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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年3月期 60,358 △31.0 1,888 11.1 1,942 20.7 1,176 91.5
21年3月期 87,485 △6.4 1,699 △50.2 1,609 △52.1 614 △65.0

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 ％ ％ ％

22年3月期 1,819.23 1,815.11 18.8 10.1 3.1
21年3月期 923.52 919.83 9.9 7.6 1.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  44百万円 21年3月期  △42百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 18,210 6,584 36.2 10,234.27
21年3月期 20,408 5,953 29.2 9,135.59

（参考） 自己資本   22年3月期  6,584百万円 21年3月期  5,953百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 420 1,102 △1,956 2,520
21年3月期 2,077 △1,127 47 2,954

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 350.00 ― 250.00 600.00 396 65.0 6.4
22年3月期 ― 250.00 ― 450.00 700.00 451 38.5 7.2
23年3月期 

（予想） ― 300.00 ― 500.00 800.00 32.2

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

27,900 △9.6 1,100 86.8 1,150 80.7 520 47.2 808.28

通期 63,300 4.9 2,980 57.8 3,000 54.4 1,600 36.0 2,487.02
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

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

(注)詳細は、33ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、41ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 682,751株 21年3月期 682,751株
② 期末自己株式数 22年3月期  39,411株 21年3月期  31,117株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

22年3月期 938 △66.9 415 △80.4 414 △80.3 △99 ―
21年3月期 2,834 137.7 2,123 386.0 2,107 401.3 1,988 387.5

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

22年3月期 △154.19 ―
21年3月期 2,988.32 2,976.38

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 8,411 7,085 84.2 11,013.04
21年3月期 8,571 7,610 88.8 11,678.93

（参考） 自己資本 22年3月期  7,085百万円 21年3月期  7,610百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的に判断する一定の前提に基づいており、実際の
業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、４
ページ「１.経営成績(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳 
 

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

基準日 第２四半期末

１株当たり配当金 350円00銭

配当金総額 233百万円

 （注）純資産減少割合  0.028 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

全般的概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、中国を中心としたアジア経済の回復により一部で輸出や生

産が回復し、ようやく足下の消費動向にも改善の兆しが見られる等、国内景気は緩やかに持ち直して

きております。 一方、雇用情勢につきましては、平成22年３月の完全失業率は季節調整値で5.0％と

昨年のピークである5.6％から低下したものの依然として高いレベルにあり、また、完全失業者数も

350万人と17ヶ月連続で増加を続けており、厳しい状況が続いております。 

当人材サービス業界におきましては、上述のとおり景気は 悪期を脱したものの、引き続き企業の

人材需要は低調となっております。 このような環境のもと、当社グループにおいては、一部顧客に

おいて需要回復も見られましたが、景気低迷による需要減少の影響を受け、全般的な人材需要の本格

回復には至っておらず、売上高は前年同期比減収となりました。利益面につきましては、昨年初から

実施してまいりましたコスト構造改善の結果、売上高規模減少にもかかわらず収益力が大幅に向上し

たため、本年度において前回予想を上回る利益を計上することができました。 

以上の結果、当連結会計期間の連結売上高は60,358百万円、利益面につきましては、営業利益1,888

百万円、経常利益1,942百万円、当期純利益1,176百万円となりました。 

 

今後につきましては、景気の回復基調が続くことが予想されますが、雇用の需要回復は緩慢である

ことから、販売管理費の抑制と企業体質の強化を図り、利益を確保できるように努めてまいります。 

また、スタッフ満足を継続し、顧客満足に繋がるコンプライアンスを踏まえた派遣・請負に注力する

とともに、間接業務のアウトソーシング、人材紹介といったニーズに対しても「総合人材サービス」

という幅広いビジネスラインアップで堅実経営を基本に取り組んでまいります。 
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業務の種類別売上高の概況 

（オフィス業務） 

オフィス業務につきましては、当第３四半期から当第４四半期にかけて、一般・ＯＡ関係を中心

に足下の派遣需要がようやく下げ止まりの兆しが見られ、特に専門職関係においては比較的手堅く

推移し、売上高は29,781百万円（前年同期比25.8％減）となりました。 

（ファクトリー業務） 

ファクトリー業務につきましては、前年度第３四半期以降の急激な生産・在庫調整の動きは当第

1四半期に底打ちを見せ、一部顧客からの受注増加などにより徐々に回復傾向にあります。しかし

ながら全体的に顧客の需要は依然として弱く本格的な回復には至らず、売上高は18,190百万円（前

年同期比43.5％減）となりました。 

（エンジニア業務） 

エンジニア業務につきましては、当第１四半期から当第２四半期にかけて底打ちが見られ、徐々

に回復しておりますが、売上高は4,385百万円（前年同期比33.5％減）となりました。 

（スポット業務） 

スポット業務につきましては、国内景気低迷の影響を受けている製造・物流業種からの需要は依

然として厳しいもののサービス系からの需要の取り込みもあり、当第1四半期で底打ちを見せ、

徐々に回復しておりますが、売上高は4,756百万円（前年同期比25.8％減）となりました。 

（教育業務） 

平成21年４月30日にパソコンスクールの株式会社マルチメディアスクール・ウェーヴが当社の連結

子会社となったため、そのスクール事業関連の５月からの売上高である1,348百万円を新規の業務

分野となる教育業務の売上高といたしました。また、９月より独立行政法人雇用能力開発機構から

の受託により失業率改善のための求職者向けパソコン教育を開始しました。 

（人材紹介業務） 

国内景気低迷の影響により、オフィス系人材紹介および株式会社エム・アール・アイ・ジャパン

によるサーチ型人材紹介の環境は厳しい状況が続いており、売上高は471百万円（前年同期比

43.9％減）となりました。 

（その他の業務） 

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

るＥＭＳ事業の受注が堅調に推移したため、売上高は1,426百万円（前年同期比6.9％増）となりま

した。 
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（業績の種類別売上高） 

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 業務の種類 

金額(百万円) 金額(百万円) 

オフィス業務 40,135（△ 5.1) 29,781（△25.8)

（一般・ＯＡ関係） 26,450（△ 2.4) 19,451（△26.5)

（営業・販売関係） 8,659（△ 4.9) 6,402（△26.1)

（専門職関係） 2,663（△14.9) 2,366（△11.1)

（その他） 2,362（△20.8) 1,560（△33.9)

ファクトリー業務 32,171（△ 7.7) 18,190（△43.5)

（電気・通信関連） 8,418（△12.1) 5,019（△40.4)

（半導体・精密関連） 5,649（△18.9) 1,344（△76.2)

（素材加工関連） 5,674（△ 2.8) 2,872（△49.4)

（運輸・倉庫関連） 2,865（＋ 4.7) 2,120（△26.0)

（輸送用機器関連） 1,754（△37.1) 101（△94.2)

（食品関連） 1,471（＋15.1) 998（△32.1)

（その他） 6,337（＋11.6) 5,733（ △9.5)

エンジニア業務 6,599（△15.9) 4,385（△33.5)

スポット業務 6,406（△ 2.2) 4,756（△25.8)

教育業務 －（  －) 1,348（  －)

人材紹介業務 839（＋ 3.2) 471（△43.9)

その他の業務 1,334（＋18.5) 1,426（ ＋6.9)

合計 87,485（△ 6.4) 60,358（△31.0)

（注)１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
２ かっこ書きは、対前期増減率（％）であります。 
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次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、足下の景気回復に伴い、人材需要は徐々に回復すると見込まれま

すが、今後の景気見通しに対しまだ慎重な姿勢の企業も多く、本格的な人材需要の回復に至るまで

にはかなり時間を要すると見ております。 

このような状況の中、フジスタッフにおいては、新規営業の強化に努めるとともに、ＢＰＯやコ

ールセンター業務など高付加価値案件の拡充やコンプライアンス体制の強化に引き続き取り組んで

まいります。また、アイラインにおいては、受注が回復基調にある製造業の顧客に対するシェア拡

大を図ってまいります。加えて引き続き請負化の推進を図るとともに、自社工場テクノセンターに

おけるＥＭＳ事業のさらなる拡大、ならびに外食の委託事業や警備事業等の新ビジネスの育成にも

取り組んでまいります。 

当社グループ全体として、売上高は下半期にかけ緩やかに回復するとして事業計画を組んでおり

ますが、市場動向に迅速に対応できるよう努めるとともに、継続したコストコントロールと企業体

質の強化を図り、堅実経営を基本に取り組んでまいります。 

以上により、通期の連結業績予想としましては、売上高63,300百万円、営業利益2,980百万円、経

常利益3,000百万円、当期純利益1,600百万円となる見通しです。 

 

 

(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（イ）資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて12.6％減少し、11,129百万円となりました。これは主に、

未収消費税等が564百万円増加したものの、現金及び預金が620百万円、受取手形及び売掛金が1,330

百万円それぞれ減少したためであります。（なお、現金及び預金の詳しい内容につきましては、26

ページの連結キャッシュ・フロー計算書をご参照ください。） 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて7.8％減少し、7,080百万円となりました。これは主に、

