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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 21,478 △2.1 544 45.1 541 43.5 267 297.8
22年3月期 21,934 16.3 374 △41.0 377 △41.2 67 △81.9

（注）包括利益 23年3月期 269百万円 （283.1％） 22年3月期 70百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 2,583.15 2,511.84 9.2 10.1 2.5
22年3月期 651.17 631.18 2.4 7.3 1.7

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―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

23年3月期 5,406 3,001 55.5 27,934.86
22年3月期 5,364 2,883 52.4 27,186.64

（参考） 自己資本   23年3月期  3,002百万円 22年3月期  2,810百万円

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

23年3月期 442 △276 △75 1,830
22年3月期 △138 △132 △86 1,740

2.  配当の状況 

(注) 平成23年3月期期末配当金の内訳 普通配当900円00銭 記念配当100円00銭(創業25周年記念配当) 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 900.00 900.00 93 138.2 3.2
23年3月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00 107 38.7 3.5
24年3月期(予想) ― 0.00 ― 950.00 950.00 34.0

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)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(累計) 10,944 4.4 243 1.1 243 0.3 123 39.5 1,144.62
通期 22,800 6.2 590 8.4 590 8.9 300 12.0 2,791.76



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 109,331 株 22年3月期 105,251 株
② 期末自己株式数 23年3月期 1,872 株 22年3月期 1,872 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 103,658 株 22年3月期 103,379 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、連結財務諸表の監査手続を実施中であります。 

※ 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可能性があります。業績予想の前提となる条件及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、添付 
資料2ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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当連結会計期間におけるわが国の経済状況は、アジアを始めとする海外経済の改善や政府による経済

対策等の効果に支えられ、緩やかに持ち直しの動きが見られたものの、３月に発生した東日本大震災が

わが国に甚大な被害をもたらし、これによりわが国経済は先行きに深刻な影響が懸念される状況となり

ました。 

当社の主要マーケットであります移動体通信業界におきましては、各キャリアからのスマートフォン

の発売が活発化し、販売現場において豊富な知識と、高い説明能力を有する販売スタッフへのニーズが

高まりました。また、家電業界におきましては、家電エコポイント制度や夏場の記録的猛暑により薄型

デジタルテレビやエアコン等の商品の販売が好調に推移いたしました。 

一方ストア業界におきましては、引き続き厳しい消費環境の中、収益性向上のためのコスト削減の動

きがさらに強まりました。 

人材サービス業界におきましては、企業の雇用情勢が厳しい中、一般事務職の派遣ニーズは縮小傾向

を見せておりますが、企業のテレマーケティング業務のアウトソーシング化需要の高まりを受け、コー

ルセンターでの人材ニーズが高まってきております。 

棚卸サービス業界におきましては、クライアントとなる流通業、小売業の業績の影響から、外部棚卸

ニーズの縮小や、棚卸回数の削減等により競争環境の激化傾向が見られました。 

このような環境のもと、当連結会計期間における当社の活動といたしましては、①「高付加価値の

SPOサービスの積極展開」、②「新サービスの開発」、③「グループリバイバルプランによる販売管理

費の削減」、④「ブランディング強化」を中心に取り組んでまいりました。 

①「高付加価値のSPOサービスの積極展開」においては、当社独自のPPRシステム（P&P Reporting

System）*1を活用したSPOサービスを、特に請負化が進んでいる移動体通信分野におきまして積極的に提

案してまいりました。その結果、下期より多数の大型案件がスタートいたしました。 

②「新サービスの開発」におきましては、「集客」を目的とした新サービスの開発及び既存サービス

の強化に取り組み、昨年度より注力してまいりましたデジタルサイネージ事業のサービス拡充や、携帯

電話を活用した店舗への集客支援サービス、海外事業として「訪日ツアー紹介サービス」等を開発、展

開してまいりました。 

③「グループリバイバルプランによる販売管理費の削減」につきましては、P&Pグループリバイバル

プランに基づき、不動産賃料等をはじめとした各種契約料金の見直し、不採算拠点の閉鎖、グループ内

での人員配置見直し等により、販売管理費の削減を実現いたしました。 

④「ブランディング強化」におきましては、平成22年10月1日付けで、新スローガン「ともに変え

る、ともに変わる。 For Your Vision」を掲げ、同時にオリジナルキャラクター「アンドピピ」を作成

し、当社グループの知名度の向上に取り組んでまいりました。 

この結果、当連結会計期間の売上高は21,478,153千円（前年同期比2.1%減）と減収となった一方で、

営業利益は544,173千円（前年同期比45.1%増）、経常利益は541,939千円（前年同期比43.5%増）、当期

純利益は267,764千円（前年同期比297.8%増）と増益を達成いたしました。 

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

・当期の経営成績
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セグメントの業績を示すと、次の通りであります。 

