
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年8月11日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ヒューマンホールディングス株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 2415 URL http://www.athuman.com/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 佐藤 朋也

問合せ先責任者 （役職名） 取締役総合企画担当 （氏名） 黒崎 耕輔 TEL 03-3345-8492
四半期報告書提出予定日 平成21年8月11日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 15,449 △18.2 653 946.9 646 816.3 576 ―

21年3月期第1四半期 18,895 ― 69 ― 79 ― △102 ―

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

22年3月期第1四半期 5,297.29 ―

21年3月期第1四半期 △941.78 ―

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

22年3月期第1四半期 22,441 3,505 15.6 32,198.14
21年3月期 25,451 2,926 11.5 26,873.17

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,502百万円 21年3月期  2,923百万円

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

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 0.00 0.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

30,637 △18.1 193 ― 150 ― 37 ― 346.56

通期 61,960 △14.8 753 226.7 684 283.4 391 ― 3,595.94
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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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
詳細は、５ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧ください。 

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

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項については、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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 109,872株 21年3月期  109,872株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,089株 21年3月期  1,089株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 108,783株 21年3月期第1四半期 108,843株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出や個人消費等に持ち直しの動きが見られるものの、雇用

情勢はさらに悪化しており、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

当社グループを取り巻く事業環境は、人材関連事業におきましては、景気後退による雇用の抑制により、厳しい

状況が続いております。教育事業におきましては、教育ニーズの多様化・高度化が進んでおり、また、少子化の影

響による国内市場の縮小に伴い海外市場への進出の動きも見られております。介護事業におきましては、マーケッ

トは拡大しておりますが、ホームヘルパーの定着率向上と育成が課題となっております。 

このような状況において、当社グループは、主に人材関連事業の再構築と教育事業の利益確保に取り組みまし

た。また、より一層の経費削減にも取り組み、不採算事業所の撤退・事務所の統合等も推進いたしました。 

以上の結果としまして、当第１四半期連結会計期間における売上高は、主に人材関連事業の減少により前年同四

半期比18.2%減の15,449百万円となりました。利益面では、人材関連事業及び教育事業の徹底した経費削減により

経常利益は前年同期比716.3％増の646百万円、四半期純利益は576百万円（前四半期連結会計期間は102百万円の四

半期純損失）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。なお、詳細は「５．四半期連結財務諸表（５）セグメ