建物及び構築物が80百万円、投資有価証券が259百万円、繰延税金資産が73百万円それぞれ減少した

ためであります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて10.8％減少し、18,210百万円となりました。 

（ロ）負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて18.3％減少し、8,601百万円となりました。これは主に、

１年以内返済予定の長期借入金が233百万円、未払費用が1,077百万円、未払消費税等が439百万円、

それぞれ減少したためであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて23.1％減少し、3,024百万円となりました。これは主に、

長期借入金が836百万円減少したためであります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて19.6％減少し、11,625百万円となりました。 

（ハ）純資産 

純資産は、前連結会計年度末に比べて10.6％増加し、6,584百万円となりました。これは主に、利

益剰余金が763百万円増加したためであります。 
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②キャッシュ・フローの状況 

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

末に比べ433百万円減少し、2,520百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は420百万円となりました。これは、未払費用の減少額910百万円、

法人税等の支払額754百万円、未収消費税等の増加額564百万円等の資金の減少要因がありましたが、

売上債権の減少額1,078百万円、税金等調整前当期純利益2,082百万円の計上、減価償却費377百万円

等の資金の増加要因があったためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は1,102百万円となりました。これは、連結の範囲の変更を伴う子会

社株式の売却による収入919百万円、敷金及び保証金の増減による収入319百万円等の資金の増加要

因がありましたが、有形固定資産の取得による支出153百万円、無形固定資産の取得による支出83百

万円等の資金の減少要因があったためであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は1,956百万円となりました。これは、短期借入金の減少額324百万

円、長期借入金の増減による支出1,202百万円、配当金の支払額324百万円等の資金の減少要因があ

ったためであります。 
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（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 平成22年３月期

自己資本比率（％） 29.3 29.2 36.2

時価ベースの自己資本比率

（％） 
61.0 35.1 43.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 304.3 325.4 1,289.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 16.6 19.0 4.4

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

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

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

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

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

 

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

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

に必要な内部留保を確保しつつ、業績連動型の配当を実施いたします。 

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

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

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

に活用してまいりたいと考えております。 

この基本方針に従い、当期の期末配当金は１株当たり450円を予定しており、昨年実施済みである

250円の中間配当金と合わせた年間配当金は700円となる見込みです。 

なお、次期の配当につきましては、中間配当金300円、期末配当金500円、合わせて年間配当金800

円を予定しております。 
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(4) 事業等のリスク 

グループ各社の諸要因に基づく業績の急激な変動が、当社の業績に影響を与える可能性がありま

す。 

 

①法的規制について 

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

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

取り組んでおりますが、これらの関係法令は、社会環境の変化などに応じて今後も適宜改正されて

いくものと思われます。法的規制が強化・拡大された場合には、当社の事業に制限が加わる可能性

があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

②人材派遣について 

ⅰ事業の許認可について 

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

遣する一般労働者派遣事業（派遣を希望する労働者に事前に登録していただき、登録されている労

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

「労働者派遣法」では、一般労働者派遣事業の適正な運営を確保するために、人材派遣事業を行う

者（法人である場合には、その役員を含む）が派遣元事業主としての欠格事由（労働者派遣法第6

条）及び当該許可の取消事由（同第14条）に該当した場合には、期間を定めて当該事業の全部もし

くは一部の停止、または事業許可の取り消しを命じることができる旨を定めております。 

現時点において、当社グループにおいては、上記に抵触する事実はないものと認識しております

が、今後何らかの理由により当社グループ各社並びにその役職員が上記に抵触した場合、当社グル

ープの主要な事業活動全体に支障をきたすことが予想され、当社グループの財政状態及び経営成績

に重大な影響を与える可能性があります。 

ⅱ業務請負と人材派遣の区分について 

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

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

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

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

こうした場合、業務体制の変更等が必要になり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

 ⅲ派遣期間の制限について 

「労働者派遣法」の規定により、現在、政令26業務については派遣期間に制限はないものの、政

令26業務以外の業務（いわゆる自由化業務）については、派遣受入れ期間の制限があり（原則1年、

長3年）、派遣元及び派遣労働者を変えたとしても同一の場所、同一の業務に３年以上継続して派

遣労働者を受け入れることはできません。 

当社グループにおきましては、政令26業務と自由化業務の区分を厳格に行っておりますが、監督

官庁との解釈の相違により指導等を受ける可能性があります。その指導等を受け、派遣先による直

接契約の増加や派遣契約の終了が急激に増加した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性
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があります。 

③請負業務について 

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

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

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

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

ループにあることから、その損害を補償する責任を当社グループが負っております。従って、当社

グループの受託した業務の遂行に関連して、上記のような費用負担が発生した場合には、当社グル

ープの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④スタッフの確保について 

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

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

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

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

⑤社会保険加入について 

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

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

社会保険適用該当者全員が加入しております。また、平成16年の年金制度改革により、厚生年金保

険の 終保険料は18.3％と定められ、平成16年10月から平成29年９月まで毎年0.354％ずつ段階的に

引き上げられます。これにより、標準月額報酬に対する厚生年金保険料の会社負担率は、平成29年

まで毎年0.177％ずつ増加していくことが予定されており、今後の収益を圧迫する要因のひとつとな

ることが予想されます。 

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

除外されております。このため、短期雇用（２ヶ月以内）のスタッフにつきましては、社会保険適

用除外者として費用負担しておりませんが、当該制度の改正が実施された場合、社会保険料負担が

増加する可能性があります。 

このような社会保険制度の改正による保険料率や被保険者の適用範囲等に変更が生じた場合、当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥個人情報の取扱について 

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

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

式会社フジスタッフにおいては平成16年10月に、株式会社アイラインにおいては平成17年７月に

（財）日本情報処理開発協会の認定によりプライバシーマークを取得し、またそれぞれのグループ

会社すべてに対して個人情報の受入から保管・利用・廃棄に至る各プロセスにつき取扱基準を明確

に定めるとともに、システムに対するアクセス権限の厳格化、内部監査の充実化など、万全の情報

セキュリティ体制を確立しております。 

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

する危険性は極めて低いと考えておりますが、万一、何らかの原因により個人情報が外部に漏洩す
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るような事態が発生した場合には、当社に対する社会的信用の低下による売上高の減少、または損

害賠償による費用の発生等が起こることも考えられ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

⑦財務要因について 

ⅰ資産保有リスクについて 

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

の変動等により、当社グループの業績及び財政状態に影響が出る可能性があります。 

ⅱ税効果会計の適用について 

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

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

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

績が計画を大きく下回り繰延税金資産の一部が回収できなくなった場合、当社グループの業績に影

響を及ぼす可能性があります。 

⑧新規事業展開について 

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

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

の資金需要が発生する可能性があるほか、労働市場の変化や競合状況により必ずしも企業買収によ

る収益見通しが、当初の計画通りに推移する保証はなく、想定通りの収益が確保できない場合、当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑨市場環境の変化について 

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

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

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

場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 

 

フジスタッフホールディングス株式会社（2147）　平成22年３月期　決算短信

12



 

 

２．企業集団の状況 

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

および株式会社マルチメディアスクール・ウェーヴならびに各々の連結子会社である株式会社エ

ム・アール・アイ・ジャパン、ＥＡＰ総研株式会社、株式会社カラーズビジョン、株式会社フジネ

クスト、株式会社アイパレスおよび株式会社インターエージェントにより構成されており、総合人

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

教育等の各種人材関連サービス業務を営んでおります。 

 

    <当企業集団の系統図> 
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３. 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

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

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

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

●スタッフ満足 

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

とれた就業環境を提供することにより、スタッフの長期安定就業をめざします。 

●顧客満足 

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

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

ーとなることをめざします。 

●コンプライアンスの徹底 

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

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

になってきております。当社グループは、労働者派遣法の遵守はもとより、個人情報保護の徹底や、

コンプライアンスが問われる製造派遣、請負においても、テクノセンター（自社工場）で蓄積した

モノづくりのノウハウを通じて、適正な事業展開を行ってまいります。 

 

(2) 目標とする経営指標 

グループ全体の収益性を重視し、利益体質の強化を図ることにより内部留保を高めてまいります。

目標とする具体的な経営指標は、売上高に対する経常利益率５％であります。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

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

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

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

と非正規社員に関わる法整備が進められることにより、人材活用の多様化が一段と進むことが予想

されます。一方で、コンプライアンス強化を契機とした業界再編の動きも活発化してきており、業

界内での企業淘汰が進みつつあります。 

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

として掲げ、「既存事業の強化」と「収益チャンスの拡大」という基本戦略のもと、それぞれの事

業会社がその得意分野における競争力の強化を図るとともに、総合人材サービス会社としての総合

力を高める量的・質的拡大を目指した業務提携、Ｍ＆Ａも視野に入れ、グループ全体で効率的、か

つ収益力のある強固な事業基盤を築いてまいります。 

●既存事業の強化 

収益基盤であるオフィス系、ファクトリー系の人材派遣・請負を着実に強化いたします。 
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①スタッフ満足の追及 