(イ) 事業部門別 

 (ⅰ) アウトソーシング事業 

アウトソーシング事業では、付加価値の高いSPOサービスの積極的な提案を行い、多数の大型案

件の受注に成功いたしました。その結果、当連結会計期間の売上高は、6,870,141千円となりまし

た。 

 (ⅱ) 人材派遣事業 

人材派遣事業では、一般事務派遣の案件は縮小の傾向が続いたものの、拡大するテレマーケティ

ング市場に対して、コールセンター案件の獲得に向けてリソースを投入してまいりました。その結

果、当連結会計期間の売上高は、14,608,011千円となりました。 

(ロ) 取扱商材分野別 

 (ⅰ) SPOサービス 

SPOサービスでは、クライアントの販促予算が縮小し、競合他社との競争が激化する中、PPRシス

テム等を活用し、高付加価値な請負案件の拡大に注力いたしました。その結果、当連結会計期間の

売上高は、11,680,713千円となりました。 

 (ⅱ) ストアサービス 

ストアサービスにおいては、GMSやスーパーマーケット等の流通系クライアントの業績の影響で

コスト削減の動きが強まる中、グループ内において全国的な情報共有を行い効率的な営業活動に注

力するとともに、店舗集客や販促支援といった、これまでの人的サービスにとどまらないサービス

展開を推し進めてまいりました。その結果、当連結会計期間の売上高は、1,991,091千円となりま

した。 

 (ⅲ) 人材サービス 

人材サービスでは、一般事務派遣に対する企業のニーズが低下している一方で、非コア業務のア

ウトソーシング化を進める企業によるテレマーケティングサービスの利用が増加しており、それに

伴うコールセンター系業務の営業活動に注力いたしました。その結果、当連結会計期間の売上高

は、5,998,886千円となりました。 

（ⅳ）棚卸サービス 

棚卸サービスでは、クライアントである小売・流通企業の業績低迷により、棚卸回数の削減や競

争環境が激化する中、業務オペレーションの効率化等を推進してまいりました。その結果、当連結

会計期間の売上高は、1,807,461千円となりました。 

(ハ) 地域別 

 (ⅰ) 東日本 

東日本地域においては、全国一括受注案件の獲得や新規サービスの展開等に注力した結果、当連

結会計期間の売上高は、14,255,291千円となりました。 

 (ⅱ) 西日本 

西日本地域においては、高付加価値のSPOサービスの積極的な提案等を推進した結果、当連結会

計期間の売上高は、7,222,862千円となりました。 

  

（注）*1：PPRシステム（P&P Reporting System）とは、独自で開発したシステムであり、WEB環境を用い、日本全国

どこであっても、リアルタイムに必要な情報を報告できるシステムとなっております。独自に開発しているた

め、汎用性があり、お客様の要望に合わせたカスタマイズが可能なシステムです。 

  

次期のわが国経済の見通しといたしましては、本年3月に発生した東日本大震災の影響による電力供

給不足や自粛ムードによる消費の落ち込み等が予想され、今後も依然として不透明な状況が続くものと

・次期の見通し
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思われます。 

また、当社グループの事業環境におきましても、企業による販促キャンペーンの自粛継続や、労働者

派遣法改正の動き等、先行きの見えない状況が予想されております。 

このような環境の中、当社グループといたしましては、引き続き当社独自のＳＰＯサービスの強化、

拡大に注力するとともに、現状のサービスや組織の枠に固執することなく、能動的にそれらを変化させ

ていく必要があると考えており、2010年10月に制定いたしました新スローガン「ともに変える、ともに

変わる。 For Your Vision」の下、事業を推進してまいります。 

まず、組織力の強化といたしまして、業務支援システムの拡充やブランド力の向上等による営業力の

強化を行うとともに、グループ内での事業及び組織の再編に取り組んでまいります。これらによりこれ

まで強みを持っていた販売現場への人的サービスの提供にとどまらず、その隣接領域に対する営業展開

を強化してまいります。 

次に、今後の収益の柱となる新規事業の開発及び展開を推進してまいります。特に、東アジア地域へ

の事業展開を目指したインバウンド及びアウトバウンドサービスの拡大、そして、Webを活用したSPOサ

ービスの開発に注力してまいります。 

さらに、今後の事業展開のための基盤強化といたしまして、引き続き当社の事業領域の更なる強化

と、その隣接領域への展開を目的としたM&A及び事業提携を積極的に推進してまいります。 

これらの見通しを前提といたしまして、平成24年３月期の連結業績見通しにつきましては、連結売上

高22,800,000千円（当期比6.2％増）、連結営業利益590,000千円（当期比8.4％増）、連結経常利益

590,000千円（当期比8.9％増）、連結当期純利益300,000千円（当期比12.0％増）を見込んでおりま

す。 

なお、次期の見通しにつきましては、予測しない経済状況の変化等により変動する場合があり、当社

として保証するものではないことをご了承ください。 
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① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当連結会計年度末の総資産は5,406,183千円（前連結会計年度末比0.8％増）となりました。流動資産

は現金及び預金が90,333千円及び商品が10,342千円等増加しましたが、売掛金が65,965千円減少し

4,355,033千円となりました。固定資産は、有形固定資産が2,493千円減少し、143,202千円となりまし

た。無形固定資産はソフトウェアが34,598千円減少したこと等により、332,960千円となりました。投

資その他資産は、関係会社株式が41,675千円増加したこと等により571,307千円となりました。繰延資

産は、償却2,759千円により3,679千円となりました。 

（負債） 

当連結会計年度末の負債は2,404,331千円（前連結会計年度末比3.1％減）となりました。流動負債は

買掛金が108,925千円、未払金が18,814千円、預り金が9,155千円等減少し、未払法人税等が45,939千円

増加したこと等により、差し引き89,669千円減少し2,175,475千円となりました。また、固定負債は役

員退職慰労引当金が16,038千円増加したこと等により、228,856千円となりました。 

（純資産） 

当連結会計年度末の純資産は3,001,852千円（前連結会計年度末比4.1％増）となりました。資本金及

び資本剰余金は、ストック・オプションの行使により17,001千円増加しており、利益剰余金は、当期純

利益の計上267,764千円、剰余金の配当93,041千円を差し引き174,723千円増加し、1,123,888千円とな

りました。また、少数株主持分は、連結子会社の株式追加取得により、100％子会社となったため該当

しなくなりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、90,333千円増加し1,830,759千円となり

