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1.  平成21年6月期第3四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年6月期第3四半期 259,056 ― △1,284 ― △6,597 ― △13,578 ―
20年6月期第3四半期 465,405 43.6 △2,674 ― △7,883 ― △1,112 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年6月期第3四半期 △3,773.91 ―
20年6月期第3四半期 △454.91 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年6月期第3四半期 142,727 344 △13.7 △3,206.85
20年6月期 202,040 18,152 △2.7 △1,830.17

（参考） 自己資本   21年6月期第3四半期  △19,601百万円 20年6月期  △5,476百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年6月期 ― 0.00 ―
21年6月期 

（予想）
0.00 0.00

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

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
    詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

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



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注)詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記に掲載された予想値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により上記予想値と異なる場合があります。 
２．当連結会計年度より「四半期連結財務諸表に関する会計基準（企業会計基準第12号）及び四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第3四半期 6,142,118株 20年6月期  3,022,118株
② 期末自己株式数 21年6月期第3四半期  29,773株 20年6月期  29,773株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第3四半期 3,598,059株 20年6月期第3四半期 2,445,018株



 当第３四半期連結累計期間（2008年７月１日～2009年３月31日）におけるわが国経済は、昨年米国で発生したサ

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

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

り有効求人倍率の低下、さらに雇用調整などますます厳しい環境となっております。 

 2009年１月以降、輸出産業を中心にほとんどの産業セクターにおいて、顧客先企業である各社の業績は落下速度

を増し、当社グループを取り巻く経済状況・雇用情勢は激変、これまでにない未曽有の厳しい経営環境にさらされ

ております。 

 昨年10月に着手した「業務構造改革」に基づく、これまでの諸施策で生み出された改善効果を大きく凌駕する緊

急事態となっていることから、当社グループとしては企業存続と極力多くの従業員の雇用を守ることを目指し、併

せて顧客先企業に対する安定的なサービス提供と営業基盤の確保に努めるため、更に踏み込んだ構造改革として、

2009年３月２日に『新たな「事業再構築」および「業務構造改革」』を策定し、(１) 一部子会社の事業譲渡、(２) 

技術事業３社のリストラクチャリングの実行、(３) グループ各社の間接部門のリストラクチャリングの実行、(４) 

役員報酬等の削減を実施いたしました。 

 当社グループは、上記施策を基に現在直面している危機的状況を乗り切り、技術者派遣事業を中心に利益成長と

適正な資源配分により、中長期的に安定した経営基盤の再構築に取り組んでいるところであります。 

 当第３四半期連結累計期間（2008年７月１日～2009年３月31日）においては、上述のような厳しい環境下、景気

後退による顧客先企業の設備投資抑制・生産縮小・要員削減による影響が大きく、売上高は2,590億56百万円となり

ました。（注１） 

 利益面では、業務構造改革における本社移転や人員削減による販管費の削減を行いましたが、売上高の減少によ

り、営業損失は12億84百万円となりました。 

 支払利息40億20百万円ならびに為替差損６億91百万円の発生等により、経常損失は65億97百万円となりました。 

 また事業構造改善費用や減損損失の計上等により、135億78百万円の四半期純損失となりました。 

  

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

ておりません。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報



＜第３四半期連結累計期間業績ハイライト＞ 

                           (単位：百万円)  

（注１）海外事業の決算期について 

海外事業の決算期は３月であるため、2008年４月１日から2008年12月31日までの９ヶ月間の業績が反映されていま

す。 

（注２）のれん償却額について 

当第３四半期連結累計期間ののれん償却額は、前年同四半期比３億２百万円減少の22億24百万円となっておりま

す。 

＜内訳＞ 

のれん償却額 

 ラディアホールディングス・プレミア㈱の国内子会社・・・12億29百万円  

 ラディアホールディングス・プレミア㈱の海外子会社・・・ 7億79百万円 

 その他子会社                   ・・・ 2億16百万円 

（注３）特別損益について 

当第３四半期連結累計期間の特別損益の主な内訳は以下のとおりです。 

＜内訳＞ 

                               (単位：百万円) 

  

第３四半期 

連結累計期間 

(2008年７月１日～

2009年３月31日)  

前第３四半期 

連結累計期間 

(2007年７月１日～

2008年３月31日) 

