
平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年2月10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 大 
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） 取締役総合企画兼管理本部担当 （氏名） 黒崎 耕輔 TEL 03-6846-8002
四半期報告書提出予定日 平成23年2月10日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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

23年3月期第3四半期 36,671 △19.1 922 △51.0 944 △49.9 301 △81.3
22年3月期第3四半期 45,352 △18.7 1,883 ― 1,883 ― 1,611 ―

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3四半期 2,771.61 2,771.35
22年3月期第3四半期 14,811.98 14,803.27

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3四半期 20,721 4,189 20.2 38,502.39
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3四半期  4,188百万円 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  有   

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 48,894 △17.9 1,014 △45.2 1,080 △42.1 269 △75.0 2,478.51



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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。 

(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、【添付資料】P.4「その他」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） 23年3月期3Q 109,872株 22年3月期  109,872株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  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3Q 108,783株 22年3月期3Q 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３四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期

比19.1％減の36,671百万円となりました。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49.9％減の944百万円となりました。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81.3％減の301百万円となりました。 

   

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。 

登録者の確保については、専門性の高い職種に対応するために、サイトのリニューアルを行いました。また、主

に技術者の登録・採用を強化するために、組織の拡充を図りました。 

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

県）、草津（滋賀県）、堺（大阪府）、姫路（兵庫県）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20,912百万円、営業利益は104百万円となりました。 

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、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しており、引き

続きコンプライアンスの遵守に努めてまいります。 

  

② 教育事業 

教育事業におきましては、前期までに実施した不採算事業からの撤退、不採算校舎の閉鎖・縮小等による経営効

率の向上に加え、通信講座の販売や講座受託を推進することによる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。前年同期において実施した日本語研修等の受託事業は、当第３四半期連

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10,655百万円、営業利益は546百万円となりました。 

  

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、厚別（北海道）、武南（埼玉県）、上溝・望地（神奈川県）、東大阪の湯・釈尊寺の

湯・守口の湯・泉大津の湯（大阪府）、奈良（奈良県）、いま（岡山県）、東平尾（福岡県）、あきつ（熊本県）

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3,765百万円、営業利益は102百万円となりました。 

  

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174百万円、営業損失は73百万円となりました。 

  

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1,163百万円、営業利益は27百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、20,721百万円となり、前連結会計年度末の24,095百万円から3,373

百万円減少いたしました。  

流動資産につきましては、15,455百万円となり、前連結会計年度末の18,520百万円から3,064百万円減少いたし

ました。これは主に、現金及び預金が1,486百万円、売掛金が1,476百万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、5,265百万円となり、前連結会計年度末の5,574百万円から309百万円減少いたしました。

これは主に、投資有価証券の減損等によるものです。 

次に、負債合計は、16,532百万円となり、前連結会計年度末の20,079百万円から3,546百万円減少いたしまし

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2,391百万円、未払金が602百万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、3,073百万円となり、前会計年度末の3,664百万円から591百万円減少いたしました。これは主に、

長期借入金が697百万円減少したことによるものです。 

純資産につきましては、4,189百万円となり、前連結会計年度末の4,016百万円から172百万円増加いたしまし

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、1,516百万円減少し、9,619百万円となりました。 

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減少は、500百万円となりました（前年同四半期は435

百万円の増加）。これは主に、税金等調整前四半期純利益が615百万円、売上債権の減少額が1,474百万円あったも

のの、前受金の減少額が2,390百万円、法人税等の支払額が103百万円（前年同四半期は579百万円の還付等）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減少は、475百万円となりました（前年同四半期は109

百万円の増加)。これは主に、介護事業所の事業所開設、業務システム開発への設備投資等が428百万円あったこと

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、538百万円となりました（前年同四半期は

1,161百万円の減少）。これは主に、長期借入が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1,202百万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 

平成23年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成22年５月14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。  
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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） 

 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、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 

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28,148千円、税金等調整前四半期純利益は226,105千円減少

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） 

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．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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,619,292 11,105,508