ました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上509,015千円、非現金支出

項目である減価償却費113,529千円、のれん償却額81,694千円のほか、売上債権の減少68,082千円等

によるキャッシュ・フローの増加要因があり、仕入債務の減少108,925千円、未払金及び未払費用の

減少31,904千円等によるキャッシュ・フロー減少要因・法人税等の支払額201,156千円等により差し

引き442,308千円となりました。 

（投資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・フローは、子会社株式取得による支出197,775千円、有形固定資産の

取得による支出59,182千円、無形固定資産の取得による支出15,612千円等により差し引き△276,277

千円となりました。 

（財務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・フローは、ストック・オプション行使による収入17,001千円がありま

したが、配当金の支払による支出92,698千円により、差し引き△75,697千円となりました。 

  

（２）財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
  

 （注）各指標の算出は、以下の算式を使用しております。 

    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／営業キャッシュ・フロー 

    インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

   ※ 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。 

当社は利益配分について、株主への利益還元を重要な課題と考え、今後の事業展開のための財務体質

の充実を勘案しながら、安定した配当を継続的に行っていくことを基本方針としております。 

なお、当期の配当金につきましては、年間１株あたり普通配当900円00銭、記念配当100円00銭(創業

25周年記念配当)を予定しております。 

① 個人情報の管理について 

平成17年４月より施行された個人情報保護法は、当社及び人材ビジネス業界にも影響があり、それに

対する取組みを誤れば、企業の存続に影響が生じる可能性があります。 

当社では、この問題を重視し、従来より規定している個人情報管理規程を見直したうえで運用を厳格

化しております。さらに、財団法人 日本情報処理開発協会が認定するプライバシーマークを取得（第

10860391(03)号）するなど、個人情報管理体制の強化を行っております。 

従いまして、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、当社業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

 ② 社会保険（健康保険・厚生年金保険）の加入及び料率改定の影響について 

社会保険適用事業所が社員を雇用する場合、健康保険法及び厚生年金保険法により、社員を社会保険

に加入させる義務があります。これにより、現場業務を担当するスタッフを含めた当社の雇用する労働

者で社会保険適用該当者については、社会保険への加入を徹底しておりますが、今後加入対象者の要件

が変更になった場合には、当社スタッフの加入対象者が増加します。また、平成16年の年金制度改革に

より、厚生年金保険料の料率は、平成29年まで段階的に引き上げられることから、平成29年まで毎年

0.177％ずつ引上げられ、会社負担が毎年増加していく事が決定しております。 

このように、社会保険制度の改正による保険料率や被保険者の範囲等に変更がある場合には、当社業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率(％) 52.4 55.5

時価ベースの自己資本比率(％) 39.5 36.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(％) ─ ─

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) △25.1 65.4

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

（４）事業等のリスク
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 ③  スタッフの確保について 

当社の事業における重要な要素の一つは、現場業務を担当するスタッフであります。当社事業の継続

的な発展は、質の高いスタッフの確保如何にかかっていると言っても過言ではありません。今後受注量

をさらに拡大させていくためには、スタッフ確保対策を一層強化していく必要があります。 

そこで当社は、募集方法を多様化し、ＷＥＢ媒体に重点を置いた募集方法を採用するとともに、採用

拠点の多様化など、求職者にとって応募しやすい環境を整えてまいります。さらに採用したスタッフの

能力に合わせた独自のステップアップ研修メニューを実施することで、質の高いスタッフの確保及び採

用可能なスタッフの範囲拡大を図っていく所存であります。今後計画通りにスタッフの確保ができない

場合には、当社の成長の制約要因となる可能性があります。 

 ④  競合について 

当社が行うアウトソーシング事業及び人材派遣事業については、既に上場している会社を含めて競合

会社が多数存在しております。また、比較的参入が容易なことから、競合がさらに激化する可能性もあ

ります。当社においては、スタッフへの教育・研修、コンプライアンス体制の構築、個人情報管理体制

の整備、商品コンセプトの提案から現場での販売促進、消費者の反応のフィードバックから販売状況等

の分析までワンストップでサービスの提供を行う、販売支援のワンストップソリューション企業として

サービスを展開することにより、付加価値を高め、競合会社との差別化を図り、競合に打ち勝つべく努

力していく方針でありますが競争激化に伴う低価格化等の動向によっては、業績に影響を及ぼす可能性

があります。 

 ⑤  全国展開への対応について 

クライアントの販促における展開が、マスメディア媒体を中心としたものから、現場を中心とした直

接的な販促活動に移行しつつあることにより、当社は、全国拠点網を活かし、クライアントの全国一括

受注ニーズにタイムリーに対応する体制を充実させ、受注体制の強化を図ってきております。しかしな

がら、これらの全国一括受注への対応が適切に行われない場合には、当社の成長の阻害要因になる可能

性があります。 

 ⑥ 代表取締役及びその近親者の出資する会社との関係について 

当社代表取締役である山室正之及びその近親者、並びにそれらの者が議決権の過半数を保有する会社

が当社の議決権の過半数を所有しており、山室正之は支配株主に該当いたしますが、コーポレートガバ

ナンス体制を十分に機能させることにより、適切な事業運営に努めております。 

 ⑦  法的規制について 

当社は、労働者派遣法に基づく厚生労働大臣の「一般労働者派遣事業」の許可を取得し、人材派遣事

業を営んでおり、労働者派遣法に基づく規制を受けております。また、職業安定法に基づく有料職業紹

介事業も行っており、職業安定法に基づく規制を受けております。その他、当社が行うアウトソーシン

グ事業及び人材派遣事業に適用のある労働基準法などをはじめとした労働関連法令について、労働市場

を取り巻く社会情勢の変化などに応じて、改正ないし解釈の変更などがあった場合、当社の事業計画・

業績にもその影響を与える可能性があります。 
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当社（株式会社ピーアンドピー：Ｐ＆Ｐ）グループは、子会社3社（株式会社ピーアンドピー・イン

