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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 24,993 △18.0 716 △39.7 732 △37.5 140 △86.3

22年3月期第2四半期 30,485 △18.5 1,188 ― 1,173 ― 1,025 ―

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

23年3月期第2四半期 1,288.86 1,288.68
22年3月期第2四半期 9,426.07 ―

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

23年3月期第2四半期 20,961 4,025 19.2 36,999.75
22年3月期 24,095 4,016 16.7 36,901.65

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  4,024百万円 22年3月期  4,014百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― ― ― 1,250.00 1,250.00

23年3月期 ― ―

23年3月期 
（予想）

― 500.00 500.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 44,888 △24.6 792 △57.2 788 △57.8 269 △75.0 2,478.51



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  有  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。詳細は14ページ（添付資料）をご覧下さい。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商
品取引法に基づく四半期報告書レビュー手続きを実施しております。 

※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場合があります。なお、業績予想に関する事項については、３ページ（添付資料）「連結業績予想に関する定
性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、４ページ（添付資料）「その他の情報」をご覧ください。）

新規 2社 （社名
ヒューマンアカデミー（株）、ヒューマン
ライフケア（株）

）、 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） 23年3月期2Q 109,872株 22年3月期  109,872株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,089株 22年3月期  1,089株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 108,783株 22年3月期2Q 108,783株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や個人消費等は着実に持ち直しの動きが見られるも

のの、失業率が高水準で推移するなど、依然として厳しい状況が続きました。 

当社グループを取り巻く事業環境は、人材関連業界におきましては、企業の業績回復に伴い、人材需要が下げ止

まりつつあります。教育業界におきましては、少子化が進行する状況の中、M&Aや提携等の再編の動きが活発化し

ております。介護業界におきましては、高齢化の進行により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、人材関連事業の再構築と教育事業の構造転換に重点的に取り組み、

介護事業は新規開設を推進いたしました。また、より一層のコスト削減にも努めました。 

以上の結果としまして、当第２四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期

比18.0％減の24,993百万円となりました。利益面では、主に人材関連事業においてコスト削減に努めたものの、売

上の減少により、経常利益は前年同期比37.5％減の732百万円となりました。また、四半期純利益については、経

常利益の減少に加えて、主に資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額及び投資有価証券評価損を特別損失として

計上したことや繰延税金資産が減少したことにより、前年同期比86.3％減の140百万円となりました。 

  

セグメント別の業績は、次のとおりであります。売上高につきましては、「３．四半期連結財務諸表 （５）

セグメント情報」をご覧ください。 

  

① 人材関連事業 

人材関連事業におきましては、企業の雇用抑制が続いたことと、平成22年２月８日付けで厚生労働省職業安定

局から発表された「専門26業務派遣適正化プラン」に対して厳格に取り組んだことにより人材派遣の売上は大幅

に減少いたしました。特定派遣分野においても、技術者の稼働者数が減少したことにより売上は減少いたしまし

た。また、人材紹介の売上も減少いたしました。 

その一方で、新たな需要の拡大を見込んで、再就職支援事業の拡大に努めました。 

登録者の確保につきましては、専門性の高い職種に対応するために、専門26業務（政令で定められた派遣労働

者の受け入れ期間に制限がない26の専門業務）や人材紹介を強化したサイトにリニューアルいたしました。 

業務の効率化による収益改善を図るため、沼津（静岡県）、立川（東京都）、長野（長野県）、草津（滋賀

県）、堺（大阪府）、姫路（兵庫県）、高崎（群馬県）の各支社を近隣の支社に統廃合いたしました。 

この結果、人材関連事業の売上高は14,306百万円、営業利益は95百万円となりました。 

なお、当社の連結子会社であるヒューマンリソシア株式会社は、平成22年３月１日に東京労働局より労働者派

遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就労条件の整備等に関する法律に基づく事業改善命令を受けまし

た。本件に関しまして、同社は、改善を行い、平成22年６月30日に完了報告として事業改善報告書を東京労働局

に提出いたしました。 

  

② 教育事業 

教育事業におきましては、通信講座の販売や講座受託を推進することにより、収益性の向上に努めました。 

社会人教育事業では、通学講座の受講生が減少したものの、通信講座の販売や講座受託が増加いたしました。

認知度向上を図るために、平成22年８月から広告キャンペーンとしてTVCMを実施いたしました。 

全日制教育事業では、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が、通信制高校及

び日本語学校の在校生が増加いたしました。また、前年同期において実施した日本語研修等の受託事業が、当第

２四半期連結累計期間においてはなくなりました。 

この結果、教育事業の売上高は7,395百万円、営業利益は499百万円となりました。 

  