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

援に注力 

・育児中の女性や日雇派遣スタッフへのキャリアカウンセリングを含む各種支援による雇用創出

や長期雇用化を積極的に推進 

②コンプライアンスの徹底 

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

に対応し、コンプライアンスを徹底 

③間接コストの削減 

・利益確保を図るため、間接コストの削減を実施し、経費コントロール力を強化 

●収益チャンスの強化 

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

基盤を強化いたします。 

①専門性の高い業種・業界への展開 

・フジスタッフのBPO（Business Process Outsourcing）事業、医療業界におけるSAP（Service 

Assistance Professional）事業、アイラインの外食事業、流通事業、ドライバー事業等、専門性が

求められる業種・業界へ展開し、新たな収益基盤を育成 

②請負化による顧客企業との関係強化 

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

トダウン等が求められる業務を請負化し、顧客とより密接な関係を構築 

③業務提携、Ｍ＆Ａの推進 

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

要な質的・量的拡大を目指した業務提携、Ｍ＆Ａを推進 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

フジスタッフホールディングス株式会社 

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

示時期の早期化に注力してまいります。 

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

ける課題に対する施策は以下のとおりです。 

 

株式会社フジスタッフ 

① 派遣法規制強化への対応と新規事業開発 

人材派遣事業の規制強化は避けられない見通しですが、高度なスキルを要求される専門業務への

人材派遣は今後も変わらず大きなビジネスマーケットです。バイリンガルセクレタリーや医療福祉

分野の専門資格、コールセンターでのＳＶ業務に要求される専門の商品知識や高度かつ広範な業界

知識など極めて専門性の高いスキルや知識・資格を身につけたスタッフの需要はさらに高まること

が予想されます。従来取り組んできた専門スキルスタッフの育成体制を充実させ、人材紹介事業の

強化と合わせ専門業務への派遣を積極的に推進します。 
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中期的には規制強化される見通しである、一般事務や営業・販売といった「自由化業務」につい

ては、カスタマーセンター受託運営やコールセンター事業で培ったノウハウを活かした一括業務受

託等により顧客企業のアウトソーシング需要に積極的に対応します。 

 

ⅰ．カスタマーセンターの構築・運営 

各種アウトソーシング事業運営と新規業務分野の開発を行なう事業開発本部を中心に、アウトソ

ーシング事業への取り組みを強化しています。特にカスタマーサービス部門の業務委託事業を運営

するＢＰＯ事業部では、平成21年４月に新規配属し育成した30名の正社員ＳＶを中心に、新たなカ

スタマーセンターの業務構築から安定運営までを請け負う案件に取り組む等実績を積み重ねていま

す。大型カスタマーセンター運営で長年培った業務プロセス構築と効率運営のノウハウを活かし、

顧客企業のニーズに沿った事務処理センターの設立コンサルティングや業務構築・運営を請け負い

ます。 

ⅱ．マーケティング部門のトータルアウトソーシング 

企業業績の回復に伴い、開発・製造部門はもちろん営業・販売部門での営業効率の改善や効率的

な店舗運営などのマーケティング機能強化ニーズは確実に高まっています。本社の企画・推進セク

ションから地方の営業所・販売ショップに至るまで、機動力と全国ネットワークを活かし、効果的

なマーケティングのためのトータルサービスを提供します。 

特に、自社コールセンターである土浦コンタクトセンターでは、営業部門の 大の課題である

「新規顧客開拓」と「既存顧客との取引強化」に、小回りのきくコールセンターサービスを提供し

ていますが、見込み先発掘の「アポイント獲得コール」を中心として、高い実績を上げ、多くの顧

客企業より評価を頂いています。 

また、情報通信系サービスを中心とした営業セクションの一括アウトソーシングサービスでの実

績を活かし、幅広い業界の営業活動のサポートサービスを提供するとともに、地方での販売ショッ

プ新規開設時の販売スタッフの紹介や派遣、さらにはショップ運営全般の一括請負サービスも提供

します。 

ⅲ．医療・介護支援サービス  

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

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

い水準の人材需要が見込めます。 

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

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

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

 

②派遣スタッフの確保 

景気低迷の底打ちから、今後緩やかに景気回復に向かっていく局面では顧客企業のニーズにお応

えできる人材を安定的に確保することは重要な経営課題です。そのためには派遣スタッフの多様な

ニーズに対応して、幅広い業種の多種多様なお仕事の中から、希望条件にあったお仕事情報を提供

することが必要となります。営業力を強化し魅力あるお仕事案件を安定的に確保することはもちろ
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んですが、平成23年３月期は自社コーポレートサイトを全面リニューアルすることで、自社サイト

を通じて新規の顧客企業が気軽に問い合わせできるよう機能改善し案件獲得を拡充してまいります。 

 

③コンプライアンス体制の強化 

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

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

になってきております。当社では顧客企業向けのコンプライアンスセミナーを全国的に開催する他、

顧問契約している社会保険労務士によるコンサルティングを行うなど啓蒙活動を進めております。

また、法務部を中心とした社内での契約チェック体制も整備し、派遣先企業の理解と社内体制の整

備の両面を強化し、コンプライアンスリスクの極小化に努めています。 

 

④労働市場の変化に対する取り組み 

しょうがい者（チャレンジド）社員の雇用は法定雇用率で義務付けられていますが、顧客企業の

意識は高い反面、現状ではまだまだ進んでおりません。一方、今年の法改正で法定雇用率に届かな

い場合、しょうがい者雇用納付金徴収の対象となる企業が常用労働者数301名以上から201名以上へ

と引き下げられ中小企業も含め今まで以上に需要が高まると予想されます。当社としてもこれをチ

ャンスと捉え体制面では主要都市支店に専門営業担当者を配置することと、募集面ではしょうがい

者案件募集専用サイト（チャレンジドラボ）を一部リニューアルし、より対象者に訴求するコンテ

ンツに切替えていくことにより顧客企業としょうがい者を今まで以上に結びつけ、しょうがいを持

つ方々が就業する機会を積極的に提供してまいります。 

 

 

 

株式会社アイライン 

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

は、大幅な減産・業務縮小が相次ぎ、当社の主力である製造派遣・請負は厳しい環境が続きました

が、採用・営業拠点の統廃合や間接部門の合理化、人員削減といった事業再構築により利益体質を

改善させました。また主力の製造業への人材サービスだけでなく、新たな収益源を確保すべくサー

ビス業への人材サービスを強化させ、外食産業における店舗の委託運営や送迎委託サービスを開始

いたしました。 

年度後半には、先進国を中心とした景気回復やエコカー減税・エコポイント、地デジの買換え需

要により、日本国内における製造業は在庫調整が一巡したことで生産が上向きました。それに伴い、

電気機器・精密機器・自動車部品メーカーを中心とした顧客からの受注が回復しており、今後の売

上拡大につながる見込です。 

また、当期の課題としておりました「2009年問題」（特に製造業において派遣期間の終了期限が

2009年に一斉集中し、それ以降の派遣ができなくなる問題）につきましては、各顧客企業において

終了期限までに派遣利用を行っていた業務を請負化へ移行させたことや、生産調整を理由に派遣利

用を一時的に停止したことで、クーリング期間が結果として設けられたことにより、大きな影響は
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ありませんでした。なお、2009年度中に派遣から直接雇用に切り替えた社員の離職時における代替

需要が、2010年以降増加することが予測されます。 

次期につきましては、回復基調にある製造業からの受注にロス無く対応すること、そして順調な

成長基調にあるサービス業への人材サービスをさらに強化することで、増収増益を図ります。 

 

①回復基調にある製造業各社におけるマーケットシェア拡大 

昨年度後半から製造業の回復が顕著となっておりますが、特にリーマンショック後に大きく生産

調整を余儀なくされた電気通信や精密機器、輸送用機器関連の業種におけるメーカー顧客からの受

注が大きく改善しており、マーケットシェアの拡大を図ってまいります。 

なお、製造業への派遣禁止を睨み、各メーカー顧客が外注会社の選別を積極的に進めており、請

負事業および自社工場によるEMSのノウハウを構築し、コンプライアンスを徹底している弊社への

受注が拡大しています。実際に、従来取引実績のなかった大手メーカーや、取引シェアの低かった

メーカーからの受注が拡大しています。受注したオーダーを確実に納期内に完納させることで売上

拡大を図り、得意分野である製造業へのサービスを、再成長エンジンとして育成すべく注力してま

いります。 

 