ベックス：ＰＰＩ、株式会社ピーアンドピー・キャリア：ＰＰＣ、株式会社ジャパンプロスタッフ：Ｊ

ＰＳ）により構成されており、アウトソーシング（セールス・プロセセス・アウトソーシング）事業及

び人材サービス事業（人材派遣・人材紹介）を主たる事業としております。 

（事業系統図） 

２．企業集団の状況
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当社グループは、「クライアントに役立ち円滑な商品流通を実現して消費者文化の向上に貢献す

る」、「働く人に充分な教育研修を行い顧客満足度を高める」、「社業を通じてクライアントと働く人

の成長発展に貢献する」ことを経営理念として掲げ、クライアント、働く人、消費者へ貢献すること

が、ひいては当社グループの成長発展へと繋がっていくと考えております。これを基に「ともに変え

る、ともに変わる。 For Your Vision」を基本方針に据え、常にクライアント、働く人、消費者への貢

献度を高める事を念頭に置いたサービスの拡充、付加価値の創造を行っていくと同時に、コンプライア

ンス体制・内部統制の強化を継続的に行うことで、社会的責任を果たし、継続的かつ安定的な企業成長

を目指し、全てのステークホルダーの皆様にとって、価値のある企業グループとなることを目指してま

いります。 

当社グループは、これまでメーカー等の営業部隊の一員として、量販店など小売店への営業促進から

店頭販売に至るまでのセールス・プロセス活動をトータルに支援するＳＰＯ事業を事業の中核として取

り組んでまいりました。今後は、ＳＰＯ事業のさらなる強化として、人材サービスだけでなく、商品コ

ンセプトや販促手法の提案から、マーケティング調査、分析までを行えるように事業の拡充を進める一

方、ＳＰＯ事業の新たな展開としてＷｅｂサービスや海外事業等の新規分野にも積極的に取り組み、付

加価値の向上に努めてまいる所存です。そうした戦略により、売上規模の拡大と利益率の向上を図り、

当社グループは３年で連結売上高500億円、連結営業利益率6.0%を目指してまいります。 

事業の安定性とリスク分散を鑑み、今後は新たな事業分野の柱となる新規商材及び、新規分野の開拓

にも積極的に取り組み、更なる企業価値の創造に邁進していく所存です。また、全てのステークホルダ

ーに対し、「知名度の向上」を図るため、昨年10月に制定いたしました当社キャラクター「アンドピ

ピ」を活用し、積極的な企業PR活動を行う事で、当社グループの企業ブランド向上に注力してまいりま

す。 

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）中長期的な会社の経営戦略及び目標とする経営指標

（３）会社の対処すべき課題
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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22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,740,425 1,830,759

売掛金 2,408,122 2,342,157

商品 5,082 15,425

前払費用 89,044 113,273

繰延税金資産 40,836 36,206

その他 35,331 20,927

貸倒引当金 △4,319 △3,716

流動資産合計 4,314,524 4,355,033

固定資産

有形固定資産

建物 86,127 107,451

減価償却累計額 △22,606 △25,432

建物（純額） 63,520 82,018

車両運搬具 14,593 13,950

減価償却累計額 △11,901 △2,444

車両運搬具（純額） 2,692 11,505

工具、器具及び備品 216,895 219,483

減価償却累計額 △139,459 △169,804

工具、器具及び備品（純額） 77,435 49,678

建設仮勘定 2,047 －

有形固定資産合計 145,695 143,202

無形固定資産

ソフトウエア 120,707 86,109

電話加入権 11,802 11,802

のれん 236,319 235,048

無形固定資産合計 368,829 332,960

投資その他の資産

投資有価証券 8,738 8,309

関係会社株式 14,897 56,572

破産更生債権等 30,058 27,941

長期前払費用 11,698 9,815

繰延税金資産 86,541 97,303

差入保証金 313,881 299,160

保険積立金 83,879 91,100

その他 7,151 7,027

貸倒引当金 △28,227 △25,923

投資その他の資産合計 528,618 571,307

固定資産合計 1,043,144 1,047,470
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

繰延資産

開業費 6,439 3,679

繰延資産合計 6,439 3,679

資産合計 5,364,108 5,406,183

負債の部

流動負債

買掛金 1,478,018 1,369,093

未払金 290,977 272,162

未払費用 118,991 115,638

未払法人税等 117,124 163,063

未払消費税等 139,028 160,557

預り金 67,131 57,975

賞与引当金 18,057 29,241

その他 35,815 7,742

流動負債合計 2,265,144 2,175,475

固定負債

長期未払金 15,185 13,325

退職給付引当金 2,768 2,346

役員退職慰労引当金 197,147 213,185

固定負債合計 215,100 228,856

負債合計 2,480,244 2,404,331

純資産の部

株主資本

資本金 1,375,589 1,384,091

資本剰余金 544,123 552,622

利益剰余金 949,165 1,123,888

自己株式 △58,427 △58,427

株主資本合計 2,810,450 3,002,175

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 77 △322

その他の包括利益累計額合計 77 △322

少数株主持分 73,335 －

純資産合計 2,883,863 3,001,852

負債純資産合計 5,364,108 5,406,183
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

