消費税等の会計処理

同左
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(6)【重要な会計方針の変更】

【会計処理の変更】

前事業年度
(自 平成19年４月１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)

─────── （リース会計に関する会計基準等）

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より、「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。

 この変更に伴う当事業年度の損益への影響はありませ

ん。

(固定資産の減価償却方法の変更) ───────

 当事業年度より平成19年度の法人税法の改正((所得税

法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６

号)及び(法人税法施行令の一部を改正する法令 平成19

年３月30日 政令第83号))に伴い、平成19年４月１日以

降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づ

く方法に変更しております。なお、この変更に伴う当事

業年度の損益への影響は軽微であります。

（企業結合に係る会計基準及び事業分離等に関する会計

基準）

───────

 当事業年度より、「企業結合に係る会計基準」(企業

会計審議会 平成15年10月31日)及び「事業分離等に関す

る会計基準」(企業会計基準第７号 平成17年12月27日)

並びに「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)を適用しております。なお、この変

更に伴う当事業年度の損益への影響はありません。
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(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 取締役会決議による自己株式の取得による増加    109株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 端株の消却による減少              0.13株 

  

  

   
(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 取締役会決議による自己株式の取得による増加  1,761株 

(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 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

 １ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行５行と貸出コミットメント契約を締結しており

ます。当事業年度末における貸出コミットメントに

係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 1,000,000 千円

借入実行残高 ─ 千円

差引額 1,000,000 千円

 １ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行４行と貸出コミットメント契約を締結しており

ます。当事業年度末における貸出コミットメントに

係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 1,750,000 千円

借入実行残高 ─ 千円

差引額 1,750,000 千円

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１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 販売費及び一般管理費は、全て一般管理費に属す

る費用であります。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 995,665千円

賞与引当金繰入額 34,640千円

役員退職慰労引当金繰入額 22,145千円

採用教育費 364,309千円

賃借料 209,696千円

法定福利費 189,606千円

減価償却費 41,760千円

※１ 販売費及び一般管理費は、全て一般管理費に属す

る費用であります。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 1,017,645千円

賞与引当金繰入額 20,286千円

役員退職慰労引当金繰入額 17,902千円

採用教育費 295,248千円

賃借料 221,494千円

法定福利費 172,897千円

減価償却費 47,058千円

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 38,737千円

工具器具備品 22,581千円

合計 61,318千円

───────

─────── ※３ 前期損益修正損の内訳は次のとおりであります。

過年度給与 13,865千円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１ 自己株式に関する事項

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) 2.13 109 0.13 111

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

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) 111 1,761 ─ 1,872
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(注) 算定上の基礎 

 １．１株当たり純資産額 

 
  

 ２．１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 

 
  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１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 24,729円81銭 27,726円90銭

１株当たり当期純利益 3,953円76銭 3,876円79銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 3,810円50銭 3,755円65銭

項目
前事業年度

(平成20年３月31日)
当事業年度

(平成21年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 2,600,092 2,866,379

普通株主に係る純資産の部の額(千円) 2,600,092 2,866,379

普通株式の発行済株式数(株) 105,251 105,251

普通株式の自己株式数(株) 111 1,872

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(株)

105,140 103,379

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１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)

損益計算書上の当期純利益(千円) 414,671 402,546

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) 414,671 402,546

普通株式の期中平均株式数(株) 104,880 103,835

当期純利益調整額(千円) ─ ─

普通株式増加数(株) 3,943 3,349

 (うち新株引受権) 3,627 3,349

 (うち新株予約権) 315 ─

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

─ ─

６．その他

(1) 役員の異動
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