②法規制への対応（請負事業およびEMS事業の強化） 

「製造派遣・登録型派遣・日雇派遣」において大きな規制が強化される可能性が高まっておりま

すが、引き続きコンプライアンスを維持した上で、法改正までの間、派遣業務を継続してまいりま

す。但し、公布から３年後など先ではありますが規制強化に備えた準備を進めてまいります。製造

派遣禁止に対する施策としては、引き続き「請負化・委託化の推進」や自社工場であるテクノセン

ターにおける「EMS（委託生産）」を推進し、安定的な収益の確保およびマーケットシェアの拡大

を図ってまいります。 

登録型派遣や日雇派遣における規制強化の対応策としましては、製造業務と同様に、自主運営に

よる請負・委託化を進める他、禁止の例外となる常用雇用派遣を進めてまいります。 

また、直接雇用契約を望む顧客企業に対しては、採用活動のサポートとして、有料職業紹介と管

理業務の一括受託サービスにより対応いたします。前述した各種施策により、法改正による業界の

構造変化は、弊社にとってはマーケットシェア拡大のチャンスとなると考えております。 

 

③ サービス系アウトソーシングの展開 

弊社では新たな分野の売上拡大を図るため、サービス業に特化した事業部を立ち上げ、その中の

外食事業部にて飲食２店舗の運営委託を開始いたしました。その他、販売店のレジ周辺業務や、レ

ジャー施設・公共施設における送迎、大規模興行施設内での売店業務や警備業務、ファンクラブ会

員勧誘業務の委託対応も始めており、サービス業における事業領域が拡大しております。次期のサ

ービス事業における売上高は、16億円を目指すとともに中長期的には製造業への人材サービスと並

ぶドメインに育成させるべく注力してまいります。 
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(5) その他、会社の経営上重要な事項 

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

より人材サービスのグローバル動向調査プロジェクトを共同で行っております。 

また、関係強化のためランスタッド・ホールディング株式会社の子会社であるランスタッド・オ

ーストラレジア・ビー・ヴィーが当社株式139,699株（持株比率20.46％）を取得し当社の安定株主

となっております。 

＜ランスタッド・ホールディング株式会社の概要＞ 

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

② 代表者   ：ＣＥＯ ベン・ノートブーム 

③ 売上高   ：約1兆4,880億円（2009年度、１ユーロ120円換算） 

④ 純資産   ：約2,991億円（2009年度、１ユーロ120円換算） 

⑤ 従業員数  ：27,640人 

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

          幅広い人材ソリューションサービス 
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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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,141,250 2,520,919

受取手形及び売掛金 8,143,160 6,812,987

貯蔵品 86,370 99,485

未収還付法人税等 307,106 76,379

未収消費税等 － 564,866

前払費用 419,166 583,623

繰延税金資産 497,677 347,723

その他 169,885 155,849

貸倒引当金 △33,937 △32,397

流動資産合計 12,730,681 11,129,437

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,185,146 3,285,225

減価償却累計額 △1,206,564 △1,387,339

建物及び構築物（純額） 1,978,582 1,897,885

機械装置及び運搬具 413,900 399,908

減価償却累計額 △258,253 △279,635

機械装置及び運搬具（純額） 155,647 120,273

土地 1,922,438 1,951,729

建設仮勘定 13,368 1,563

その他 768,053 824,476

減価償却累計額 △614,545 △702,261

その他（純額） 153,507 122,215

有形固定資産合計 4,223,544 4,093,666

無形固定資産   

のれん 327,430 306,487

その他 333,961 273,313

無形固定資産合計 661,391 579,800

投資その他の資産   

投資有価証券 1,007,842 748,436

関係会社株式 164,669 126,661

長期貸付金 249,106 262,319

敷金及び保証金 814,610 799,800

繰延税金資産 467,864 394,606

その他 266,374 219,562

貸倒引当金 △177,588 △144,227

投資その他の資産合計 2,792,878 2,407,159

固定資産合計 7,677,814 7,080,626
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産合計 20,408,496 18,210,064

負債の部   

流動負債   

買掛金 40,217 1,718

短期借入金 460,000 180,000

1年内返済予定の長期借入金 3,069,701 2,835,770

未払費用 4,825,206 3,747,677

未払法人税等 386,262 532,713

未払消費税等 442,531 3,130

賞与引当金 689,077 442,307

ポイント引当金 105,206 63,402

契約解除損失引当金 － 14,000

その他 506,659 781,219

流動負債合計 10,524,861 8,601,939

固定負債   

社債 500,000 500,000

長期借入金 2,735,975 1,899,155

退職給付引当金 599,598 603,311

役員退職慰労引当金 5,550 6,450

その他 89,452 15,093

固定負債合計 3,930,576 3,024,010

負債合計 14,455,438 11,625,950

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,000,000 2,000,000

資本剰余金 500,000 500,000

利益剰余金 4,297,494 5,061,330

自己株式 △740,969 △837,359

株主資本合計 6,056,525 6,723,971

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △103,467 △139,857

評価・換算差額等合計 △103,467 △139,857

純資産合計 5,953,058 6,584,114

負債純資産合計 20,408,496 18,210,064
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 87,485,776 60,358,888

売上原価 71,457,817 48,527,785

売上総利益 16,027,959 11,831,102

販売費及び一般管理費 ※1  14,328,283 ※1  9,942,310

営業利益 1,699,675 1,888,792

営業外収益   

受取利息 8,468 8,350

受取配当金 10,008 8,674

助成金収入 8,697 43,062

受取賃貸料 65,185 46,149

受取補償金 － 67,644

その他 56,839 74,286

営業外収益合計 149,200 248,167

営業外費用   

支払利息 106,544 98,283

持分法による投資損失 42,230 44,910

貸倒引当金繰入額 － 2,677

賃貸費用 25,467 20,802

その他 64,816 27,408

営業外費用合計 239,058 194,082

経常利益 1,609,817 1,942,877

特別利益   

過年度損益修正益 － 6,232

固定資産売却益 ※2  8,028 ※2  2,092

関係会社株式売却益 － 627,272

ポイント引当金戻入額 13,921 27,883

賞与引当金戻入額 － 191,451

事業譲渡益 47,678 －

特別利益合計 69,627 854,931

特別損失   

固定資産売却損 ※3  559 ※3  2,125

固定資産除却損 ※4  85,893 ※4  28,773

関係会社株式売却損 － 653

会員権評価損 － 3,547

投資有価証券評価損 12,893 133,870

特別退職金 － 134,153

契約解除損失 － 102,055

契約解除損失引当金繰入額 － 14,000

賃貸借契約解約損 72,939 131,587

関係会社支援損 15,000 －
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

減損損失 ※5  218,073 ※5  164,365

特別損失合計 405,359 715,132

税金等調整前当期純利益 1,274,085 2,082,676

法人税、住民税及び事業税 725,801 772,945

法人税等調整額 △66,183 133,084

法人税等合計 659,617 906,029

当期純利益 614,467 1,176,646
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,000,000 2,000,000

当期末残高 2,000,000 2,000,000

資本剰余金   

前期末残高 2,526,085 500,000

当期変動額   

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △300,349 －

自己株式の処分 △55,415 △4,567

自己株式の消却 △2,532,585 －

利益剰余金から資本剰余金への振替 862,265 4,567

当期変動額合計 △2,026,085 －

当期末残高 500,000 500,000

利益剰余金   

前期末残高 4,948,648 4,297,494

当期変動額   

剰余金の配当 △403,356 △324,574

当期純利益 614,467 1,176,646

利益剰余金から資本剰余金への振替 △862,265 △4,567

新規連結による減少 － △83,669

当期変動額合計 △651,153 763,835

当期末残高 4,297,494 5,061,330

自己株式   

前期末残高 △3,031,257 △740,969

当期変動額   

自己株式の処分 68,247 6,737

自己株式の消却 2,532,585 －

自己株式の取得 △310,544 △103,127

当期変動額合計 2,290,287 △96,389

当期末残高 △740,969 △837,359

株主資本合計   

前期末残高 6,443,477 6,056,525

当期変動額   

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △300,349 －

剰余金の配当 △403,356 △324,574

当期純利益 614,467 1,176,646

自己株式の処分 12,832 2,169

自己株式の取得 △310,544 △103,127

新規連結による減少 － △83,669

当期変動額合計 △386,951 667,445
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期末残高 6,056,525 6,723,971

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △43,795 △103,467

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59,672 △36,389

当期変動額合計 △59,672 △36,389

当期末残高 △103,467 △139,857

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △43,795 △103,467

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59,672 △36,389

当期変動額合計 △59,672 △36,389

当期末残高 △103,467 △139,857

純資産合計   

前期末残高 6,399,682 5,953,058

当期変動額   

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △300,349 －

剰余金の配当 △403,356 △324,574

当期純利益 614,467 1,176,646

利益剰余金から資本剰余金への振替 － －

自己株式の処分 12,832 2,169

自己株式の消却 － －

自己株式の取得 △310,544 △103,127

新規連結による減少 － △83,669

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59,672 △36,389

当期変動額合計 △446,624 631,056

当期末残高 5,953,058 6,584,114

フジスタッフホールディングス株式会社（2147）　平成22年３月期　決算短信

25



(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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 1,274,085 2,082,676