ント情報 a．事業の種類別セグメント情報」をご覧ください。 

なお、当第１四半期連結会計期間より、従来「その他の事業」に含めていた「フランチャイズ事業」を独立して

表示しており、以下のセグメント別の業績につきましては、前期の業績を変更後のセグメント区分に組み替えて比

較しております。  

① 人材関連事業 

人材関連事業におきましては、顧客企業の雇用の抑制が続いたことにより、人材派遣、人材紹介ともに減少い

たしました。人材派遣の職種別の売上として、主力職種であるOAオペレータ、専門性の高い職種であるメディカ

ルは増加いたしましたが、それ以外の職種は総じて減少いたしました。特定派遣分野におきましても、技術者の

稼働率が低下したことにより、売上が減少いたしました。 

登録者の確保につきましては、インターネット経由での登録を促進するとともに、派遣スタッフ向けの「資格

手当て制度」を新設いたしました。 

事業所につきましては、東京支社（東京都）を東京本社（東京都）に統合し、また、業務効率の向上を目的と

して、間接部門の一部を神戸市（兵庫県）に集約移転いたしました。 

この結果、人材関連事業の売上高は前年同四半期比23.5％減の10,327百万円となりました。また、利益面で

は、全般的な経費削減を推進したものの、売上の減少の影響が大きく、営業利益は前年同四半期比45.2%減の156

百万円となりました。 

② 教育事業 

教育事業におきましては、前連結会計年度まで不採算事業からの撤退、不採算校舎の閉鎖・縮小等に取り組ん

でおり、引き続き経営効率の向上に努めました。 

社会人教育事業では、通学講座の「日本語教師養成講座」、「医療事務講座」、「心理カウンセリング（NLP

プラクティショナー）講座」等の売上が増加し、また、通信講座の販売が増加いたしました。 

収益改善を図るために、クッキング心斎橋（大阪府）を閉鎖いたしました。 

しかしながら、この部門では、前連結会計年度の新規契約の減少により、受講生が減少いたしました。 

全日制教育事業では、ターゲットの拡大を見据え通信制高校を新規開校し、通信制高校のサポート校との連携

を図りました。 

しかしながら、この部門では、大学と競合するカレッジが想定以上に苦戦したことにより、総合学園ヒューマ

ンアカデミーの本科部門在校生が減少いたしました。 

この結果、教育事業の売上高は前年同四半期比8.2％減の3,890百万円となりましたが、全般的な経費削減によ

り営業利益は408百万円（前四半期連結会計期間は98百万円の四半期純損失）となりました。 

③ 介護事業 

介護事業におきましては、順調に利用者数が増加いたしました。 

デイサービスステーションにおいては、利用者の定員に対する充足率の向上に努めました。 

利用者の増加に対応するため、介護スタッフの新規採用に努め、サービス向上を目的として研修体制の充実に

努めました。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報
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事業所につきましては、デイサービスステーションとして南花田の湯（大阪府）を新規開設いたしました。 

この結果、売上高は前年同四半期比13.4%増の1,032百万円、営業利益は76百万円（前四半期連結会計期間は15

百万円の営業損失）となりました。 

④ フランチャイズ事業 

フランチャイズ事業におきましては、幼児・小学生向け英会話教室に加えて、ロボット教室の加盟校の拡大、

受講生の確保に努めましたが、受講生の募集が想定以上に苦戦いたしました。 

この結果、フランチャイズ事業の売上高は前年同四半期比43.1%減の46百万円、営業損失は34百万円（前四半

期連結会計期間は65百万円の営業損失）となりました。 

⑤ その他の事業 

プロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の運営におきましては、チケット売上は増加いたしました

が、スポンサー売上は減少いたしました。  

コスメティック関連事業におきましては、既存店舗において売上が順調に増加いたしました。事業所につきま

しては、不採算店舗の表参道本店（東京都）を閉鎖し、川崎BE店（神奈川県）を新規開店いたしました。 

この結果、その他の事業の売上高は、前年同四半期比6.4%減の152百万円、営業利益は29百万円（前四半期連

結会計期間は29百万円の営業損失）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、22,441百万円となり、前連結会計年度末の25,451百万円から3,010

百万円減少いたしました。 

流動資産につきましては、16,161百万円となり、前連結会計年度末の19,128百万円から2,967百万円減少いたし

ました。これは主に、現金及び預金が1,884百万円、売掛金が874百万円減少したことによるものです。また、固定

資産につきましては、6,279百万円となり、前連結会計年度末の6,323百万円から43百万円減少いたしました。 

次に、負債合計は、18,935百万円となり、前連結会計年度末の22,525百万円から3,589百万円減少いたしまし

た。 

流動負債につきましては、15,323百万円となり、前連結会計年度末の18,861百万円から3,537百万円減少いたし

ました。これは主に、前受金が1,273百万円、短期借入金が951百万円、未払金が871百万円減少したことによるも

のです。また、固定負債につきましては、3,612百万円となり、前連結会計年度末の3,664百万円から52百万円減少

いたしました。これは主に、長期借入金が49百万円減少したことによるものです。 

  

純資産につきましては、3,505百万円となり、前連結会計年度末の2,926百万円から579百万円増加いたしまし

た。これは主に利益剰余金が576百万円増加したことによるものです。 

（ キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ1,884百万円減少し、8,667百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりでありま

す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間における営業活動による資金の減少は、895百万円となりました(前年同四半期は

2,467百万円の減少）。これは主に、税金等調整前四半期純利益が637百万円、売上債権の減少額が874百万円あっ

たものの、前受金の減少額が1,274百万円、未払金の減少額が822百万円あったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間における投資活動による資金の増加は、34百万円となりました（前年同四半期は449

百万円の減少）。これは主に、介護事業等の事業所開設、及び校舎・事務所の移転等による設備投資が190百万円

あったものの、差入保証金の回収が242百万円あったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間における財務活動による資金の減少は、1,024百万円となりました（前年同四半期は

