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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12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 ％

22年3月期第3四半期 45,352 △18.7 1,883 ― 1,883 ― 1,611 ―

21年3月期第3四半期 55,768 ― 57 ― 18 ― △1,018 ―

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3四半期 14,811.98 14,803.27
21年3月期第3四半期 △9,360.01 ―

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3四半期 22,553 4,554 20.2 41,838.75
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3四半期  4,551百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
連結業績予想につきましては、平成21年11月13日付けの「平成22年３月期 第２四半期決算短信」にて発表いたしました平成22年３月期の連結業績予想の
数値を修正しております。 

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 59,303 △18.4 1,847 701.4 1,836 928.1 1,238 ― 11,385.30
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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 

 業績予想につきましては、平成21年11月13日付けの「平成22年３月期 第２四半期決算短信」にて発表いたしました平成22年３月期の連結業績予想（通
期）の数値を修正しております。詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」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3四半期 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3四半期  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3四半期 108,783株 21年3月期第3四半期 108,803株
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当第３四半期連結累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

情勢は悪化傾向が続いており、先行き不透明な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が続いており、

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、引

き続きマーケットは拡大しております。 

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構造転換に取り組みまし

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３四半期連結累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18.7％減の45,352百万円となりました。利益面では、主に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1,883百万円（前四半期連結累計期間は18百万円の経常利益）、四半期純利益は1,611百万円（前四

半期連結累計期間は1,018百万円の四半期純損失）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、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。人材派遣の売上としては、単発案件は増加いたしましたが、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、松山支社（愛媛県）を高松支社（香川県）に統合し、東京都新宿区において事業所の集

約移転を図りました。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期比25.4％減の30,385百万円となりました。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、営業利益は前年同期比34.4％減の549百万円となり

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）、金沢校（石川県）、本厚木校（神奈川県）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、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。 

一方、ターゲットの拡大を見据え通信制高校を開校しており、通信制高校のサポート校との連携を図りまし

た。また、日本語研修等の受託事業が増加いたしました。 

この結果、教育事業の売上高は前年同期比1.7％減の11,132百万円となりましたが、全般的な経費削減により営

業利益は885百万円（前四半期連結累計期間は720百万円の営業損失）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。 

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）、平塚・新横浜（神奈川県）を

新規開設いたしました。また、ちくさ訪問介護ステーションとの統合により千種の湯（愛知県）を、大濠公園との

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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統合によりふくはま（福岡県）を、それぞれ併設型事業所として新規開設いたしました。 

この結果、売上高は前年同期比10.6％増の3,239百万円、営業利益は前年同期比151.5％増の304百万円となりま

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。 

国内においては、経営効率の向上を図るため、十三教室（大阪府）を除く関東地区・中部地区の直営店を閉鎖い

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期比35.6％減の151百万円、営業損失は111百万円（前四半期連

結累計期間は230百万円の営業損失）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、既存店舗の売上は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）、フレンテ南大沢店（東京都）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、前年同期比16.9％減の444百万円、営業利益は155百万円（前四半期連結累

計期間は13百万円の営業損失）となりました。 

 当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、22,553百万円となり、前連結会計年度末の25,451百万円から2,898百

万円減少いたしました。 

 流動資産につきましては、16,680百万円となり、前連結会計年度末の19,128百万円から2,447百万円減少いたしま

した。これは主に、売掛金が990百万円、未収入金が781百万円、現金及び預金が616百万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、5,872百万円となり、前連結会計年度末の6,323百万円から451百万円減少い

たしました。これは主に、不採算事業所の縮小移転、撤退等により差入保証金が204百万円減少したことによるもの

です。 

次に、負債合計は、17,998百万円となり、前連結会計年度末の22,525百万円から4,526百万円減少いたしました。 

流動負債につきましては、14,182百万円となり、前連結会計年度末の18,861百万円から4,678百万円減少いたしま

した。これは主に、前受金が2,445百万円、短期借入金が1,500百万円、未払金が222百万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、3,816百万円となり、前会計年度末の3,664百万円から152百万円増加いたし