売掛金 4,486,290 5,963,012

有価証券 199,959 199,820

商品 251,368 215,016

貯蔵品 81,709 8,620

その他 820,579 1,033,816

貸倒引当金 △3,279 △5,308

流動資産合計 15,455,920 18,520,486

固定資産   

有形固定資産 2,580,441 2,536,894

無形固定資産 267,147 243,991

投資その他の資産   

差入保証金 1,589,079 1,844,140

その他 884,093 1,014,643

貸倒引当金 △55,103 △64,744

投資その他の資産合計 2,418,069 2,794,039

固定資産合計 5,265,657 5,574,925

資産合計 20,721,578 24,095,411

負債の部   

流動負債   

買掛金 167,645 131,052

短期借入金 500,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 1,636,760 1,541,760

前受金 5,869,164 8,260,594

未払金 3,734,977 4,337,448

未払法人税等 121,509 112,117

賞与引当金 166,995 464,305

店舗閉鎖損失引当金 － 117,576

資産除去債務 70,315 －

その他 1,191,655 1,149,548

流動負債合計 13,459,022 16,414,402

固定負債   

長期借入金 2,593,200 3,291,020

役員退職慰労引当金 276,802 261,261

資産除去債務 93,575 －

その他 109,749 112,385

固定負債合計 3,073,327 3,664,666

負債合計 16,532,350 20,079,069
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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 2,137,555 1,972,030

自己株式 △66,291 △66,291

株主資本合計 4,181,063 4,015,538

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,161 △9,102

為替換算調整勘定 21,503 7,835

評価・換算差額等合計 7,342 △1,266

少数株主持分 821 2,070

純資産合計 4,189,227 4,016,342

負債純資産合計 20,721,578 24,095,411
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 45,352,780 36,671,586

売上原価 33,364,169 26,621,818

売上総利益 11,988,611 10,049,767

販売費及び一般管理費 10,105,113 9,126,802

営業利益 1,883,497 922,964

営業外収益   

受取利息 2,664 2,698

受取配当金 － 72

金銭の信託運用益 12,141 20,966

補助金収入 － 72,089

その他 103,572 81,281

営業外収益合計 118,377 177,107

営業外費用   

支払利息 58,718 49,555

為替差損 11,076 25,333

消費税差額 35,958 55,384

その他 12,582 25,488

営業外費用合計 118,335 155,762

経常利益 1,883,540 944,310

特別利益   

貸倒引当金戻入額 681 －

投資有価証券売却益 15,807 6,906

特別利益合計 16,489 6,906

特別損失   

固定資産除却損 8,118 5,707

投資有価証券評価損 22,067 125,762

減損損失 101,648 6,724

店舗閉鎖損失引当金繰入額 30,566 －

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 162,401 336,152

税金等調整前四半期純利益 1,737,627 615,064

法人税等 126,550 314,808

少数株主損益調整前四半期純利益 － 300,255

少数株主損失（△） △214 △1,248

四半期純利益 1,611,291 301,503
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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21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 14,867,386 11,677,946

売上原価 11,097,700 8,592,446

売上総利益 3,769,685 3,085,499

販売費及び一般管理費 3,074,564 2,882,779

営業利益 695,121 202,719

営業外収益   

受取利息 666 642

金銭の信託運用益 4,965 8,643

為替差益 3,040 －

補助金収入 － 25,432

その他 40,802 21,296

営業外収益合計 49,475 56,014

営業外費用   

支払利息 18,896 16,091

投資有価証券評価損 1,474 5,719

為替差損 － 4,009

消費税差額 12,425 19,249

その他 1,571 5,802

営業外費用合計 34,368 50,872

経常利益 710,228 207,861

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 3,820

投資有価証券売却益 15,807 －

特別利益合計 15,807 3,820

特別損失   

固定資産除却損 929 －

投資有価証券評価損 5,350 1,721

減損損失 70,350 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 37,466 －

特別損失合計 114,097 1,721

税金等調整前四半期純利益 611,939 209,960

法人税等 26,097 48,676

少数株主損益調整前四半期純利益 － 161,284

少数株主損失（△） △53 △13

四半期純利益 585,895 161,297
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 1,737,627 615,064

減価償却費 342,718 327,202

減損損失 101,648 6,724

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,130 △11,485

賞与引当金の増減額（△は減少） △182,422 △297,310

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △194,184 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,085 15,540