1,547百万円の増加）。これは主に、長期借入金により300百万円を調達しましたが、短期借入金の純減額が951百

万円、長期借入金の約定による返済が373百万円あったことによるものです。 

  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 当第１四半期連結会計期間における売上高は、概ね計画通りに推移いたしました。 

 利益面につきましては、営業利益、経常利益、四半期純利益ともに既に第２四半期連結累計期間の計画を大きく

上回りましたが、その要因は、主に人材関連事業及び教育事業における経費削減によるものであります。 

 今後の事業展開においても、グループ一丸となって徹底した経費削減に努めてまいります。しかしながら、人材

関連事業において依然として事業環境が不透明であること、また、フランチャイズ事業において計画から遅れてい

ることなどの懸念材料があります。 

 このような状況を勘案した結果、現時点では、平成21年５月15日に発表いたしました「平成21年３月期決算短

信」の連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

該当事項はありません。  

  

１. 簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られる場合に、前連結会計年度末に算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高

を算定しております。 

②たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定して算定

しております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングを利用する方法によっております。 

２. 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。  

  

・表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係) 

 前第１四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「消費税差

額」は、営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することと

しました。なお、前第１四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「消費税差額」は

4,304千円であります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

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

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,767,485 10,651,629

売掛金 5,701,221 6,575,678

商品 263,847 246,263

貯蔵品 30,077 21,592

その他 1,402,752 1,639,549

貸倒引当金 △3,957 △6,138

流動資産合計 16,161,426 19,128,575

固定資産   

有形固定資産 2,812,932 2,823,022

無形固定資産 364,790 387,009

投資その他の資産   

差入保証金 2,035,446 2,029,982

その他 1,128,581 1,152,184

貸倒引当金 △61,758 △68,962

投資その他の資産合計 3,102,269 3,113,204

固定資産合計 6,279,992 6,323,235

資産合計 22,441,418 25,451,811

負債の部   

流動負債   

買掛金 144,711 126,869

短期借入金 749,000 1,700,000

1年内返済予定の長期借入金 1,269,860 1,294,160

前受金 7,383,544 8,656,922

未払金 3,971,272 4,842,541

未払法人税等 1,259 5,031

賞与引当金 168,974 321,858

店舗閉鎖損失引当金 94,812 235,043

その他 1,540,237 1,678,667

流動負債合計 15,323,671 18,861,094

固定負債   

長期借入金 3,269,090 3,318,380

役員退職慰労引当金 278,847 271,703

その他 64,232 74,184

固定負債合計 3,612,170 3,664,267

負債合計 18,935,842 22,525,362
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,299,900 1,299,900

資本剰余金 809,900 809,900

利益剰余金 1,468,380 892,124

自己株式 △66,291 △66,291

株主資本合計 3,511,888 2,935,632

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15,953 △14,733

為替換算調整勘定 6,675 2,444

評価・換算差額等合計 △9,277 △12,288

少数株主持分 2,965 3,105

純資産合計 3,505,576 2,926,449

負債純資産合計 22,441,418 25,451,811
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 18,895,100 15,449,902

売上原価 14,240,657 11,201,833

売上総利益 4,654,442 4,248,068

販売費及び一般管理費 4,585,433 3,594,610

営業利益 69,009 653,457

営業外収益   

受取利息 930 696

受取配当金 72 －

金銭の信託運用益 8,706 3,256

その他 28,111 29,807

営業外収益合計 37,820 33,760

営業外費用   

支払利息 11,368 21,002

消費税差額 － 11,411

その他 16,318 8,735

営業外費用合計 27,687 41,149

経常利益 79,143 646,068

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 893

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 5,550

投資有価証券売却益 1,824 －

特別利益合計 1,824 6,443

特別損失   

固定資産除却損 17,228 2,324

投資有価証券評価損 － 11,717

減損損失 23,049 1,428

店舗閉鎖損失引当金繰入額 45,465 －

賃貸借契約解約損 21,756 －

特別損失合計 107,500 15,470

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△26,532 637,042

法人税等 77,343 60,925

少数株主損失（△） △1,369 △138

四半期純利益又は四半期純損失（△） △102,505 576,255
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△26,532 637,042