減価償却費 496,493 377,844

減損損失 218,073 164,365

のれん償却額 83,412 67,701

貸倒引当金の増減額（△は減少） 75,557 △30,082

賞与引当金の増減額（△は減少） △38,549 △211,041

ポイント引当金の増減額（△は減少） △6,749 △41,803

退職給付引当金の増減額（△は減少） 132,804 △15,876

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △21,020 900

契約解除引当金の増減額（△は減少） － 14,000

受取利息及び受取配当金 △18,476 △17,025

支払利息 106,544 98,283

持分法による投資損益（△は益） 42,230 44,910

関係会社株式売却損益（△は益） － △626,619

固定資産売却損益（△は益） △7,468 32

固定資産除却損 85,893 28,773

投資有価証券評価損益（△は益） 12,893 133,870

事業譲渡損益（△は益） △47,678 －

関係会社支援損 15,000 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,856,586 1,078,468

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,250 24,071

仕入債務の増減額（△は減少） △8,573 △22,656

未払費用の増減額（△は減少） △1,539,258 △910,255

未収消費税等の増減額（△は増加） － △564,866

未払消費税等の増減額（△は減少） △525,968 △422,690

未払金の増減額（△は減少） △248,345 7,184

預り金の増減額（△は減少） △60,792 △14,211

特別退職金 － 134,153

その他 71,516 △325,595

小計 2,937,959 1,054,512

利息及び配当金の受取額 19,767 9,968

利息の支払額 △109,480 △94,678

法人税等の還付額 304,639 338,730

法人税等の支払額 △1,075,829 △754,368

特別退職金の支払額 － △134,153

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,077,057 420,012
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △4,907 △302,400

定期預金の払戻による収入 3,202 304,105

有形固定資産の取得による支出 △346,100 △153,073

有形固定資産の売却による収入 121,639 8,840

有形固定資産の除却による支出 △10,944 －

無形固定資産の取得による支出 △113,520 △83,767

無形固定資産の売却による収入 － 2,590

投資有価証券の取得による支出 △312,368 △11,662

投資有価証券の売却による収入 － 10,000

関係会社株式の取得による支出 △210,500 －

関係会社株式の売却による収入 － 24,772

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

※2  △32,205 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ ※5  63,337

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ ※6  △90,328

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ ※7  919,961

敷金及び保証金の差入による支出 △143,860 △158,390

敷金及び保証金の回収による収入 122,598 478,187

短期貸付けによる支出 △281,000 △25,000

短期貸付金の回収による収入 574,040 135,000

長期貸付けによる支出 △241,599 △20,000

長期貸付金の回収による収入 9,203 8,914

事業譲渡による収入 ※3  93,487 －

営業譲受による支出 ※4  △343,448 ※4  △17,592

その他 △11,323 9,415

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,127,607 1,102,908

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） 172,568 △324,800

長期借入れによる収入 4,280,000 2,500,000

長期借入金の返済による支出 △3,913,287 △3,702,651

社債の発行による収入 500,000 －

自己株式の売却による収入 12,832 2,169

自己株式の取得による支出 △310,544 △103,127

配当金の支払額 △701,915 △324,631

その他 7,836 △3,424

財務活動によるキャッシュ・フロー 47,488 △1,956,464

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 996,938 △433,543

現金及び現金同等物の期首残高 1,967,524 2,954,463

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △10,000 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  2,954,463 ※1  2,520,919
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(5)【継続企業の前提に関する注記】 

該当事項はありません。 

 

 

(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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数   11社 

 主要な連結子会社の名称 

  株式会社フジスタッフ 

  株式会社アイライン 

  当連結会計年度に、株式会社フジ

ネクスト及び株式会社カラーズビジ

ョンは新たに株式を取得したため、

連結の範囲に含めております。 

  また当連結会計年度に、株式会社

エヌ・ティ・ティ・データ・キャリ

アウェイ（平成20年６月27日付けで

株式会社フジスタッフＩＴから社名

変更）は第三者割当増資に伴い持分

比率が低下したため、連結子会社か

ら持分法適用関連会社に変更してお

ります。 

 当連結会計年度に、株式会社アイ

ネクストは清算されたため、連結の

範囲より除外しております。 

(1) 連結子会社の数   10社 

 主要な連結子会社の名称 

  株式会社フジスタッフ 

  株式会社アイライン 

  当連結会計年度に、株式会社マル

チメディアスクール・ウェーヴは新

たに株式を取得し、株式会社インタ

ーエージェントは新たに設立をした

ため、連結の範囲に含めておりま

す。 

 また、当連結会計年度に、株式会

社コンピュータパック及び株式会社

アステージを売却し、株式会社アイ

ラインキャリアアシストは清算した

ため、連結の範囲より除外しており

ます。 

 (2) 主要な非連結子会社の名称 

  I LINE MALAYSIA SDN.BHD 

  I LINE(THAILAND)CO.,LTD 

 (連結の範囲から除いた理由) 

  非連結子会社は、いずれも小規模

であり、合計の総資産、売上高、当期

純損益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等は、いずれ

も連結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないため連結の範囲から除外して

おります。 

(2) 主要な非連結子会社の名称 

同左 

２ 持分法の適用に関する事

項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社及

び関連会社の数   １社 

 主要な持分法適用関連会社の名称 

  株式会社エヌ・ティ・ティ・デー

タ・キャリアウェイ 

  当連結会計年度に、株式会社エ

ヌ・ティ・ティ・データ・キャリアウ

ェイは第三者割当増資に伴い持分比率

が低下したため、連結子会社から持分

法適用関連会社に変更しております。

(1) 持分法を適用した非連結子会社及

び関連会社の数   １社 

 主要な持分法適用関連会社の名称 

  株式会社エヌ・ティ・ティ・デー

タ・キャリアウェイ 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

 (2) 持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社のうち主要な会社

等の名称 

  I LINE MALAYSIA SDN.BHD 

  I LINE(THAILAND)CO.,LTD 

 (持分法を適用しない理由) 

  持分法非適用会社は、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等からみ

て、持分法の対象から除いても連

結財務諸表に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体としても重要性

がないため持分法の適用範囲から

除外しております。 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社のうち主要な会社

等の名称 

同左 

 

 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 すべての連結子会社の事業年度の末

日は、連結決算日と一致しておりま

す。 

同左 

４ 会計処理基準に関する事

項 

 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法 

 ① 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

  連結決算日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定)によって

おります。 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法 

 ① 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

    時価のないもの 

    移動平均法による原価法によ

っております。 

  なお、投資事業有限責任組合及

びそれに類する組合への出資（金

融商品取引法第２条第２項により

有価証券とみなされるもの）につ

いては、組合契約に規定される決

算報告日に応じて入手可能な 近

の決算書を基礎とし、持分相当額

を純額で取り込む方法によってお

ります。 

   時価のないもの 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

 ②たな卸資産 

  貯蔵品 

   終仕入原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法)によっ

ております。 

  （会計方針の変更） 

  棚卸資産の評価に関する会計基準

の適用 

 「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準第９号 平

成18年７月５日公表分）を当連結

会計年度から適用し、評価基準に

ついては、原価法から原価法（収

益性の低下による簿価切下げの方

法）に変更しております。なお、

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

②たな卸資産 

  貯蔵品 

   終仕入原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法)によっ

ております。 

 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

 ① 有形固定資産（リース資産を除

く） 

   定率法によっております。ただ

し、平成10年４月１日以降取得

した建物（建物附属設備を除

く）については、定額法によっ

ております。 

   なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物及び構築物 ２年～50年

機械装置 
及び運搬具 

２年～６年

 

(2) 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） 

同左 

  ② 無形固定資産（リース資産を除

く） 

 定額法によっております。な

お、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期

間(５年以内)に基づく定額法によ

っております。 

 ② 無形固定資産（リース資産を除

く） 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

  ③ リース資産 

  所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産 

   リース期間を耐用年数とし、残

存価額をゼロとして算定する方

法によっております。 

 なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取

引開始日が平成20年３月31日以前

のリース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

 ③ リース資産 

同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

――――――――― 

 

 

(3) 重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。   

  ② 賞与引当金 

 従業員に支給する賞与に充てる

ため、支給見込額のうち当連結会

計年度負担額を計上しておりま

す。 

 ②賞与引当金 

同左 

  ③ ポイント引当金 

 スタッフに付与したポイントの

使用による費用発生に備えるた

め、当連結会計年度末において将

来使用されると見込まれる額を計

上しております。 

 ③ ポイント引当金 

同左 

 

  ④退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務の見込額に基づ

き、計上しております。 

   数理計算上の差異については、

その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（５年）

による定額法により按分した額

を、それぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理しております。  

 ④退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑤役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金に備えるた