ました。これは主に、長期借入金が107百万円増加したことによるものです。 

純資産につきましては、4,554百万円となり、前連結会計年度末の2,926百万円から1,627百万円増加いたしまし

た。これは主に、利益剰余金が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３四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、616百万円減少し、9,935百万円となりました。 

当第３四半期連結累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３四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、435百万円となりました（前年同四半期は3,340

百万円の減少）。これは主に、前受金の減少額が2,445百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が1,737百万

円、売上債権の減少額が991百万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３四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は、109百万円となりました（前年同四半期は899百

万円の減少)。これは主に、介護事業所の新規開設、校舎・事務所の移転等への設備投資が395百万円あったものの、

差入保証金の回収が493百万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３四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、1,161百万円となりました（前年同四半期は

1,803百万円の増加）。これは主に、長期借入金により1,400百万円を調達したものの、短期借入金の純減額が1,500

百万円、長期借入金の約定による返済が1,061百万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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   平成22年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成21年11月13日に公表しました通期予想を修正いたしま

した。なお、詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。   

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 

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 

棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間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３四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３四半期連結累計期間では区分掲記することとしまし

た。なお、前第３四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13,055千円であ

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 10,035,483 10,651,629

売掛金 5,585,345 6,575,678

商品 240,868 246,263

貯蔵品 13,198 21,592

その他 809,965 1,639,549

貸倒引当金 △3,892 △6,138

流動資産合計 16,680,968 19,128,575

固定資産   

有形固定資産 2,692,088 2,823,022

無形固定資産 302,545 387,009

投資その他の資産   

差入保証金 1,825,931 2,029,982

その他 1,109,746 1,152,184

貸倒引当金 △58,140 △68,962

投資その他の資産合計 2,877,537 3,113,204

固定資産合計 5,872,171 6,323,235

資産合計 22,553,139 25,451,811

負債の部   

流動負債   

買掛金 168,479 126,869

短期借入金 200,000 1,700,000

1年内返済予定の長期借入金 1,524,760 1,294,160

前受金 6,211,375 8,656,922

未払金 4,619,982 4,842,541

未払法人税等 63,954 5,031

賞与引当金 139,435 321,858

店舗閉鎖損失引当金 40,858 235,043

その他 1,213,446 1,678,667

流動負債合計 14,182,293 18,861,094

固定負債   

長期借入金 3,426,210 3,318,380

役員退職慰労引当金 277,788 271,703

その他 112,616 74,184

固定負債合計 3,816,615 3,664,267

負債合計 17,998,908 22,525,362
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 2,503,416 892,124

自己株式 △66,291 △66,291

株主資本合計 4,546,924 2,935,632

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,032 △14,733

為替換算調整勘定 7,452 2,444

評価・換算差額等合計 4,420 △12,288

少数株主持分 2,886 3,105

純資産合計 4,554,231 2,926,449

負債純資産合計 22,553,139 25,451,811
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 55,768,699 45,352,780

売上原価 42,674,789 33,364,169

売上総利益 13,093,910 11,988,611

販売費及び一般管理費 13,036,786 10,105,113

営業利益 57,123 1,883,497

営業外収益   

受取利息 6,812 2,664

受取配当金 72 －

金銭の信託運用益 17,128 12,141

その他 70,961 103,572

営業外収益合計 94,974 118,377

営業外費用   

支払利息 53,834 58,718

為替差損 27,523 11,076

消費税差額 － 35,958

その他 52,308 12,582

営業外費用合計 133,666 118,335

経常利益 18,430 1,883,540

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 681

投資有価証券売却益 1,824 15,807

移転補償金 16,300 －

特別利益合計 18,124 16,489

特別損失   

固定資産除却損 108,863 8,118

投資有価証券評価損 － 22,067

減損損失 67,540 101,648

店舗閉鎖損失引当金繰入額 338,367 30,566

賃貸借契約解約損 25,089 －

特別損失合計 539,861 162,401

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（△）

△503,305 1,737,627

法人税等 519,828 126,550

少数株主損失（△） △4,736 △214

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,018,397 1,611,291
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 18,361,671 14,867,386