 連結損益計算書

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 21,934,227 21,478,153

売上原価 17,952,105 17,426,898

売上総利益 3,982,122 4,051,254

販売費及び一般管理費 3,607,182 3,507,080

営業利益 374,939 544,173

営業外収益

受取利息及び配当金 4,033 882

その他 8,379 8,682

営業外収益合計 12,412 9,565

営業外費用

支払利息 5,518 6,766

その他 4,116 5,033

営業外費用合計 9,635 11,799

経常利益 377,715 541,939

特別利益

固定資産売却益 － 450

貸倒引当金戻入額 4,141 310

役員退職慰労引当金戻入額 6,303 7,260

移転補償金 － 11,355

特別利益合計 10,444 19,376

特別損失

前期損益修正損 22,761 1,512

固定資産除却損 776 13,493

事務所移転費用 11,641 4,192

事業構造改善費用 84,320 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 32,139

和解金 13,000 963

特別損失合計 132,499 52,301

税金等調整前当期純利益 255,660 509,015

法人税、住民税及び事業税 201,013 244,767

法人税等調整額 △13,707 △5,858

法人税等合計 187,305 238,909

少数株主損益調整前当期純利益 － 270,105

少数株主利益 1,037 2,340

当期純利益 67,317 267,764
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 連結包括利益計算書

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 － 270,105

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △399

その他の包括利益合計 － △399

包括利益 － 269,706

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 269,706

少数株主に係る包括利益 － －
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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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,375,589 1,375,589

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） － 8,502

当期変動額合計 － 8,502

当期末残高 1,375,589 1,384,091

資本剰余金

前期末残高 544,123 544,123

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） － 8,498

当期変動額合計 － 8,498

当期末残高 544,123 552,622

利益剰余金

前期末残高 969,720 949,165

当期変動額

剰余金の配当 △87,872 △93,041

当期純利益 67,317 267,764

当期変動額合計 △20,554 174,723

当期末残高 949,165 1,123,888

自己株式

前期末残高 △58,427 △58,427

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △58,427 △58,427

株主資本合計

前期末残高 2,831,005 2,810,450

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） － 17,001

剰余金の配当 △87,872 △93,041

当期純利益 67,317 267,764

当期変動額合計 △20,554 191,725

当期末残高 2,810,450 3,002,175
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △1,963 77

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

2,040 △399

当期変動額合計 2,040 △399

当期末残高 77 △322

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △1,963 77

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

2,040 △399

当期変動額合計 2,040 △399

当期末残高 77 △322

少数株主持分

前期末残高 72,298 73,335

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,037 △73,335

当期変動額合計 1,037 △73,335

当期末残高 73,335 －

純資産合計

前期末残高 2,901,340 2,883,863

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） － 17,001

剰余金の配当 △87,872 △93,041

当期純利益 67,317 267,764

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,077 △73,735

当期変動額合計 △17,477 117,989

当期末残高 2,883,863 3,001,852
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（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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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 255,660 509,015

減価償却費 105,154 113,529

のれん償却額 62,207 81,694

開業費償却額 2,759 2,759

有形固定資産売却損益（△は益） － △450

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,226 △2,907

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,455 11,183

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,051 16,038

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △19,000 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 17,807

受取利息及び受取配当金 △4,033 △882

支払利息 5,518 6,766

売上債権の増減額（△は増加） 367,752 68,082

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,201 △7,612

前払費用の増減額（△は増加） △29,393 △24,228

仕入債務の増減額（△は減少） △223,742 △108,925

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △303,292 △31,904

前受金の増減額（△は減少） 14,923 △31,318

未払消費税等の増減額（△は減少） △101,167 21,529

その他 31,677 9,174

小計 148,644 649,348

利息及び配当金の受取額 4,033 882

利息の支払額 △5,518 △6,766

法人税等の支払額 △285,852 △201,156

営業活動によるキャッシュ・フロー △138,693 442,308

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △238 △245

子会社株式の取得による支出 △14,897 △197,775

有形固定資産の取得による支出 △65,099 △59,182

有形固定資産の売却による収入 － 450

無形固定資産の取得による支出 △33,627 △15,612

差入保証金の差入による支出 △7,429 △21,028

差入保証金の回収による収入 － 17,274

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

6,988 －

その他 △18,590 △159

投資活動によるキャッシュ・フロー △132,893 △276,277

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △86,843 △92,698

ストックオプションの行使による収入 － 17,001

財務活動によるキャッシュ・フロー △86,843 △75,697

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △358,430 90,333

現金及び現金同等物の期首残高 2,098,856 1,740,425

現金及び現金同等物の期末残高 1,740,425 1,830,759
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該当事項はありません。 

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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  ３社 