め、内規に基づく当連結会計年度

末要支給額を計上しております。

 ⑤役員退職慰労引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

 

 

――――――――― 

 

 

 ⑥契約解除損失引当金 

  契約解除による費用発生に備え

るため、当連結会計年度末におい

て将来解除されると見込まれる額

を計上しております。 

 (4) 重要なリース取引の処理方法 

   リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

――――――――― 

 

 ――――――――― 

 

(5) 重要な収益及び費用の計上基準 

  完成工事高の計上基準 

   当連結会計年度に着手した工事

契約から当連結会計年度末までの

進捗部分について成果の確実性が

認められる工事については工事進

行基準（工事の進捗率の見積りは

原価比例法）を、その他の工事に

ついては工事完成基準を適用して

おります。 

  (6) 重要なヘッジ会計の方法 

 ① ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を充たしている

金利スワップについて特例処理

を採用しております。 

――――――――― 

 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 

   金利スワップ 

  ヘッジ対象 

   借入金利息 

 

  ③ ヘッジ方針 

 金利リスクの低減のため、対象

債務の範囲内でヘッジを行ってお

ります。 

 

  ④ ヘッジの有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の要件

を充たしているため、有効性の評

価を省略しております。 

 

 (7) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

 ① 消費税等の会計処理 

   税抜方式によっております。 

(7) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

 ① 消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

全面時価評価法によっております。 

 

 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

のれん及び負ののれんは、投資の効果

が及ぶ期間で均等償却しております。

なお、金額が僅少である場合は、発生

年度において全額償却しております。

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 

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ価値の

変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっておりま

す。 

同左 

 

(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

（リース取引に関する会計基準等） 

当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号 平成５年６月17日（企業

会計審議会第一部会）平成19年３月30日改正）及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号 平成６年１月18日（日本公認

会計士協会 会計制度委員会）平成19年３月30日改

正）を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

また、これによる損益に与える影響はありません。

（完成工事高の計上基準） 

 請負工事に係る収益の計上基準につきまして

は、当連結会計年度より「工事契約に関する会計基

準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及

び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適

用し、当連結会計年度に着手した工事契約から、当

連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実

性が認められる工事については工事進行基準（工事

の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事

については工事完成基準を適用しております。 

これによる売上高、営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益に与える影響はありません。 

 

 

（金融商品に関する会計基準） 

当連結会計年度より「金融商品に関する会計基

準」(企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及

び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」

(企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10

日）を適用しております。 

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益に与える影響はありません。 

 （退職給付に係る会計基準） 

当連結会計年度から「「退職給付に係る会計基

準」の一部改正（その３）」(企業会計基準第19号

平成20年７月31日）を適用しております。 

数理計算上の差異を翌期から償却するため、これ

による営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益に与える影響はありません。 

また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付

債務の差額の未処理残高は△18,526千円でありま

す。 
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【表示方法の変更】 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

（連結貸借対照表） 

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成

20年８月７日内閣府令第50号)が適用になることに伴

い、前連結会計年度において「たな卸資産」として掲

記されたものは、当連結会計年度より「貯蔵品」に区

分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」は、全額

「貯蔵品」であります。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度における「仕入債務及び未払費用の

減少額」は、EDINETへのXBRL導入に伴い連結財務諸表

の比較可能性を向上するため、当連結会計年度より

「仕入債務の増減額（△は減少）」「未払費用の増減

額（△は減少）」として表示しております。なお、前

連結会計年度の「仕入債務の増減額（△は減少）」

「未払費用の増減額（△は減少）」はそれぞれ、

13,545千円、246,184千円であります。 

前連結会計年度における「投資有価証券売却益」

「投資有価証券売却損」は、EDINETへのXBRL導入に伴

い連結財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結

会計年度より「投資有価証券売却損益（△は益）」と

して表示しております。 

――――――――― 
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】 

（連結貸借対照表関係） 

 
前連結会計年度 

(平成21年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

 偶発債務  偶発債務 

下記の会社の銀行借入に対し、債務保証を行っており
ます。 

保証先 金額 内容 
PT Fujistaff Indonesia 12,900千円 借入債務
株式会社マルチメディア
スクール・ウェーヴ 

50,000千円 借入債務
 

顧客の受講料ローン利用者に対し債務保証を行ってお
ります。この債務保証は、受講料ローン利用者の金融
機関に対する借入金の連帯保証債務であります。 

保証先 金額 内容 
一般顧客 47,054千円 受講料ローン 

 

 

（連結損益計算書関係） 

 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金
額は次のとおりであります。 
従業員給料及び賞与 7,481,430千円
賞与引当金繰入額 486,980千円
賃借料 1,242,576千円
減価償却費 414,804千円
のれん償却額 83,412千円
貸倒引当金繰入額 77,526千円
退職給付費用 131,238千円
募集費 1,141,656千円

  

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金
額は次のとおりであります。 
従業員給料及び賞与 5,197,758千円
賞与引当金繰入額 354,047千円
賃借料 1,005,535千円
減価償却費 304,942千円
のれん償却額 67,701千円
貸倒引当金繰入額 12,122千円
退職給付費用 127,821千円
募集費 278,077千円

  
※２ 固定資産売却益の内訳 

機械装置及び運搬具 89千円
土地 7,938千円
計 8,028千円

  

※２ 固定資産売却益の内訳 
機械装置及び運搬具 2,092千円

  

※３ 固定資産売却損の内訳 
有形固定資産その他 559千円

  

※３ 固定資産売却損の内訳 
有形固定資産その他 1,683千円
無形固定資産その他 441千円
計 2,125千円

  
※４ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 46,837千円
機械装置及び運搬具 691千円
有形固定資産その他 9,725千円
無形固定資産その他 28,639千円
計 85,893千円

  

※４ 固定資産除却損の内訳 
建物及び構築物 4,758千円
機械装置及び運搬具 1,442千円
有形固定資産その他 15,553千円
無形固定資産その他 7,018千円
計 28,773千円
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前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

※５ 減損損失 

当社グループは、当連結会計年度において、以

下の資産について減損損失を計上しております。

場所 用途 種類 
減損損失

(千円) 

建物及び構築物 8,475 ㈱フジスタッフ

仙台支店（宮城

県仙台市）ほか

４支店 

事業所設備 有形固定資産そ

の他 
1,239 

建物及び構築物 5,362 ㈱アイライン札

幌支店（北海道

札幌市）ほか３

支店 

事業所設備 有形固定資産そ

の他 
1,210 

有形固定資産そ

の他 
499 

事業所設備
無形固定資産そ

の他 
10,791 

㈱ エ ム ・ ア ー

ル・アイ・ジャ

パン（東京都港

区) 

－ 
投資その他の資

産その他 
72,808 

㈱アステージ(東

京都中央区) 
－ のれん 107,471 

㈱アイプレス(東

京都新宿区) 
－ のれん 10,216 

 計 218,073 

 当社グループは、減損損失を認識するにあたり、独
立した 小の損益管理単位を識別してグルーピングを
行っております。 
 ㈱フジスタッフの各支店につきましては、事務所の
移転・統合が確定しており使用価値がなくなったた
め、全額を減損処理いたしました。 
 ㈱アイラインの各支店につきましては、翌期以降の
キャッシュ・フローが見込めず、もしくは閉鎖が確定
しており、いずれも使用価値がなくなったため、全額
を減損処理いたしました。 
 ㈱エム・アール・アイ・ジャパンにつきましては、
商標類の一部使用を中止することとしたため、使用権
等を減損処理いたしました。 
 ㈱アステージと㈱アイプレスののれんにつきまして
は、株式取得時に策定した事業計画において想定して
いた収益見込みが減少したため、全額を減損処理いた
しました。 

※５ 減損損失 

当社グループは、当連結会計年度において、以

下の資産について減損損失を計上しております。

場所 用途 種類 
減損損失

(千円) 

建物及び構築物 16,970 

事業所設備 有形固定資産そ

の他 
2,023 

㈱フジスタッフ

千葉支店（千葉

県千葉市）ほか

８支店 
遊休資産 

無形固定資産そ

の他 
8,252 

建物及び構築物 1,308 

事業所設備 有形固定資産そ

の他 
845 

建物及び構築物 4,632 

㈱アイライン帯

広支店（北海道

帯広市）ほか３

支店 
遊休資産 

土地 409 

㈱マルチメディ

アスクール・ウ

ェーヴ（東京都

新宿区) 