増減率 

売上高   259,056 465,405  △44.3% 

売上原価  211,645 368,893  △42.6% 

売上総利益  47,410  96,511  △50.9% 

販売費・一般管理費  48,694  99,185  △50.9% 

 (のれん償却額)    注２ 2,224 2,527  △12.0% 

営業利益又は損失(△)  △1,284 △2,674 －

支払利息  4,020 4,788  △16.0% 

経常利益又は損失(△) △6,597 △7,883 －

特別損益        注３ △6,374 11,001 －

四半期純利益又は純損失(△) △13,578 △1,112 －

 内容 対象額  

 経常損失（△） △6,597

 子会社清算益 1,095

 投資損失引当金戻入額 605

 事業構造改善費用 △5,567

 減損損失 △2,201

 その他特別損益 △305

 税金等調整前四半期純損失（△） △12,972

 法人税等および少数株主損益 △606

 四半期純損失（△） △13,578



 当第３四半期連結会計期間末における資産、負債、純資産等の状況は下記の通りです。 

① 流動資産 

 流動資産は536億81百万円と前期末に比べ379億７百万円の減少となりました。これは主に、㈱グッドウィルの廃

業や業績悪化に伴い、受取手形・売掛金が339億99百万円と前期末に比べ230億14百万円の減少となったこと、貸倒

引当金が58億65百万円と前期末に比べ46億60百万円増加したこと等によるものであります。 

② 固定資産 

 固定資産は890億45百万円と前期末に比べ214億５百万円の減少となりました。これは主に、非中核事業資産であ

る固定資産の売却を進めた結果、土地が45億73百万円、建物及び構築物が48億18百万円減少したこと、事務所等の

解約に伴い建物賃借保証金が29億70百万円減少したことおよび、事業統合・再編によりのれんが39億44百万円減少

し、また、のれん償却額が22億24百万円発生したこと等によるものであります。 

③ 流動負債 

 流動負債は751億21百万円と前期末に比べ229億58百万円の減少となりました。 

 これは主に、社債の減少12億10百万円、短期借入金の増加37億64百万円（１年内返済長期借入金を含む。)、事業

撤退損失引当金の取崩し61億８百万円、事業構造改善引当金の増加25億83百万円、未払費用等の減少181億16百万円

等によるものであります。 

④ 固定負債 

 固定負債は672億61百万円と前期末に比べ185億46百万円の減少となりました。 

 これは主に、社債の減少21億55百万円、長期借入金の減少151億42百万円(１年内返済長期借入金に振替えたもの

を含む。）等によるものであります。 

⑤ 純資産 

 純資産は３億44百万円と前期末に比べ 178億７百万円の減少となりました。これは主に当第３四半期連結累計期

間の純損失135億78百万円によるもの、少数株主持分が36億82百万円減少したこと、2009年２月６日付にて行われま

した債務の株式化（DES）により資本金および資本準備金がそれぞれ９億36百万円増加したこと等によるものであり

ます。 

  

 当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下資金という）は、101億90百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりであります。 

  

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果減少した資金は、56億60百万円となりました。 

 これは主に、税金等調整前当期純損失が 129億72百万円であったこと、売上債権が156億89百万円減少したこと、

未払費用が98億63百万円減少したこと等によるものであります。 

  

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果増加した資金は、75億67百万円となりました。 

 これは主に、遊休不動産の売却により有形固定資産売却収入が54億91百万円発生したこと、貸付金の回収が22億

23百万円発生したこと等によるものであります。 

  

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果減少した資金は、91億50百万円となりました。 

 これは主に短期借入れによる収入が58億57百万円、短期借入金を67億35百万円、長期借入金を58億84百万円返済

したこと、社債の償還による支出が22億95百万円発生したこと、等によるものであります。 

  

 当社は、本年３月２日に発表しております「新たな事業再構築および業務構造改革」のお知らせの中で触れてお

りますとおり、大幅に悪化している事業環境に対応する為、賞与の大幅な削減を組合に提示しておりますが、減額

幅について組合との協議が未だ継続中の状況にあります。また、当社が保有しております高級有料老人ホームであ

るバーリントンハウス馬事公苑と吉祥寺の２物件についても現在売却に向けて交渉を進めております。これらの結

果次第では今期の業績が大幅に変動する可能性が高いことから、業績予想の修正についてはこれら未確定要因が確

定次第発表いたします。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報



 該当事項はありません。   

 該当事項はありません。  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第14号）の適用 

  当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、

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

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

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

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

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

す。これによる損益の影響額は、軽微であります。 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

   第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 2006年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。これによる損益