減価償却費 112,193 108,544

減損損失 23,049 1,428

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,188 △9,365

賞与引当金の増減額（△は減少） △162,621 △152,883

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 34,234 △140,230

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,787 7,144

受取利息及び受取配当金 △1,002 △696

支払利息 11,368 21,002

固定資産除却損 14,873 －

投資有価証券売却損益（△は益） △1,824 －

売上債権の増減額（△は増加） 237,213 874,794

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,927 △26,060

仕入債務の増減額（△は減少） △72,216 17,665

前受金の増減額（△は減少） △1,559,691 △1,274,455

未払金の増減額（△は減少） △348,008 △822,833

その他 55,079 △105,280

小計 △1,681,835 △864,185

利息及び配当金の受取額 759 614

利息の支払額 △12,011 △19,803

法人税等の支払額 △774,085 △12,170

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,467,173 △895,545

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △163,551 △120,052

無形固定資産の取得による支出 △23,032 △5,411

投資有価証券の取得による支出 △51,850 －

投資有価証券の売却による収入 1 －

差入保証金の差入による支出 △224,525 △69,948

差入保証金の回収による収入 22,309 242,043

貸付けによる支出 △10,000 △11,928

貸付金の回収による収入 794 －

その他 3 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △449,850 34,693
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,100,000 △951,000

長期借入れによる収入 1,000,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △310,790 △373,590

自己株式の取得による支出 △7,520 －

配当金の支払額 △233,849 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,547,839 △1,024,590

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,456 1,298

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,372,640 △1,884,144

現金及び現金同等物の期首残高 10,642,630 10,551,629

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 11,763 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,281,753 8,667,485
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

（注）１．事業区分は、事業の種類、性質の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業の主な内容 

（1）人材関連事業……………人材派遣、人材紹介 

（2）教育事業…………………社会人教育、全日制教育 

（3）介護事業…………………居宅介護支援、訪問介護サービス、デイサービス、グループホーム、小規模多機能

              型居宅介護、介護付き有料老人ホーム 

（4）フランチャイズ事業……英会話教室、ロボット教室  

（5）その他の事業……………スポーツエンターテインメント事業、コスメティック関連事業 

３．事業区分の方法の変更 

  当第１四半期連結累計期間より、従来「その他の事業」に含めておりました「フランチャイズ事業」を、そ

の金額的重要性が増したことにより、事業活動をより適切に開示するため、独立して表示しております。 

   なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報を、当第１四半期連結累計期間において用いた事業区分

の方法により区分すると次のようになります。 

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

a. 事業の種類別セグメント情報

  
人材関連事業 
（千円） 

教育事業 
（千円） 

介護事業
（千円） 

その他の事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                                          

(1)外部顧客に対する 

売上高 
 13,500,876  4,239,513  910,003  244,706  18,895,100  ―  18,895,100

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 81,809  39,981  ―  418,974  540,764  △540,764  ―

計  13,582,685  4,279,495  910,003  663,680  19,435,864  △540,764  18,895,100

営業利益 

又は営業損失(△) 
 285,912  △98,620  △15,399  △94,987  76,904  △7,894  69,009

  
人材関連事業
（千円） 

教育事業 
（千円） 

介護事業
（千円） 

フランチャ
イズ事業 
（千円） 

その他の事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                                         

(1)外部顧客に対する 

売上高 
 10,327,851  3,890,929  1,032,204  46,545  152,371  15,449,902  ―  15,449,902

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 7,633  6,805  ―  3,205  296,792  314,438  △314,438  ―

計  10,335,485  3,897,735  1,032,204  49,751  449,163  15,764,340  △314,438  15,449,902

営業利益 

又は営業損失(△) 
 156,628  408,966  76,906  △34,850  29,970  637,621  15,836  653,457

  
人材関連事業
（千円） 

教育事業 
（千円） 

介護事業
（千円） 

フランチャ
イズ事業 
（千円） 

その他の事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                                         

(1)外部顧客に対する 

売上高 
 13,500,876  4,239,513  910,003  81,864  162,841  18,895,100  －  18,895,100

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 81,809  39,981  －  －  423,772  545,563  △545,563  －

計  13,582,685  4,279,495  910,003  81,864  586,614  19,440,663  △545,563  18,895,100