③ 介護事業 

介護事業におきましては、前期に開設した事業所を中心に、順調に利用者数が増加いたしました。また、デイ

サービスステーションにおける定員に対する充足率の向上に努めました。 

事業所につきましては、上溝・望地（神奈川県）、東大阪の湯（大阪府）、奈良（奈良県）、厚別（北海

道）、武南（埼玉県）、東平尾（福岡県）、あきつ（熊本県）、いま（岡山県）を新規開設し、フランチャイズ

展開も推進いたしました。 

この結果、介護事業の売上高は2,466百万円、営業利益は47百万円となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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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・小学生向けの英会話・ロボット・理科実験教室の加盟校の拡大、

受講生の確保に努めました。 

この結果、フランチャイズ事業の売上高は112百万円、営業損失は50百万円となりました。 

  

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、チケット売上はほぼ横ばいとなりま

したが、スポンサー収入が増加し、また、新たに開講したカレッジが売上に寄与いたしました。 

ネイルサロン運営事業におきましては、売上は順調に増加いたしました。また、ネイルスクール（東京都）を

開校し、109町田店（東京都）を新規開店いたしました。 

これに加えて、業務受託等の新規顧客に対する売上が増加いたしました。  

この結果、その他の事業の売上高は711百万円、営業利益は２百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、20,961百万円となり、前連結会計年度末の24,095百万円から3,133

百万円減少いたしました。 

流動資産につきましては、15,727百万円となり、前連結会計年度末の18,520百万円から2,792百万円減少いたし

ました。これは主に、売掛金が1,333百万円、現金及び預金が1,305百万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、5,233百万円となり、前連結会計年度末の5,574百万円から340百万円減少いたしました。 

次に、負債合計は、16,935百万円となり、前連結会計年度末の20,079百万円から3,143百万円減少いたしまし

た。 

流動負債につきましては、13,459百万円となり、前連結会計年度末の16,414百万円から2,955百万円減少いたし

ました。これは主に、前受金が1,880百万円、未払金が1,271百万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、3,476百万円となり、前連結会計年度末の3,664百万円から188百万円減少いたしました。これは

主に、長期借入金が290百万円減少したことによるものです。 

純資産につきましては、4,025百万円となり、前連結会計年度末の4,016百万円から９百万円増加いたしました。

  （キャッシュ・フローの状況） 

当第２四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、新規連結に伴う増加

額30百万円を合わせて、前連結会計年度末に比べ1,305百万円減少し、9,800百万円となりました。 

当第２四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２四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、914百万円となりました(前年同四半期は792

百万円の減少）。これは主に、売上債権の減少額が1,331百万円、税金等調整前四半期純利益が405百万円あったも

のの、前受金の減少額が1,880百万円、未払金の減少額が1,222百万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２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、311百万円となりました（前年同四半期は32

百万円の減少）。これは主に、介護事業の事業所開設による設備投資等が271百万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２四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、106百万円となりました（前年同四半期は

1,345百万円の減少）。これは主に、長期借入金が600百万円、短期借入金の純増額が200百万円あったものの、長

期借入金の約定による返済が770百万円、配当金の支払額が135百万円あったことによるものです。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における売上高は、順調に推移し、計画を上回ることができました。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計画を上回りましたが、その主な要因は、教育事業、人材関連

事業及び介護事業において、計画以上の売上高を確保することができたこと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収益の拡大に努めてまいりますが、フランチャイズ事業及び

スポーツエンターテインメント事業において計画からの遅れが見られる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22年５月14日に公表いたしました平成23年３月期通期連結業

績予想から修正を行っておりません。  
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（１）重要な子会社の異動の概要（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

 当第２四半期連結会計期間より、ヒューマンアカデミー株式会社及びヒューマンライフケア株式会社は重要性が

増したため、連結の範囲に含めております。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。 

③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、または、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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．会計基準等の改正に伴う変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ18,705千円、税金等調整前四半期純利益は216,663千円減

少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は197,746千円であります。 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