－ のれん 129,922 

 計 164,365 

 当社グループは、減損損失を認識するにあたり、独
立した 小の損益管理単位を識別してグルーピングを
行っており、遊休資産については個別物件単位で行っ
ております。 
 ㈱フジスタッフの事業所設備につきましては、事務
所の移転・統合が確定しており使用価値がなくなった
ため全額を減損処理し、遊休資産については、将来の
具体的使用計画がなく他の転用や売却が困難なことか
ら備忘価額１円といたしました。 
 ㈱アイラインの事業所設備につきましては、翌期以
降のキャッシュ・フローが見込めず、もしくは閉鎖が
確定しており、いずれも使用価値がなくなったため、
全額を減損処理し、遊休資産については、その回収可
能価額を正味売却価額により算出し、差額を減損処理
いたしました。 
 ㈱マルチメディアスクール・ウェーヴののれんにつ
きましては、株式取得時に策定した事業計画において
想定していた収益見込みが減少したため、全額を減損
処理いたしました。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（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) 737,751 － 55,000 682,751

（変動事由の概要） 

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

のであります。 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式 (株) 65,490 22,407 56,780 31,117

（変動事由の概要） 

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

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

減少1,780株であります。 

 

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 

１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成20年5月29日 
取締役会 

普通株式 470,582 700.00 平成20年３月31日 平成20年６月27日

平成20年10月30日 
取締役会 

普通株式 233,123 350.00 平成20年９月30日 平成20年12月５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5月27日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 162,908 250.00 平成21年３月31日 平成21年６月26日

 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22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) 682,751 － － 682,751

 

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) 31,117 8,595 301 39,411

（変動事由の概要） 

自己株式の増加8,595株は、取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。 

自己株式の減少301株は、ストック・オプションの行使によるものであります。 
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３ 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21年5月27日 
取締役会 

普通株式 162,908 250.00 平成21年３月31日 平成21年６月26日

平成21年10月27日 
取締役会 

普通株式 161,666 250.00 平成21年９月30日 平成21年12月４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22年５月28日 
取締役会（予定） 

普通株式 利益剰余金 289,503 450.00 平成22年３月31日 平成22年６月25日

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照
表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在）

現金及び預金勘定 3,141,250千円

流動資産その他に含まれる有価証
券 

14,917千円

計 3,156,168千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △201,705千円

現金及び現金同等物 2,954,463千円

  

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照
表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成22年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,520,919千円

現金及び現金同等物 2,520,919千円

 

※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 
株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開

始時の資産及び負債の内訳ならびに株式の取得価額

と取得による支出（純額）との関係は次のとおりで

あります。 

株式会社フジネクスト及び株式会社カラーズビジョ

ン          （平成20年４月１日現在）

流動資産 32,731千円

固定資産 385,430千円

のれん 8,821千円

流動負債 △73,860千円

固定負債 △302,838千円

新規連結子会社の取得価額 50,284千円

新規連結子会社の現金及び現
金同等物 

△18,079千円

差引：連結の範囲の変更を
伴う子会社株式の取得によ
る支出 

32,205千円

 

─────── 

※３ 事業譲渡により減少した資産及び負債の主な内訳

当連結会計年度に事業の譲渡により減少した資産及

び負債はありません。 

─────── 
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※４ 営業譲受により増加した資産及び負債の主な内訳

当連結会計年度に営業譲受により増加した資産及び

負債の主な内訳は次のとおりであります。 

固定資産 13,955千円

のれん 329,492 

資産合計 343,448千円
 

※４ 営業譲受により増加した資産及び負債の主な内訳

当連結会計年度に営業譲受により増加した資産及

び負債の主な内訳は次のとおりであります。 

のれん 17,592千円

資産合計 17,592千円
 

─────── ※５ 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 
株式の取得により新たに連結したことに伴う連結

開始時の資産及び負債の内訳ならびに株式の取得

価額と取得による収入（純額）との関係は次のと

おりであります。 

株式会社マルチメディアスクール・ウェーヴ 

（平成21年４月30日現在） 

流動資産 240,286千円

固定資産 345,088千円

のれん 159,088千円

流動負債 △592,973千円

固定負債 △151,489千円

新規連結子会社の取得価額 －千円

新規連結子会社の現金及び現
金同等物 

63,337千円

差引：連結の範囲の変更を
伴う子会社株式の取得によ
る収入 

63,337千円

─────── ※６ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の主な内訳 

株式の売却により株式会社アステージが連結子会

社でなくなったことに伴う売却時の資産および負

債の内訳並びに株式会社アステージ株式の売却価

額と売却による支出は次のとおりであります。 
株式会社アステージ 

（平成 21 年９月 30 日現在） 

流動資産 157,568千円

固定資産 19,268千円

流動負債 △172,744千円

株式売却損 △653千円

売却連結子会社の売却価額 3,438千円

売却連結子会社の現金及び現
金同等物 

△93,767千円

差引：連結の範囲の変更を
伴う子会社株式の売却によ
る支出 

△90,328千円
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─────── ※７ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社

の資産及び負債の主な内訳 

株式の売却により株式会社コンピュータパック

が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の

資産および負債の内訳並びに株式会社コンピュ

ータパック株式の売却価額と売却による収入は

次のとおりであります。 
株式会社コンピュータパック 

（平成22年３月31日現在） 

流動資産 1,133,630千円

固定資産 96,488千円

流動負債 △230,450千円

固定負債 △67,019千円

株式売却後の投資持分 △45,343千円

株式売却益 612,500千円

その他有価証券評価差額金 244千円

売却連結子会社の売却価額 1,500,050千円

売却連結子会社の現金及び現
金同等物 

△580,088千円

差引：連結の範囲の変更を
伴う子会社株式の売却によ
る収入 

919,961千円

 
 

 

 

 

（セグメント情報） 

１ 事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

一般人材派遣・製造アウトソーシング・人材紹介・紹介予定派遣等人材関連事業の売上高及び

営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がい

ずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

一般人材派遣・製造アウトソーシング・人材紹介・紹介予定派遣等人材関連事業の売上高及び

営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がい

ずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

２ 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 
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３ 海外売上高 

前連結会計年度（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。 

 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22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。 

 

 

 

（１株当たり情報） 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 9,135.59円 10,234.27円 

１株当たり当期純利益金額 923.52円 1,819.23円 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

919.83円 1,815.11円 

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

りであります。 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

１株当たり当期純利益金額 

 当期純利益（千円） 614,467 1,176,646

 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） 614,467 1,176,646

 普通株式の期中平均株式数（株） 665,355 646,783

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

 当期純利益調整額（千円） － －

 普通株式増加数（株） 2,669 1,468

 （うち新株予約権） (2,669) (1,468)

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

新株予約権の数 4,760個 新株予約権の数 4,430個
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（重要な後発事象） 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

（株式会社マルチメディアスクール・ウェーヴの株式取

得） 

当社は平成21年２月27日開催の取締役会において、

当社保有の株式会社マルチメディアスクール・ウェ

ーヴの新株予約権付無担保社債を株式転換すること

を決議し、平成21年４月30日付で株式転換により子

会社化いたしました。 

同社の連結子会社化により、派遣スタッフに対する

より充実した教育インセンティブの提供と同業他社

との差別化を図り、優秀な人材の募集力強化と高付

加価値な人材サービスの向上を目指すことを目的と

しております。 

（1）株式取得の方法 

 株式会社マルチメディアスクール・ウェーヴの新株 

 予約権付無担保社債を株式転換 

（2）子会社となる会社の概要 

  名称 株式会社マルチメディアスクール・ウェーヴ

  事業内容 パソコンスクール事業、パソコン研修 

       事業 

  従業員数       86名 

  資本金の額   206,000千円 

（3）取得する株式の数 2,700株 

（4）取得価額    49,950千円 

（5）取得後の持分比率    51％ 

―――――――――― 

 

 

 

 

 

 

（開示の省略） 

 リース取引関係、関連当事者情報、税効果会計関係、金融商品関係、有価証券関係、デリバティブ

取引関係、退職給付関係、ストック・オプション等関係、企業結合等関係及び賃貸等不動産に関する

注記事項については、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。 
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４．【財務諸表】 
(1) 【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 116,902 112,799

営業未収入金 ※1  56,010 ※1  61,948

短期貸付金 － ※1  500,000

前払費用 8,721 21,494

繰延税金資産 9,508 8,350

未収還付法人税等 306,466 75,211

その他 20,581 14,844

貸倒引当金 － △413,828

流動資産合計 518,191 380,821

固定資産   

有形固定資産   

建物 370 15,381

減価償却累計額 △184 △1,376

建物（純額） 186 14,005

車両運搬具 16,478 22,053

減価償却累計額 △9,506 △996

車両運搬具（純額） 6,971 21,057

工具、器具及び備品 2,631 4,363

減価償却累計額 △1,414 △2,450

工具、器具及び備品（純額） 1,216 1,913

建設仮勘定 2,399 －

有形固定資産合計 10,773 36,976

無形固定資産   

ソフトウエア 17,717 15,704

その他 1,319 1,159

無形固定資産合計 19,037 16,863

投資その他の資産   

投資有価証券 72,010 －

関係会社株式 7,887,002 7,887,005

長期貸付金 － 24,720

役員に対する長期貸付金 24,960 －

繰延税金資産 2,314 1,690

その他 36,869 63,432

投資その他の資産合計 8,023,157 7,976,848

固定資産合計 8,052,967 8,030,688

資産合計 8,571,159 8,411,509
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 ※2  885,000 ※2  1,265,000