受取利息及び受取配当金 △2,664 △2,770

支払利息 58,718 49,555

固定資産除却損 2,770 5,707

投資有価証券売却損益（△は益） △15,807 △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） 991,624 1,474,722

たな卸資産の増減額（△は増加） 15,185 △111,677

仕入債務の増減額（△は減少） 40,610 37,312

前受金の増減額（△は減少） △2,445,512 △2,390,871

未払金の増減額（△は減少） △174,384 △554,972

その他 △358,196 308,136

小計 △89,313 △338,069

利息及び配当金の受取額 2,320 2,457

利息の支払額 △57,454 △50,882

和解金の支払額 － △10,137

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 579,834 △103,577

営業活動によるキャッシュ・フロー 435,386 △500,209

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 △256,021 △277,295

有形固定資産の除却による支出 － △22,986

無形固定資産の取得による支出 △20,730 △93,571

投資有価証券の取得による支出 － △113,401

投資有価証券の売却による収入 45,807 20,000

差入保証金の差入による支出 △139,662 △57,332

差入保証金の回収による収入 493,784 82,414

貸付けによる支出 △13,739 △10,940

貸付金の回収による収入 － 6,226

その他 190 △8,160

投資活動によるキャッシュ・フロー 109,629 △475,046

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） △1,500,000 200,000

長期借入れによる収入 1,400,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △1,061,570 △1,202,820

配当金の支払額 － △135,978

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,161,570 △538,798

現金及び現金同等物に係る換算差額 407 △2,161

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △616,145 △1,516,215

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 9,935,483 9,619,292
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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21年４月１日 至 平成21年12月31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） 

  
〔所在地別セグメント情報〕  

前第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)及び前第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。 

〔海外売上高〕 

前第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)及び前第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。 

（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 
 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） 

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  △907,367  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

  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
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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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31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  20,912,308 10,655,300 3,765,996 174,229  35,507,834  1,163,751 36,671,586

セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

 25,984 120,303 3,206 3,356  152,851  157,429 310,281

計  20,938,292 10,775,603 3,769,203 177,586  35,660,685  1,321,181 36,981,867

セグメント利益又は損失(△)  104,558 546,679 102,451 △73,474  680,215  27,305 707,520

  （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  6,605,324 3,259,903 1,299,046 61,256  11,225,530  452,415 11,677,946

セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

 12,501 62,167 1,034 763  76,466  54,686 131,153

計  6,617,825 3,322,071 1,300,081 62,019  11,301,997  507,101 11,809,099

セグメント利益又は損失(△)  9,179 47,392 55,198 △23,195  88,575  24,599 113,175
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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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31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  680,215

「その他」の区分の利益  27,305

セグメント間取引消去  6,990

各セグメントに配分していない全社損益（注）  208,453

四半期連結損益計算書の営業利益  922,964

  （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計  88,575

「その他」の区分の利益  24,599

セグメント間取引消去  793

各セグメントに配分していない全社損益（注）  88,750

四半期連結損益計算書の営業利益  202,719

（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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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）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。   

  

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12月31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12月31日現在（人）

 295,525  21,271  1,828  314,968

  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）  10 －  177 － 

合計  430 －  7,704 － 
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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３四半期連結累計期間

（自 平成22年４月１日 
  至 平成22年12月31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  20,650,136  56.2 － 

人材紹介事業  233,347  0.6 － 

その他附帯事業  28,823  0.1 － 

小計  20,912,308  56.9 － 

教育事業       

社会人教育事業  5,607,248  15.3 － 

全日制教育事業  5,048,051  13.8 － 

小計  10,655,300  29.1 － 

介護事業  3,765,996  10.3 － 

フランチャイズ事業  174,229  0.5 － 

その他の事業  1,163,751  3.2 － 

合計  36,671,586  100.0 － 

  
 当第３四半期連結累計期間

（自 平成22年４月１日  
  至 平成22年12月31日） 

前年同期比（％） 

月平均稼働スタッフ数  人 10,840 － 

  
 当第３四半期連結累計期間

（自 平成22年４月１日  
    至 平成22年12月31日） 

前年同期比（％） 

月平均受講生数  人 14,351 － 
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