売上原価 14,191,082 11,097,700

売上総利益 4,170,588 3,769,685

販売費及び一般管理費 3,992,002 3,074,564

営業利益 178,585 695,121

営業外収益   

受取利息 742 666

金銭の信託運用益 2,577 4,965

為替差益 － 3,040

その他 18,713 40,802

営業外収益合計 22,034 49,475

営業外費用   

支払利息 22,187 18,896

投資有価証券評価損 4,911 1,474

為替差損 22,153 －

消費税差額 － 12,425

その他 13,529 1,571

営業外費用合計 62,783 34,368

経常利益 137,836 710,228

特別利益   

投資有価証券売却益 － 15,807

移転補償金 16,300 －

特別利益合計 16,300 15,807

特別損失   

固定資産除却損 67,912 929

投資有価証券評価損 － 5,350

減損損失 6,226 70,350

店舗閉鎖損失引当金繰入額 26,570 37,466

賃貸借契約解約損 3,333 －

特別損失合計 104,043 114,097

税金等調整前四半期純利益 50,093 611,939

法人税等 258,101 26,097

少数株主損失（△） △1,559 △53

四半期純利益又は四半期純損失（△） △206,448 585,895
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△503,305 1,737,627

減価償却費 349,333 342,718

減損損失 67,540 101,648

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,241 △13,130

賞与引当金の増減額（△は減少） △313,544 △182,422

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 174,288 △194,184

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,131 6,085

受取利息及び受取配当金 △6,884 △2,664

支払利息 53,834 58,718

固定資産除却損 29,239 2,770

投資有価証券売却損益（△は益） △1,824 △15,807

売上債権の増減額（△は増加） 658,128 991,624

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,677 15,185

仕入債務の増減額（△は減少） △122,227 40,610

前受金の増減額（△は減少） △2,675,416 △2,445,512

未払金の増減額（△は減少） 349,020 △174,384

その他 △221,506 △358,196

小計 △2,126,276 △89,313

利息及び配当金の受取額 6,875 2,320

利息の支払額 △50,903 △57,454

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,169,846 579,834

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,340,150 435,386

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 △633,758 △256,021

無形固定資産の取得による支出 △61,046 △20,730

投資有価証券の取得による支出 △169,100 －

投資有価証券の売却による収入 1,824 45,807

差入保証金の差入による支出 △377,518 △139,662

差入保証金の回収による収入 349,469 493,784

貸付けによる支出 △10,000 △13,739

貸付金の回収による収入 834 －

その他 3 190

投資活動によるキャッシュ・フロー △899,291 109,629

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） 100,000 △1,500,000

長期借入れによる収入 3,100,000 1,400,000

長期借入金の返済による支出 △1,116,270 △1,061,570

自己株式の取得による支出 △7,520 －

配当金の支払額 △272,572 －

その他 △600 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,803,036 △1,161,570

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,304 407

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,438,709 △616,145

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 8,215,684 9,935,483
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日) 

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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 
 13,627,897  3,439,482  1,024,042  270,248  18,361,671  ―  18,361,671

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 87,427  28,363  ―  399,016  514,807  △514,807  ―

計  13,715,325  3,467,846  1,024,042  669,265  18,876,478  △514,807  18,361,671

営業利益 

又は営業損失(△) 
 332,228  △191,605  76,480  △73,063  144,039  34,545  178,585

  
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 
 9,916,497  3,604,736  1,128,629  57,315  160,206  14,867,386  ―  14,867,386

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 7,389  4,807  ―  84  280,220  292,502  △292,502  ―