  連結子会社の名称 

    ㈱ピーアンドピー・インベックス 

    ㈱ジャパンプロスタッフ 

  ㈱ピーアンドピー・キャリア

 なお、㈱ピーアンドピー・キャリアにつ

いては、平成21年７月１日付で、ラディア

ホールディングス株式会社の連結子会社

で、ラディアホールディングス・プレミア

株式会社が所有する、同じくラディアホー

ルディングス株式会社の連結子会社である

株式会社プレミア・スタッフの発行済株式

の100％をラディアホールディングス・プレ

ミア株式会社より取得いたしました。当該

取得により株式会社プレミア・スタッフ

（平成21年10月１日付で株式会社ピーアン

ドピー・キャリアに商号変更）を連結の範

囲に含めております。 

また、平成21年10月１日付で株式会社ピー

アンドピーを存続会社として、連結対象の

100％子会社である株式会社ピーアンドピー

コンシューマーズを吸収合併しました。こ

れにより株式会社ピーアンドピーコンシュ

ーマーズを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等

(イ)会社名

  迎倍客股份有限公司

(ロ)連結の範囲から除いた理由

 非連結会社である迎倍客股份有限公司は、

小規模会社であり、合計の総資産、売上

高、当期純損益及び利益剰余金（持分に見

合う額）等は、連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためであります。

（1）連結子会社の数  ３社 

  連結子会社の名称 

    ㈱ピーアンドピー・インベックス 

    ㈱ジャパンプロスタッフ 

  ㈱ピーアンドピー・キャリア

 ① ㈱ピーアンドピー・インベックスは、 

   株式の追加取得により、平成22年11月30 

   日付で、100％子会社となっておりま  

  す。 

 ② ㈱ジャパンプロスタッフは、株式会社 

  ベルパ ークからの株式の追加取得によ 

   り、平成22年６月１日付で、100%子会社 

   となっております。 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

（2）主要な非連結子会社の名称等

(イ)会社名

  迎倍客股份有限公司

(ロ)連結の範囲から除いた理由

 非連結会社である迎倍客股份有限公司は、

小規模会社であり、合計の総資産、売上

高、当期純損益及び利益剰余金等は、連結

財務諸表に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。

２．持分法の適用に関

する事項

持分法適用会社はありません。    同左

３．連結子会社の事業

年度等に関する事

項

 連結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。

   同左
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前連結会計年度

(自  平成21年４月１日
 至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

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

(イ)満期保有目的の債券

    償却原価法（定額法）

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①  有価証券

(イ)満期保有目的の債券

    同左

(ロ)その他有価証券

  時価のあるもの

  決算期末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）

(ロ)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

(ハ)関係会社株式

 移動平均法による原価法

  時価のないもの

 同左

(ハ)関係会社株式

   同左

②  たな卸資産

商品

  移動平均法（貸借対照表価額につい

ては、収益性の低下による簿価切下げ

の方法）

②  たな卸資産

商品

  同左
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前連結会計年度

(自  平成21年４月１日
 至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

４．会計処理基準に関

する事項

(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）

(イ)平成19年３月31日以前に取得した

もの

  旧定率法によっております。ただ

し、平成10年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除く）について

は旧定額法を採用しております。ま

た、取得価額の５％に到達した期の翌

期より、取得価額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間にわたり均等償

却し、減価償却費に含めて計上してお

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）

(イ)平成19年３月31日以前に取得した

もの

同左

(ロ)平成19年４月１日以降に取得した

もの

  定率法によっております。ただし、

建物（建物附属設備を除く）について

は定額法を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

  建物                  ３～15年 

  車両運搬具            ２～６年 

  工具器具備品          ３～８年

(ロ)平成19年４月１日以降に取得した

もの

同左

②  無形固定資産（リース資産を除く）

  定額法を採用しております。なお、

ソフトウェア(自社利用分)について

は、社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法を採用しております。

②  無形固定資産（リース資産を除く）

同左

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

額をゼロとする定額法を採用しており

ます。

③  リース資産

同左

(3) 重要な繰延資産の処理方法

開業費

 開業費は、５年間にわたって毎期均等

償却しております。

(3) 重要な繰延資産の処理方法

開業費

 同左
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前連結会計年度

(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

４．会計処理基準に関

する事項

(4) 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。

(4) 重要な引当金の計上基準

①  貸倒引当金

同左

②  賞与引当金

  従業員の賞与の支払に備えるため、

支給見込額のうち当連結会計年度に対

応する金額を計上しております。

②  賞与引当金

同左

③  役員退職慰労引当金

  役員退職慰労金の支出に備えるた

め、役員退職慰労金規程に基づく期末

要支給額を計上しております。

③  役員退職慰労引当金

同左

④  役員賞与引当金

  役員賞与の支払に備えるため、当連

結会計年度における支給見込額に基づ

き、当連結会計年度に見合う分を計上

しております。 

 当連結会計年度は期首作成の事業計 

画の達成状況を勘案し役員賞与の支給 

を行わないこととしました。

④  役員賞与引当金

同左

⑤  退職給付引当金

  一部の連結子会社は、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を計上しており

ます。なお、退職給付債務の算定にあ

たり、簡便法を採用しております。

⑤  退職給付引当金

       同左

―――――

  

(5) のれんの償却方法及び償却期間

のれんは、５年間で均等償却しておりま

す。

――――― (6) 連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金の範囲

 連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、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が到来する短期

的な投資からなっております。

(5) その他連結財務諸表作成のための重要 

  な事項 

 消費税等の会計処理 

   消費税及び地方消費税の会計処理は、 

 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

消費税等の会計処理

同左
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前連結会計年度

(自  平成21年４月１日
 至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

５．連結子会社の資産

及び負債の評価に

関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価方法 

は、全面時価評価法によっております。

―――――

６．のれん及び負のの

れんの償却に関す

る事項

 のれんは、５年間で均等償却しておりま

す。

―――――

７．連結キャッシュ・

フロー計算書にお

ける資金の範囲

  連結キャッシュ・フロー計算書における

資金(現金及び現金同等物)は、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

内に償還期限が到来する短期的な投資から

なっております。

―――――
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当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号平成22年６月30日）

を適用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連

結会計年度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載しております。

  

（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

会計方針の変更

前連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

――――― （資産除去債務に関する会計基準等）

 当連結会計年度より、「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、当連結会計年度の営業利益及び経常利益

が3,768千円減少し、税金等調整前当期純利益が35,907

千円減少しております。

表示方法の変更

前連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

――――― （連結損益計算書関係）

 当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)に基づ

き、財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成

21年３月24日  内閣府令第５号)の適用し、「少数株主

損益調整前当期純利益」の科目を表示しております。

【追加情報】
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当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

  

    当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

 
  

   当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

 
  

（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22年３月31日)

当連結会計年度 
(平成23年３月31日)

 １  当社グループは、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行５行と貸出コミットメント契約を締結