の影響額は、軽微であります。   

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

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

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

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

での３ヶ月の損益については利益剰余金に直接計上しております。 

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

（４）連結子会社の事業年度に関する事項の変更



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(2009年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(2008年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,293 11,137

受取手形及び売掛金 33,999 57,014

たな卸資産 390 753

その他 14,863 23,887

貸倒引当金 △5,865 △1,204

流動資産合計 53,681 91,589

固定資産   

有形固定資産 23,960 33,210

無形固定資産   

のれん 46,562 52,731

その他 9,877 11,716

無形固定資産合計 56,439 64,448

投資その他の資産   

その他 10,840 17,211

貸倒引当金 △2,184 △2,770

投資損失引当金 △11 △1,648

投資その他の資産合計 8,645 12,792

固定資産合計 89,045 110,451

資産合計 142,727 202,040

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,009 3,252

短期借入金 37,594 33,830

未払費用 17,580 30,977

未払法人税等 273 1,699

賞与引当金 4,991 6,775

受注損失引当金 42 59

データ装備費損失引当金 545 806

介護報酬返還引当金 17 105

事業撤退損失引当金 560 6,669

事業構造改善引当金 2,583 －

その他 8,922 13,904

流動負債合計 75,121 98,080

固定負債   

社債 735 2,890

長期借入金 59,507 74,649

退職給付引当金 4,097 4,490

その他 2,921 3,777



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(2009年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(2008年６月30日) 

固定負債合計 67,261 85,808

負債合計 142,382 183,888

純資産の部   

株主資本   

資本金 35,453 34,517

資本剰余金 44,813 43,878

利益剰余金 △93,383 △78,582

自己株式 △2,505 △2,506

株主資本合計 △15,621 △2,691

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6 △212

為替換算調整勘定 △3,974 △2,572

評価・換算差額等合計 △3,980 △2,784

少数株主持分 19,946 23,628

純資産合計 344 18,152

負債純資産合計 142,727 202,040



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 2008年７月１日 
至 2009年３月31日) 

売上高 259,056

売上原価 211,645

売上総利益 47,410

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 21,952

貸倒引当金繰入額 358

その他 26,383

販売費及び一般管理費合計 48,694

営業損失（△） △1,284

営業外収益  

受取利息 70

受取賃貸料 62

その他 276

営業外収益合計 408

営業外費用  

支払利息 4,020

為替差損 691

その他 1,010

営業外費用合計 5,722

経常損失（△） △6,597

特別利益  

固定資産売却益 241

子会社清算益 1,095

貸倒引当金戻入額 274

投資損失引当金戻入額 605

その他 45

特別利益合計 2,262

特別損失  

固定資産売却損 212

減損損失 2,201

事業構造改善費用 5,567

その他 654

特別損失合計 8,636

税金等調整前四半期純損失（△） △12,972

法人税、住民税及び事業税 64

法人税等調整額 3,106

法人税等合計 3,171

少数株主損失（△） △2,564

四半期純損失（△） △13,578



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 2009年１月１日 
至 2009年３月31日) 

売上高 70,637

売上原価 60,647

売上総利益 9,990

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 5,551

貸倒引当金繰入額 186

その他 5,486

販売費及び一般管理費合計 11,224

営業損失（△） △1,234

営業外収益  

受取利息 22

為替差益 765

その他 70

営業外収益合計 859

営業外費用  

支払利息 1,291

その他 321

営業外費用合計 1,613

経常損失（△） △1,988

特別利益  

貸倒引当金戻入額 201

投資損失引当金戻入額 605

その他 88

特別利益合計 894

特別損失  

減損損失 1,496

事業構造改善費用 1,511

その他 90

特別損失合計 3,099

税金等調整前四半期純損失（△） △4,192

法人税、住民税及び事業税 △62

法人税等調整額 1,696

法人税等合計 1,633

少数株主損失（△） △1,022

四半期純損失（△） △4,804



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 2008年７月１日 
至 2009年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △12,972