当第２四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用

しております。  

２．表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係）  

前第２四半期連結累計期間において、営業外収益に区分掲記しておりました「法人税等還付加算金」は、

当第２四半期連結累計期間において、金額的重要性が乏しいため、営業外収益の「その他」に含めることと

しました。なお、当第２四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「法人税等還付加算金」

は、78千円であります。 

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,800,383 11,105,508

売掛金 4,629,962 5,963,012

有価証券 199,913 199,820

商品 230,852 215,016

貯蔵品 10,398 8,620

その他 859,384 1,033,816

貸倒引当金 △3,406 △5,308

流動資産合計 15,727,489 18,520,486

固定資産   

有形固定資産 2,642,688 2,536,894

無形固定資産 222,672 243,991

投資その他の資産   

差入保証金 1,593,072 1,844,140

その他 837,512 1,014,643

貸倒引当金 △61,964 △64,744

投資その他の資産合計 2,368,620 2,794,039

固定資産合計 5,233,980 5,574,925

資産合計 20,961,470 24,095,411

負債の部   

流動負債   

買掛金 119,713 131,052

短期借入金 500,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 1,661,760 1,541,760

前受金 6,379,786 8,260,594

未払金 3,065,904 4,337,448

未払法人税等 81,801 112,117

賞与引当金 359,377 464,305

店舗閉鎖損失引当金 － 117,576

資産除去債務 71,767 －

その他 1,219,134 1,149,548

流動負債合計 13,459,244 16,414,402

固定負債   

長期借入金 3,000,140 3,291,020

役員退職慰労引当金 269,700 261,261

資産除去債務 93,065 －

その他 113,540 112,385

固定負債合計 3,476,446 3,664,666

負債合計 16,935,691 20,079,069
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22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 1,976,258 1,972,030

自己株式 △66,291 △66,291

株主資本合計 4,019,766 4,015,538

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,575 △9,102

為替換算調整勘定 18,753 7,835

評価・換算差額等合計 5,177 △1,266

少数株主持分 835 2,070

純資産合計 4,025,779 4,016,342

負債純資産合計 20,961,470 24,095,411
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 30,485,394 24,993,640

売上原価 22,266,468 18,029,371

売上総利益 8,218,925 6,964,268

販売費及び一般管理費 7,030,753 6,247,843

営業利益 1,188,172 716,424

営業外収益   

受取利息 1,997 2,056

受取配当金 － 72

金銭の信託運用益 7,175 12,322

補助金収入 － 46,657

法人税等還付加算金 14,539 －

その他 48,230 59,985

営業外収益合計 71,942 121,093

営業外費用   

支払利息 39,821 33,463

為替差損 － 21,323

消費税差額 23,533 36,135

その他 23,652 13,967

営業外費用合計 87,007 104,890

経常利益 1,173,107 732,627

特別利益   

貸倒引当金戻入額 885 －

店舗閉鎖損失引当金戻入額 4,764 －

投資有価証券売却益 － 6,906

特別利益合計 5,649 6,906

特別損失   

固定資産除却損 5,053 5,707

投資有価証券評価損 16,717 124,041

減損損失 31,298 6,724

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 197,957

特別損失合計 53,068 334,431

税金等調整前四半期純利益 1,125,688 405,103

法人税等 100,453 266,131

少数株主損益調整前四半期純利益 － 138,971

少数株主損失（△） △161 △1,234

四半期純利益 1,025,395 140,206
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 15,035,492 11,942,828

売上原価 11,064,635 8,744,717

売上総利益 3,970,857 3,198,110

販売費及び一般管理費 3,436,151 3,136,990

営業利益 534,706 61,119

営業外収益   

受取利息 1,300 1,418

金銭の信託運用益 3,919 5,428

法人税等還付加算金 13,720 －

補助金収入 － 22,580

その他 19,242 38,242

営業外収益合計 38,182 67,669

営業外費用   

支払利息 18,819 16,573

投資有価証券評価損 4,205 1,909

為替差損 9,449 14,832

消費税差額 12,122 21,289

その他 1,261 3,939

営業外費用合計 45,858 58,544

経常利益 527,030 70,245

特別損失   

固定資産除却損 2,528 492

投資有価証券評価損 4,999 －

減損損失 29,869 2,111

店舗閉鎖損失引当金繰入額 985 －

特別損失合計 38,384 2,603

税金等調整前四半期純利益 488,645 67,641

法人税等 39,528 194,347

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △126,705

少数株主利益又は少数株主損失（△） △22 1

四半期純利益又は四半期純損失（△） 449,140 △126,707
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 1,125,688 405,103