営業利益 

又は営業損失(△) 
 285,912  △98,620  △15,399  △65,874  △29,113  76,904  △7,894  69,009
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、記載を省略しております。

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

   

b. 所在地別セグメント情報

c. 海外売上高

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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 事業の状況 

 生産、受注及び販売の状況 

(1) 提供能力 

当第１四半期連結会計期間における人材関連事業の派遣労働者の登録者数は、次のとおりであります。 

（注）１．減少数につきましては、当第１四半期連結会計期間において、稼働見込みのない登録派遣スタッフの登録を抹

消したものであります。   

２．登録者につきましては、前連結会計年度までは仮登録者を計算対象としておりましたが、当第１四半期連結会

計期間より本登録者のみを計算対象とすることに変更しております。 

 前第１四半期連結会計期間における人材関連事業の派遣労働者の登録者数は、次のとおりであります。  

  

  

教育事業における受講生を収容できる教室数及び収容座席数は、次のとおりであります。 

(2) 受注状況 

 該当事項はありません。 

６．その他の情報

平成21年３月31日現在（人） 増加数（人） 減少数（人） 平成21年６月30日現在（人）

 252,570  10,937  298  263,209

平成20年３月31日現在（人） 増加数（人） 減少数（人） 平成20年６月30日現在（人）

 261,435  14,829  10,020  266,244

  
平成20年６月30日現在  平成21年6月30日現在 

教室数（室） 収容座席数（席） 教室数（室） 前年同四半期比（％） 収容座席数（席） 前年同四半期比（％）

北海道・東北地区  52  1,103  22  42.3  348  31.6

関東地区  219  4,453  179  81.7  3,592  80.7

中部地区  52  998  34  65.4  497  49.8

近畿地区  167  3,550  124  74.3  2,463  69.4

中国・四国地区  34  495  29  85.3  438  88.5

九州・沖縄地区  70  1,102  67  95.7  959  87.0

海外（米国・中国）  10  177  15  150.0  376  212.4

合計  604  11,878  470  77.8  8,673  73.0
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(3)販売実績 

 当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 なお、当第１四半期連結会計期間より、従来「その他の事業」に含めていた「フランチャイズ事業」を独立して

表示しており、以下のセグメント別の業績につきましては、前期の業績を変更後のセグメント区分に組み替えて比

較しております。   

（注）記載している金額につきましては、消費税等は含んでおりません。 

 人材関連事業における派遣スタッフ及び期間スタッフの月平均稼働人数は、次のとおりであります。 

 教育事業における受講生の月平均人数は、次のとおりであります。 

  

事業の種類別セグメントの名称 

前第１四半期連結会計期間

（自 平成20年４月１日   
  至 平成20年６月30日）   

当第１四半期連結会計期間

（自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日） 

前年同四半期比（%）
  

販売高（千円） 構成比（％） 販売高（千円） 構成比（％） 

人材関連事業                   

人材派遣事業  13,086,981  69.3  10,134,528  65.6  77.4

人材紹介事業  410,641  2.2  141,278 0.9  34.4

その他附帯事業  3,253  0.0  52,045 0.3  1,599.7

小計  13,500,876  71.5  10,327,851  66.8  76.5

教育事業                      

社会人教育事業  2,030,554  10.7  1,826,075  11.8  89.9

全日制教育事業  2,208,959  11.7  2,064,854  13.4  93.5

小計  4,239,513  22.4  3,890,929  25.2  91.8

介護事業  910,003  4.8  1,032,204  6.7  113.4

フランチャイズ事業  81,864  0.4  46,545  0.3  56.9

その他の事業  162,841  0.9  152,371  1.0  93.6

合計  18,895,100  100.0  15,449,902  100.0  81.8

  
前第１四半期連結会計期間

（自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日）

 当第１四半期連結会計期間

（自 平成21年４月１日  
  至 平成21年６月30日） 

前年同四半期比（%） 

月平均稼動スタッフ数  17,051人 14,097人 82.7 

  
前第１四半期連結会計期間

（自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日）

 当第１四半期連結会計期間

（自 平成21年４月１日  
  至 平成21年６月30日） 

前年同四半期比（%） 

月平均受講生数 19,233人 16,126人 83.8 
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