減価償却費 2,739

固定資産売却損益（△は益） △28

子会社清算損益（△は益） △1,095

のれん償却額 2,224

貸倒引当金の増減額（△は減少） △726

退職給付引当金の増減額（△は減少） 123

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,949

受注損失引当金の増減額（△は減少） △245

事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） △6,108

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） 2,583

介護報酬返還引当金の増減額 △88

データ装備費損失引当金の増減額 △28

受取利息及び受取配当金 △70

支払利息 4,020

売上債権の増減額（△は増加） 15,689

たな卸資産の増減額（△は増加） 229

仕入債務の増減額（△は減少） △476

未払費用の増減額（△は減少） △9,863

その他 4,765

小計 △4,276

利息及び配当金の受取額 65

利息の支払額 △4,187

法人税等の支払額 △1,838

法人税等の還付額 4,576

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,660

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） 1,533

投資有価証券の売却による収入 400

子会社の清算による収入 25

有形固定資産の取得による支出 △581

有形固定資産の売却による収入 5,491

無形固定資産の取得による支出 △291

貸付けによる支出 △626

貸付金の回収による収入 2,223

営業譲受による支出 △251

その他 △355

投資活動によるキャッシュ・フロー 7,567



（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 2008年７月１日 
至 2009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 5,857

短期借入金の返済による支出 △6,735

長期借入金の返済による支出 △5,884

社債の償還による支出 △2,295

配当金の支払額 △2

その他 △91

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,150

現金及び現金同等物に係る換算差額 △82

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,327

現金及び現金同等物の期首残高 9,689

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物
の増加高

9,015

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △1,186

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,190



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

渉がまとまるまでの期間一時的に延滞が発生いたしました。 

 また、当第３四半期連結累計期間においては、6,597百万円の経常損失、13,578百万円の四半期純損失となり、当

第３四半期連結会計期間末の株主資本は15,621百万円の債務超過となりました。 

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

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

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

なお、Promontoria Investments I B.V.は2008年４月25日に500,000株（16.73％）の普通株式を引き受けており、加

えて2008年７月には同社から新規融資を受けております。  

（中期経営計画の内容） 

① 事業のリストラクチャリング 

 当社は2009年３月２日に事業再建計画の見直しについて取締役会で決議し、当社グループの製造派遣事業である㈱

プレミアラインの事業譲渡、技術会社３社の4,000人規模の人員削減、グループ間接部門の500人規模の人員削減等の

施策を行います。 

② 海外事業の拡大 

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

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

によるさらなるコスト削減を行い、収益を確保いたします。 

③ 新社名によるブランド・イメージの再構築 

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

アホールディングス株式会社」という新社名の下、グループ一体となって経営再建を推進してまいります。 

  

 一方、当社が2008年７月末現在の借入金について、現在、元本の返済猶予を要請した借入残高の98％以上を占める

金融機関(Promontoria Investments I B.V.を含む)から既に同意をいただいており、その期限の利益を回復しており

ます。また、当連結会計年度中に、返済猶予期間の更新を要請し同意をいただく方針であります。 

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

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

協議を重ねた結果、合意解除いたしました。これに代わる新たな資本政策として、債務の株式化による第三者割当増

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

13,600百万円を一定の前提条件が付されているものの2009年６月に予定しており前述のＡ種優先株式と同程度の資本

増強策を実行いたします。併せて、現在賞与の支給を大幅に削減することで債務超過を解消する見込みであります。

  

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

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

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

ます。 

  

 以上の理由から、当第３四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、この

ような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。  

（４）継続企業の前提に関する注記



  

 当第３四半期連結会計期間(自2009年１月１日 至2009年３月31日)および当第３四半期連結累計期間(自2008年７月１

日 至2009年３月31日） 

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

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

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

ト情報の記載を省略しております。 

  

  

 当第３四半期連結会計期間（自 2009年１月１日 至 2009年３月31日）            （単位：百万円）

  

 当第３四半期連結累計期間（自 2008年７月１日 至 2009年３月31日）            （単位：百万円）

 （注）１. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 (１)北米：アメリカ 

 (２)欧州：オランダ、イギリス 

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  日本 北米 欧州 計
消去又は 

全社 連結

売上高              

(1）外部顧客に対する売上高 36,913 25,640 8,083  70,637 － 70,637

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 84 － －  84 (84) －

計 36,997 25,640 8,083  70,721 (84) 70,637

営業利益又は営業損失（△） △933 35 △122  △1,020  (213) △1,234

  日本 北米 欧州 計
消去又は 

全社 連結

売上高              

(1）外部顧客に対する売上高 141,752 87,310 29,994  259,056 － 259,056

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 190 － －  190 (190) －

計 141,942 87,310 29994  259,247 (190) 259,056

営業利益又は営業損失（△） △2,625 228 △86  △2,483  1,199 △1,284



 当第３四半期連結会計期間（自 2009年１月１日 至 2009年３月31日） 

 当第３四半期連結累計期間（自 2008年７月１日 至 2009年３月31日） 

 （注）１. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 (１)北米：アメリカ 

 (２)欧州：オランダ、イギリス 

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

  