未払金 16,154 12,548

未払費用 27,425 22,424

未払法人税等 － 3,830

未払消費税等 4,094 －

賞与引当金 20,184 16,216

その他 7,913 6,362

流動負債合計 960,773 1,326,381

負債合計 960,773 1,326,381

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,000,000 2,000,000

資本剰余金   

資本準備金 500,000 500,000

その他資本剰余金 3,621,310 3,618,761

資本剰余金合計 4,121,310 4,118,761

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,992,792 1,568,491

利益剰余金合計 1,992,792 1,568,491

自己株式 △503,718 △602,125

株主資本合計 7,610,385 7,085,127

純資産合計 7,610,385 7,085,127

負債純資産合計 8,571,159 8,411,509
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(2) 【損益計算書】 
(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業収益   

受取配当金 ※1  2,100,155 ※1  400,025

経営指導料 ※1  734,281 ※1  536,965

その他の売上高 － ※1  2,000

営業収益合計 2,834,436 938,990

販売費及び一般管理費   

役員報酬 95,939 45,697

従業員給料及び賞与 323,586 224,464

賞与引当金繰入額 20,184 16,216

支払手数料 55,544 21,937

支払報酬 82,142 92,997

その他 133,726 121,736

販売費及び一般管理費合計 711,124 523,049

営業利益 2,123,312 415,941

営業外収益   

受取利息 607 ※1  4,103

還付加算金 500 1,046

業務受託料 ※1  600 －

保険解約返戻金 － 7,613

その他 0 338

営業外収益合計 1,707 13,101

営業外費用   

支払利息 ※1  16,470 ※1  14,645

その他 899 1

営業外費用合計 17,370 14,647

経常利益 2,107,649 414,395

特別利益   

固定資産売却益 － ※2  808

賞与引当金戻入額 － 4,854

特別利益合計 － 5,662

特別損失   

固定資産除却損 － ※3  150

関係会社株式評価損 － 72,007

貸倒引当金繰入額 － ※1  413,828

特別損失合計 － 485,985

税引前当期純利益 2,107,649 △65,927

法人税、住民税及び事業税 116,723 32,016

法人税等調整額 2,634 1,781

法人税等合計 119,358 33,798

当期純利益 1,988,291 △99,725
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,000,000 2,000,000

当期末残高 2,000,000 2,000,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 500,000 500,000

当期末残高 500,000 500,000

その他資本剰余金   

前期末残高 5,154,623 3,621,310

当期変動額   

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △300,349 －

自己株式の処分 △24,502 △2,549

自己株式の消却 △1,208,460 －

当期変動額合計 △1,533,312 △2,549

当期末残高 3,621,310 3,618,761

資本剰余金合計   

前期末残高 5,654,623 4,121,310

当期変動額   

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △300,349 －

自己株式の処分 △24,502 △2,549

自己株式の消却 △1,208,460 －

当期変動額合計 △1,533,312 △2,549

当期末残高 4,121,310 4,118,761

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 407,857 1,992,792

当期変動額   

剰余金の配当 △403,356 △324,574

当期純利益 1,988,291 △99,725

当期変動額合計 1,584,934 △424,300

当期末残高 1,992,792 1,568,491

利益剰余金合計   

前期末残高 407,857 1,992,792

当期変動額   

剰余金の配当 △403,356 △324,574

当期純利益 1,988,291 △99,725

当期変動額合計 1,584,934 △424,300

当期末残高 1,992,792 1,568,491
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △1,438,968 △503,718

当期変動額   

自己株式の処分 37,334 4,719

自己株式の消却 1,208,460 －

自己株式の取得 △310,544 △103,127

当期変動額合計 935,249 △98,407

当期末残高 △503,718 △602,125

株主資本合計   

前期末残高 6,623,513 7,610,385

当期変動額   

剰余金の配当 △403,356 △324,574

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △300,349 －

当期純利益 1,988,291 △99,725

自己株式の処分 12,832 2,169

自己株式の取得 △310,544 △103,127

当期変動額合計 986,871 △525,257

当期末残高 7,610,385 7,085,127

純資産合計   

前期末残高 6,623,513 7,610,385

当期変動額   

剰余金の配当 △403,356 △324,574

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △300,349 －

当期純利益 1,988,291 △99,725

自己株式の処分 12,832 2,169

自己株式の取得 △310,544 △103,127

当期変動額合計 986,871 △525,257

当期末残高 7,610,385 7,085,127
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(4)【継続企業の前提に関する注記】  

該当事項はありません。 

 

(5)【重要な会計方針】 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法によって

おります。 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 

 (2）その他有価証券 

   時価のないもの 

 移動平均法による原価法によっ

ております。 

───── 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

  定率法によっております。 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

 定額法によっております。なお、

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間(５

年)に基づく定額法によっておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

同左 

３ 引当金の計上基準 ───── (1)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。 

 (2) 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額のう

ち、当事業年度負担額を計上してお

ります。   

(2) 賞与引当金 

同左 

４ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1) 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

 

 

 

(6)【重要な会計方針の変更】 

  該当事項はありません。 
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(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21年３月31日) 
当事業年度 

(平成22年３月31日) 
※１ 関係会社に対する資産 
営業未収入金 56,010千円

 
※２ 関係会社に対する負債 
短期借入金 885,000千円

 

※１ 関係会社に対する資産 
営業未収入金 61,948千円
短期貸付金 500,000千円

※２ 関係会社に対する負債 
短期借入金 1,265,000千円

 
３ 偶発債務 ３ 偶発債務 
下記の会社の銀行借入に対し、債務保証を行っており
ます。 

保証先 金額 内容 
株式会社マルチメディア
スクール・ウェーヴ 

50,000千円 借入債務
 

顧客の受講料ローン利用者に対し債務保証を行ってお
ります。この債務保証は、受講料ローン利用者の金融
機関に対する借入金の連帯保証債務であります。 

保証先 金額 内容 
一般顧客 47,054千円 受講料ローン

 

 

（損益計算書関係） 

 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

※１ 関係会社との取引高 
受取配当金 2,100,155千円

経営指導料 734,281千円

業務受託料 600千円

支払利息 16,470千円
  

※１ 関係会社との取引高 
受取配当金 400,025千円

経営指導料 536,965千円

その他の売上高 2,000千円

受取利息 3,525千円

支払利息 14,640千円

貸倒引当金繰入額 413,828千円
 

─────── ※２ 固定資産売却益の内訳 
車両運搬具 808千円

 
─────── ※３ 固定資産除却損の内訳 

工具器具備品 150千円
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（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) 65,490 22,407 56,780 31,117

（変動事由の概要） 

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

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

減少1,780株であります。 

 

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22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) 31,117 8,595 301 39,411

（変動事由の概要） 

自己株式の増加8,595株は、取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。 

自己株式の減少301株は、ストック・オプションの行使によるものであります。 

 

（１株当たり情報） 

 

 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 11,678円93銭 11,013円04銭 

１株当たり当期純利益金額又は1株
当たり当期純損失金額(△） 

2,988円32銭 △154円19銭 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

2,976円38銭 

潜在株式調整後１株当たり当期
純利益金額については、1株当
たり当期純損失であるため記載
しておりません。 

(注) １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当事業年度 
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

１株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失
金額(△） 

 当期純利益又は当期純損失(△）（千円） 1,988,291 △99,725

 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又は当期純損失(△）
（千円） 

1,988,291 △99,725

 普通株式の期中平均株式数（株） 665,355 646,783

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 2,669 －

 （うち新株予約権） (2,669) (－)

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

新株予約権の数 4,760個 新株予約権の数 4,430個
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（重要な後発事象） 

 

前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

（株式会社マルチメディアスクール・ウェーヴの株式取

得） 

当社は平成21年２月27日開催の取締役会において、当社

保有の株式会社マルチメディアスクール・ウェーヴの新

株予約権付無担保社債を株式転換することを決議し、平

成21年４月30日付で株式転換により子会社化いたしまし

た。 

同社の連結子会社化により、派遣スタッフに対するより

充実した教育インセンティブの提供と同業他社との差別

化を図り、優秀な人材の募集力強化と高付加価値な人材

サービスの向上を目指すことを目的としております。 

（1）株式取得の方法 

 株式会社マルチメディアスクール・ウェーヴの新株 

 予約権付無担保社債を株式転換 

（2）子会社となる会社の概要 

  名称 株式会社マルチメディアスクール・ウェーヴ

  事業内容 パソコンスクール事業、パソコン研修 

       事業 

  従業員数       86名 

  資本金の額   206,000千円 

（3）取得する株式の数 2,700株 

（4）取得価額    49,950千円 

（5）取得後の持分比率    51％ 

―――――――――― 
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６．その他 

(1) 役員の異動 

開示内容が定まった時点で開示いたします。 
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