減価償却費 224,366 212,464

減損損失 31,298 6,724

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,360 △4,407

賞与引当金の増減額（△は減少） △36,636 △104,927

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △179,591 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 737 8,439

受取利息及び受取配当金 △1,997 △2,128

支払利息 39,821 33,463

固定資産除却損 2,528 5,707

投資有価証券売却損益（△は益） － △6,906

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 197,957

売上債権の増減額（△は増加） 848,557 1,331,239

たな卸資産の増減額（△は増加） 26,557 △19,683

仕入債務の増減額（△は減少） △9,058 △11,002

前受金の増減額（△は減少） △2,028,564 △1,880,236

未払金の増減額（△は減少） △1,038,084 △1,222,990

その他 △332,225 277,861

小計 △1,335,961 △773,322

利息及び配当金の受取額 1,792 2,023

利息の支払額 △39,646 △33,667

和解金の支払額 － △9,781

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 581,591 △99,629

営業活動によるキャッシュ・フロー △792,223 △914,376

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 △187,530 △238,069

有形固定資産の除却による支出 － △21,079

無形固定資産の取得による支出 △16,928 △39,845

投資有価証券の取得による支出 － △45,969

投資有価証券の売却による収入 － 20,000

差入保証金の差入による支出 △121,603 △33,361

差入保証金の回収による収入 305,114 64,142

貸付けによる支出 △11,928 △9,690

その他 △10 △7,360

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,886 △311,233

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） △1,100,000 200,000

長期借入れによる収入 500,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △745,580 △770,880

配当金の支払額 － △135,978

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,345,580 △106,858

現金及び現金同等物に係る換算差額 689 △2,655

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,170,000 △1,335,124

現金及び現金同等物の期首残高 10,551,629 11,105,508

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 30,000

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,381,628 9,800,383
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 該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記
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〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

  
前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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、ネイルサロン運営事業 

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２四半期連結累計期間のセグメント情報を、当第２四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２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

  
〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日)及び前第２四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。 

〔海外売上高〕 

前第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日)及び前第２四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。 
  

（５）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） 

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 
 10,140,963  3,636,566  1,078,768  47,676  131,516  15,035,492  ―  15,035,492

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 5,912  3,983  ―  1,422  289,107  300,426  △300,426  ―

計  10,146,876    3,640,549  1,078,768  49,099  420,624  15,335,919  △300,426  15,035,492

営業利益 

又は営業損失(△) 
 162,867  215,963  98,367  △53,952  71,052  494,297  40,409  534,706

  
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 
 20,468,815  7,527,495  2,110,973  94,222  283,887  30,485,394  ―  30,485,394

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 13,546  10,789  ―  4,627  585,900  614,865  △614,865  ―

計  20,482,362  7,538,285  2,110,973  98,850  869,788  31,100,259  △614,865  30,485,394

営業利益 

又は営業損失(△) 
 319,495  624,929  175,273  △88,802  101,022  1,131,918  56,254  1,188,172

  
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 
 27,113,939  7,887,403  1,906,279  170,392  329,012  37,407,028  ―  37,407,028

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 163,731  60,917  ―  2,727  818,462  1,045,838  △1,045,838  ―

計  27,277,671  7,948,320  1,906,279  173,119  1,147,475  38,452,866  △1,045,838  37,407,028

営業利益 

又は営業損失(△) 
 506,359  △529,069  44,384  △146,662  △25,178  △150,166  28,704  △121,461
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要  

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、持ち株会社としてグループ全体の戦略を立案しており、国内及び海外において、事業単位でそれぞれ事

業戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、事業単位を基礎としたセグメントから構成されており、人材関連事業、教育事業、介護事

業、フランチャイズ事業の４つを報告セグメントとしております。 

報告セグメントの主な事業内容は、以下のとおりであります。  

(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、理科実験教室 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、スポーツエンターテインメント事業、

ネイルサロン運営事業等を含んでおります。 

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント
その他 
（注） 

合計
人材関連事業 教育事業 介護事業

フランチャイズ

事業  
計

売上高             

外部顧客への売上高  14,306,983 7,395,396 2,466,949 112,973  24,282,303  711,336 24,993,640

セグメント間の 
内部売上高又は振替高  13,483 58,136 2,172 2,593  76,384  102,743 179,128

計  14,320,466 7,453,532 2,469,122 115,567  24,358,688  814,079 25,172,768

セグメント利益又は損失(△)  95,378 499,287 47,252 △50,278  591,640  2,705 594,345

  （単位：千円）

  