 当社は、2009年２月６日付で、Promontoria Investments I B.V.、Promontoria Investments Ⅱ B.V.および

Promontoria Investments Ⅲ B.V.に対する債務の株式化による第三者割当増資を実施いたしました。この結

果、当第３四半期連結会計期間において資本金が936百万円、資本準備金が936百万円増加し、当第３四半期連結

会計期間末において資本金が35,453百万円、資本剰余金が44,813百万円となっております。 

〔海外売上高〕

  北米 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 25,640  8,083 33,724

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 70,637

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 36.3  11.4 47.7

  北米 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 87,310  29,994 117,304

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 259,056

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 33.7  11.6 45.3

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（2007年７月１日～2008年３月31日） 

   （注）上記の数値は、未監査であります。 

科目 

前年同四半期 
（2008年６月期 
第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  465,405

Ⅱ 売上原価  368,893

売上総利益  96,511

Ⅲ 販売費及び一般管理費  99,185

（うち のれん償却額）   (2,527)

営業利益又は損失（△）  △2,674

Ⅳ 営業外収益  1,866

Ⅴ 営業外費用  7,075

経常利益又は損失（△）  △7,883

Ⅵ 特別利益  24,443

Ⅶ 特別損失  13,441

税金等調整前四半期純利益又は
純損失（△） 

 3,118

法人税等  3,952

少数株主損益  278

四半期純利益又は純損失（△）  △1,112



前第３四半期連結累計期間（2007年７月１日～2008年３月31日）                （単位：百万円）

 （注）１.  事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２.  各事業の内容 

   (１)人材派遣・請負事業・・・・人材派遣・請負、警備・建設関係作業請負、技術者派遣、シニア派遣 

 (２)介護・医療支援事業・・・・在宅介護、施設介護 

    (３)その他・・・・シニアレジデンスの運営、飲食店の経営、食料品の販売 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は4,016百万円であり、その主なも

のは当社の管理部門に係る費用であります。  

４． 事業区分の方法の変更 

  事業区分は従来「人材派遣・請負事業」、「介護・医療支援事業」、「シニアレジデンス・レストラン事

業」および「その他事業」の５区分としておりましたが、前連結会計年度から「人材派遣・請負事業」、

「介護・医療支援事業」および「その他事業」の３区分に変更いたしました。 

  従来「人材関連事業」および「シニアレジデンス・レストラン事業」として表示していた事業は、連結子会

社の増加により当該事業の割合が低下し、重要性が乏しくなったため、「その他事業」に含めて表示する方

法に変更いたしました。  

前第３四半期連結累計期間（2007年７月１日～2008年３月31日）                （単位：百万円）

 （注）１. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 (１)北米：アメリカ 

 (２)欧州：オランダ、イギリス 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は4,016百万円であり、その主なも

のは当社の管理部門に係る費用であります。  

（２）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
人材派遣・ 

請負 
介護・医療 

支援 
その他 計 消去又は全社 連結 

外部顧客に対する売上高  433,538  23,434  8,431  465,405 －  465,405

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 762  0  344  1,106  △1,106 － 

計  434,300  23,434  8,776  466,511  △1,106  465,405

営業費用  433,318  28,201  10,534  472,055  △3,975  468,079

営業利益（又は営業損失）  981  △4,766  △1,758  △5,543  2,868  △2,674

〔所在地別セグメント情報〕

  日本 北米 欧州 計 消去又は全社 連結 

外部顧客に対する

売上高 
 322,583  109,094  33,726  465,405 －  465,405

セグメント間内部

売上高又は振替高  
 138 － －  138  △138 － 

計  322,722  109,094  33,726  465,543  △138  465,405

営業費用  329,622  108,084  33,363  471,070  △2,991  468,079

営業利益（又は営

業損失） 
 △6,900  1,010  362  △5,526  2,852  △2,674



該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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