計  9,923,887  3,609,544  1,128,629  57,399  440,427  15,159,888  △292,502  14,867,386

営業利益 

又は営業損失(△) 
 230,443  260,745  128,759  △22,302  54,126  651,771  43,349  695,121

  
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 
 40,741,837  11,326,886  2,930,322  769,653  55,768,699  ―  55,768,699

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 251,159  89,280  ―  1,210,470  1,550,909  △1,550,909  ―

計  40,992,996  11,416,167  2,930,322  1,980,123  57,319,609  △1,550,909  55,768,699

営業利益 

又は営業損失(△) 
 838,588  △720,675  120,865  △244,904  △6,126  63,250  57,123

  
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 
 30,385,313  11,132,232  3,239,602  151,537  444,094  45,352,780  ―  45,352,780

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 20,936  15,597  ―  4,712  866,121  907,367  △907,367  ―

計  30,406,249  11,147,829  3,239,602  156,249  1,310,215  46,260,148  △1,007,175  45,352,780

営業利益 

又は営業損失(△) 
 549,938  885,674  304,032  △111,104  155,148  1,783,689  99,807  1,883,497
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（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 

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３四半期連結累計期間のセグメント情報を、当第３四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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。 

  

  
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 
 40,741,837  11,326,886  2,930,322  235,319  534,333  55,768,699  ―  55,768,699

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 251,159  89,280  ―  8,192  1,217,112  1,565,744  △1,565,744  ―

計  40,992,996  11,416,167  2,930,322  243,512  1,751,446  57,334,444  △1,565,744  55,768,699

営業利益 

又は営業損失(△) 
 838,588  △720,675  120,865  △230,993  △13,910  △6,126  63,250  57,123

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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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３四半期連結累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、第３四半期連結累計期間において、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、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３四半期連結累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12月31日現在（人）

 252,570  35,393  1,746  286,217

平成20年３月31日現在（人） 増加数（人） 減少数（人） 平成20年12月31日現在（人）

 261,435  44,026  68,556  236,905

  
平成20年12月31日現在  平成21年12月31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  33  610  22  66.7  350  57.3

関東地区  208  4,101  164  78.8  3,212  78.3

中部地区  33  476  34  103.0  497  104.4

近畿地区  151  3,363  119  78.8  2,273  67.6

中国・四国地区  29  441  28  96.6  423  95.9

九州・沖縄地区  68  974  67  98.5  959  98.5

海外（米国・中国）  10  177  13  130.0  285  161.0

合計  532  10,142  447  84.0  7,999  78.9
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(3)販売実績 

 当第３四半期連結累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、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３四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日   
  至 平成20年12月31日）   

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年12月31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  39,650,257  71.1  29,848,654  65.9  75.3

人材紹介事業  1,071,522  1.9  356,051  0.8  33.2

その他附帯事業  20,057  0.0  180,606  0.4  900.4

小計  40,741,837  73.0  30,385,313  67.1  74.6

教育事業                    

社会人教育事業  6,004,130  10.8  5,450,786  12.0  90.8

全日制教育事業  5,322,756  9.5  5,681,445  12.5  106.7

小計  11,326,886  20.3  11,132,232  24.5  98.3

介護事業  2,930,322  5.3  3,239,602  7.1  110.6

フランチャイズ事業  235,319  0.4  151,537  0.3  64.4

その他の事業  534,333  1.0  444,094  1.0  83.1

合計  55,768,699  100.0  45,352,780  100.0  81.3

  
前第３四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 
  至 平成20年12月31日）

 当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日  
  至 平成21年12月31日） 

前年同四半期比（%） 

月平均稼動スタッフ数  17,424人 15,233人 87.4 

  
前第３四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 
  至 平成20年12月31日）

 当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日  
  至 平成21年12月31日） 

前年同四半期比（%） 

月平均受講生数 18,779人 15,640人 83.3 
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