報告セグメント
その他 
（注） 

合計
人材関連事業 教育事業 介護事業

フランチャイズ

事業  
計

売上高             

外部顧客への売上高  6,909,909 3,356,143 1,275,205 48,374  11,589,633  353,195 11,942,828

セグメント間の 
内部売上高又は振替高  12,645 47,204 2,172 1,120  63,143  53,421 116,564

計  6,922,554 3,403,348 1,277,377 49,495  11,652,776  406,616 12,059,392

セグメント利益又は損失(△)  69,096 △74,007 31,302 △31,495  △5,103  675 △4,428
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３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）  

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

（注）主として持ち株会社（連結財務諸表提出会社）に係る損益であります。 

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21

日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

  （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計  591,640

「その他」の区分の利益  2,705

セグメント間取引消去  2,376

各セグメントに配分していない全社損益（注）  119,702

四半期連結損益計算書の営業利益  716,424

  （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計  △5,103

「その他」の区分の利益  675

セグメント間取引消去  1,619

各セグメントに配分していない全社損益（注）  63,929

四半期連結損益計算書の営業利益  61,119

（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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（企業結合等関係）  

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 
共通支配下の取引等 
１．対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称及び
取引の目的 

（1）対象となった事業の名称及びその事業の内容 

（2）企業結合日 
平成22年７月１日 

（3）企業結合の法的形式 
ヒューマンリソシア株式会社（当社の連結子会社）を分割会社、ヒューマンアカデミー株式会社、ヒュ

ーマンライフケア株式会社、ヒューマンインキュベーション株式会社（いずれも当社の連結子会社）を承
継会社とする会社分割 

（4）結合後企業の名称 
 ヒューマンアカデミー株式会社、ヒューマンライフケア株式会社、ヒューマンインキュベーション株式
会社（いずれも当社の連結子会社） 

（5）その他取引の概要に関する事項 
当社グループを取り巻く経営環境に対応し、個々の事業における専門性の向上、経営資源配分の効率

化、及び意思決定の迅速化を推進することを目的としております。 
  
２．実施した会計処理の概要 
 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び
事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）に基づき、共
通支配下の取引として処理しております。 

  

（７）その他注記情報

事業の名称 事業の内容

教育事業 社会人教育、全日制教育 

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 

インターネット関連事業等 インターネット関連、子育て支援、家事代行サービス 
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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２四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）減少数につきましては、第２四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。   

  

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。 

平成22年９月30日現在

(2) 受注状況 

 該当事項はありません。 

４．補足情報

平成22年３月31日現在（人） 増加数（人） 減少数（人） 平成22年９月30日現在（人）

 295,525  14,229  1,254  308,500

  教室数（室） 前年同期比（％） 収容座席数（席） 前年同期比（％）

北海道・東北地区  22 －  353 － 

関東地区  153 －  2,949 － 

中部地区  34 －  502 － 

近畿地区  121 －  2,331 － 

中国・四国地区  22 －  359 － 

九州・沖縄地区  68 －  1,033 － 

海外（米国・中国）  9 －  160 － 

合計  429 －  7,687 － 
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(3)販売実績 

 当第２四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。   
  

 （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。 

  

セグメントの名称 

当第２四半期連結累計期間

（自 平成22年４月１日 
  至 平成22年９月30日） 

前年同期比（％）
  

販売高（千円） 構成比（％）

人材関連事業       

人材派遣事業  14,119,846  56.4 － 

人材紹介事業  164,947  0.7 － 

その他附帯事業  22,190  0.1 － 

小計  14,306,983  57.2 － 

教育事業       

社会人教育事業  3,855,846  15.4 － 

全日制教育事業  3,539,549  14.2 － 

小計  7,395,396  29.6 － 

介護事業  2,466,949  9.9 － 

フランチャイズ事業  112,973  0.5 － 

その他の事業  711,336  2.8 － 

合計  24,993,640  100.0 － 

  
 当第２四半期連結累計期間

（自 平成22年４月１日  
  至 平成22年９月30日） 

前年同期比（％） 

月平均稼働スタッフ数  人 11,131 － 

  
 当第２四半期連結累計期間

（自 平成22年４月１日  
    至 平成22年９月30日） 

前年同期比（％） 

月平均受講生数  人 14,538 － 
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