しております。当連結会計年度末における貸出コミ

ットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりで

あります。

貸出コミットメントの総額 2,000,000 千円

借入実行残高 ─ 千円

差引額 2,000,000 千円

 １  当社グループは、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と貸出コミットメント契約を締結

しております。当連結会計年度末における貸出コミ

ットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりで

あります。

貸出コミットメントの総額 2,000,000 千円

借入実行残高 ─ 千円

差引額 2,000,000 千円

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

※１  販売費及び一般管理費は、全て一般管理費に属す

る費用であります。主要な費目及び金額は次のとお

りであります。

従業員給与 1,530,896千円

法定福利費 258,973千円

賃借料 406,992千円

減価償却費 56,841千円

貸倒引当金繰入額 6,667千円

賞与引当金繰入額 17,547千円

役員退職慰労引当金繰入額 32,348千円

退職給付費用 794千円

採用教育費 300,723千円

のれん償却費 62,207千円

※１  販売費及び一般管理費は、全て一般管理費に属す

る費用であります。主要な費目及び金額は次のとお

りであります。

従業員給与 1,472,067千円

法定福利費 204,083千円

賃借料 390,816千円

減価償却費 66,509千円

貸倒引当金繰入額 469千円

賞与引当金繰入額 29,130千円

役員退職慰労引当金繰入額 27,298千円

退職給付費用 580千円

採用教育費 315,823千円

のれん償却費 81,694千円

※２  前期損益修正損の内訳は次のとおりであります。

過年度給与 22,761千円

※２  前期損益修正損の内訳は次のとおりであります。

過年度支払手数料 1,512千円

(連結包括利益計算書関係)

親会社株主に係る包括利益 69,357千円

少数株主に係る包括利益   1,037  〃 

計 70,395千円

その他有価証券評価差額金 2,040千円

計 2,040千円
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該当事項はありません。 

  

 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(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) 105,251 ─ ─ 105,251

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) 1,872 ─ ─ 1,872

３．新株予約権等に関する事項

４．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６月23日 
定時株主総会

普通株式 87,872 850 平成21年３月31日 平成21年６月24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６月22日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 93,041 900 平成22年３月31日 平成22年６月23日
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（変動事由の概要） 

 ストック・オプションの権利行使による増加  4,080株 

 
  

該当事項はありません。 

  

 
  

次の通り決議を予定しております。 

 
(注) 平成23年3月期期末配当金の内訳 普通配当900円00銭 記念配当100円00銭(創業25周年記念配当) 

  

当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23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) 105,251 4,080 ― 109,331

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) 1,872 ― ― 1,872

３．新株予約権等に関する事項

４．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22年６月22日 
定時株主総会

普通株式 93,041 900 平成22年３月31日 平成22年６月23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23年６月22日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 107,459 1,000 平成23年３月31日 平成23年６月23日
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前連結会計年度(平成22年３月31日) 

その他有価証券で時価のあるもの 
       (単位：千円) 

 
  

当連結会計年度(平成23年３月31日) 

その他有価証券で時価のあるもの 
       (単位：千円) 

 
  

(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21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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

※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 1,740,425 千円

有価証券 ― 千円

  計 1,740,425 千円

預入期間３か月超の定期預金 ─ 千円

MMF及びCP以外の有価証券 ─ 千円

  現金及び現金同等物 1,740,425 千円
 

(平成23年３月31日現在)

現金及び預金 1,830,759 千円

有価証券 ― 千円

 計 1,830,759 千円

預入期間３か月超の定期預金 ─ 千円

MMF及びCP以外の有価証券 ─ 千円

 現金及び現金同等物 1,830,759 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

      株式会社ピーアンドピー・キャリア

流動資産 1,298,808 千円

固定資産 62,168 千円

  資産合計 1,360,977 千円

流動負債 1,257,075 千円

固定負債 23,150 千円

  負債合計 1,280,225 千円

※２         ―――――

   

(有価証券関係)

区分 連結貸借対照表計上額 取得原価 差額

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

株式 8,738 8,608 130

合計 8,738 8,608 130

区分 連結貸借対照表計上額 取得原価 差額

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

株式 8,309 8,853 △544

合計 8,309 8,853 △544
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前連結会計年度（自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日） 

共通支配下の取引等 

１. 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結 

 合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

（１）結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容  

   事業の名称：当社の連結子会社である株式会社ピーアンドピーコンシューマーズの携帯電    

         話販売事業  

   事業の内容：主として一般消費者向け携帯電話販売事業を行っております。 

（３）結合後企業の名称 

    株式会社ピーアンドピー 

（４）取引の目的を含む取引の概要 

    株式会社ピーアンドピーコンシューマーズは、主として一般消費者向けに携帯電話ショ 

   ップを営む株式会社ピーアンドピーの100％子会社でありましたが、株式会社ピーアンドピ 

   ーグループの管理業務の効率化を図るため、平成21年10月１日付けで株式会社ピーアンド  

   ピーを存続会社として株式会社ピーアンドピーコンシューマーズを吸収合併しました。 

２. 実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日公表分）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19年 

  11月15日公表分）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。 

  

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

(企業結合等関係)

  （２）企業結合の法的形式 

     株式会社ピーアンドピーを存続会社とし、100％子会社である株式会社ピーアンドピーコ 

    ンシューマーズを消滅会社とする吸収合併方式。
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前連結会計年度（自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日） 

 
（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

      ２．各区分に属する主要なサービス 

  (1) アウトソーシング事業…小売店等における営業促進から店頭販売までのセールス・プロセス活動のトー 

                            タル・アウトソーシングサービス、棚卸代行サービス 

  (2) 人材派遣事業…小売店等における営業促進・販売スタッフの派遣サービス、人材紹介サービス 

  

前連結会計年度（自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日） 

在外子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（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。 

  

【セグメント情報等】

(事業の種類別セグメント情報)

アウトソーシ
ング事業 
（千円）

人材派遣事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社 
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ  売上高及び営業損益

(1) 外部顧客に対する売上高 6,749,018 15,185,209 21,934,227 ─ 21,934,227

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 6,749,018 15,185,209 21,934,227 ─ 21,934,227

  営業費用 6,439,914 15,119,374 21,559,288 ─ 21,559,228

  営業利益 309,104 65,835 374,939 ─ 374,939

Ⅱ  資産、減価償却費及び資
本的支出

  資産 1,732,170 3,631,937 5,364,108 ─ 5,364,108

  減価償却費 88,248 81,872 170,120 ─ 170,120

  資本的支出 166,670 158,760 325,430 ─ 325,430

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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１．報告セグメントの概要 

当社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およ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。 

 当社グループは、重点事業領域であるSPO事業を軸に、事業活動の特徴、法的規制を考慮した経営管理

上の区分によって、「アウトソーシング事業」及び「人材派遣事業」の２つを報告セグメントとしており

ます。 

 なお、「アウトソーシング事業」は放送・通信キャリア、一般消費材メーカー及び各関連企業を中心に

販売支援・営業支援業務を、「人材派遣事業」はコールセンター業務、事務・ＩＴ人材派遣、人材紹介

を、それぞれ主な業務としております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) 

従来までのセグメント情報の取扱いに基づく連結財務諸表のセグメント情報として、「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）等に準拠した場合と同様の情報が開

示されているため、記載を省略しております。 

  

(単位：千円) 

 
（注）セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

当連結会計年度より「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。 

【セグメント情報】

当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

報告セグメント
その他 合計アウトソーシン

グ事業
人材派遣事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 6,870,141 14,608,011 21,478,153 ― 21,478,153

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 6,870,141 14,608,011 21,478,153 ― 21,478,153

セグメント利益 457,561 86,612 544,173 ― 544,173

セグメント資産 1,838,139 3,568,044 5,406,183 ― 5,406,183

その他の項目

  減価償却費 95,254 102,728 197,983 ― 197,983

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

59,122 116,046 175,168 ― 175,168

(追加情報)
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セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないた 

め、記載はありません。 

  

(関連情報)

当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

２．地域ごとの情報

（１）売上高

（２）有形固定資産

３．主要な顧客ごとの情報
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(注)  算定上の基礎 

 １．１株当たり純資産額 

 
  

 ２．１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 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 27,186円64銭 27,934円86銭

１株当たり当期純利益 651円17銭 2,583円15銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 631円18銭 2,511円84銭

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 (千円) 2,883,863 3,001,852

純資産の部から控除する金額     (千円) 73,335 ―

控除する金額の主な内訳       (千円)

  少数株主持分 73,335 ―

普通株主に係る純資産の部の額    (千円) 2,810,528 3,001,852

普通株式の発行済株式数       (株) 105,251 109,331

普通株式の自己株式数        (株) 1,872 1,872

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数                (株)

103,379 107,459

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益    (千円) 67,317 267,764

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) 67,317 267,764

普通株式の期中平均株式数      (株) 103,379 103,658

当期純利益調整額          (千円) ─ ─

普通株式増加数(株) 3,274 2,942

  (うち新株引受権) 3,274 2,942

  (うち新株予約権) ─ ─

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

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

当社は、平成22年５月28日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社ジャパンプ

ロスタッフ（以下 「ジャパンプロスタッフ」）の発行済株式2,000株を株式会社ベルパーク（以下

「ベルパーク」）より追加取得し、当社の100％子会社とする旨を決議し、同日をもって株式譲渡契

約を締結いたしました。 

１.株式取得の目的 

当社は、平成20年６月１日付でベルパークよりジャパンプロスタッフの発行済株式の50％を取得

し、当該取得による支配力基準に基づき、当社の連結子会社、ベルパークの持分法適用会社とし

て、携帯電話ショップへの人材派遣事業を中心とした営業活動を勢力的に展開してまいりました。

このような状況の下、当社がジャパンプロスタッフを100％子会社とし、当社の有する人材サー

ビスのノウハウをもって運営することにより、ジャパンプロスタッフの経営判断の迅速化、携帯電

話から通信全般への事業の拡大及び当グループのシナジー効果が 大限発揮されることにより、更

なる業容拡大が見込まれることから当社にとってメリットがあるものと判断し、今般、ジャパンプ

ロスタッフの発行済株式の50％を追加取得することとする株式譲渡契約を締結いたしました。な

お、当該取得により、ジャパンプロスタッフは当社の100％子会社となります。 

２.株式取得の相手会社の名称 

株式会社ベルパーク 

３.追加取得する会社の概要 

商   号  株式会社ジャパンプロスタッフ 

 事業の内容  一般労働派遣事業、有料職業紹介事業 

 本店所在地  東京都新宿区新宿三丁目２７番４号 

 資本金の額  200,000千円 

４.株式取得の時期 

平成22年６月１日 

５.取得する株式の数、取得価格及び取得後の持分比率 

取得する株式の数    普通株式 2,000株 

 取得価額        120,000千円 

 取得後の持分比率    100％ 

６.支払資金の調達方法及び支払方法 

 自己資金による支払 

  

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

（開示の省略） 

 提出会社の個別財務諸表、リース取引、金融商品、デリバティブ取引、ストック・オプション、税効果会

計、資産除去債務、賃貸等不動産、関連当事者との取引等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ます。 

(重要な後発事象)
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