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平成23年５月13日に発表いたしました「平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」について、記載

事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。また、数値データにも訂

正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。 

 なお、訂正箇所は  （下線）を付して表示しております。 

  

記 

  

当社の連結子会社である株式会社ピーアンドピー・キャリア（以下「ＰＰＣ」）における不適切な会計処

理について、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を適用した結果、過大に計上されていた売

掛金、売上高、貸倒引当金等、過年度の連結財務諸表等の訂正が必要となりましたので、決算短信の訂正を

おこなうものであります。 

  

 

 

 
  

 

 
  

                                      平成23年11月7日

上 場 会 社 名 株式会社 ピーアンドピー

 （ＪＡＳＤＡＱ コード番号 ２４２６）

代  表  者 代表取締役社長        山室 正之

問合せ先責任者 取締役経営戦略本部長 白井 智章

TEL  (03)3359-7599

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

１．訂正理由

２．訂正箇所

サマリー情報

（訂正前）

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）
（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
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（訂正後） 

 

 

 
  

 

 
  

 

 

 
  

 

 
  

 
  

 
  

(％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 21,445 △2.2 511 36.4 509 34.8 235 249.3

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 237百万円(236.8％) 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 2,268 72 2,206 09 8.0 9.5 2.4

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

（訂正前）

（２）連結財政状態

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

（訂正後）

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 5,371 2,969 55.3 27,631 56

 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 2,969百万円 22年3月期 2,810百万円

（訂正前）

２．配当の状況

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

（訂正後）

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 44.1 3.5

24年3月期(予想) ― 0 00 ― 950 00 950 00 34.0
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（省略） 

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。 

  

（省略） 

この結果、当連結会計期間の売上高は21,445,512千円（前年同期比2.2%減）と減収となった一方で、

営業利益は511,581千円（前年同期比36.4%増）、経常利益は509,346千円（前年同期比34.8%増）、当期

純利益は235,172千円（前年同期比249.3%増）と増益を達成いたしました。 

  

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。 

（省略） 

（ロ） 取扱商材分野別 

（省略） 

 (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。 

（省略） 

（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。 

（省略） 

２ページ

（訂正前）

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

・当期の経営成績

（訂正後）

３ページ

（訂正前）
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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、6,837,501千円となりまし

た。 

（省略） 

（ロ） 取扱商材分野別 

（省略） 

 (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、5,966,246千円となりました。 

（省略） 

（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、14,222,650千円となりました。 

（省略） 

  

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。（省略） 

（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。 

（省略） 

（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。（省略） 

（訂正後）

５ページ

（訂正前）

（２）財政状態に関する分析
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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5,371,959千円（前連結会計年度末比0.1％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100,238千円減少し

4,320,808千円となりました。（省略） 

（負債） 

当連結会計年度末の負債は2,402,699千円（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91,301千円減少し2,173,843千円となりました。 

（省略） 

（純資産） 

当連結会計年度末の純資産は2,969,259千円（前連結会計年度末比3.0％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235,172千円、剰余金の配当93,041千円を差し引き142,130千円増加し、1,091,295千円とな

りました。（省略） 

  

② キャッシュ・フローの状況 

（省略） 

（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。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

（省略） 

（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476,422千円、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102,354千円等

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。 

  

（訂正後）

（２）財政状態に関する分析

５ページ

（訂正前）

（訂正後）
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
（省略） 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
（省略） 

６ページ

（訂正前）

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

（訂正後）

平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率(％) 52.4 55.3

時価ベースの自己資本比率(％) 39.5 36.2

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
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（訂正前）

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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（訂正後）

(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 2,307,884

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 △3,668

流動資産合計 4,314,524 4,320,808

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 5,371,959

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 139,028 158,925

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 2,173,843

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 2,402,699

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 1,091,295

自己株式 △58,427 △58,427

株主資本合計 2,810,450 2,969,582

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 2,969,259

負債純資産合計 5,364,108 5,371,959
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（訂正前）

（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

11



  

 
  

（訂正後）

（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 21,445,512

売上原価 17,952,105 17,426,898

売上総利益 3,982,122 4,018,613

販売費及び一般管理費 3,607,182 3,507,032

営業利益 374,939 511,581

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 377,715 509,346

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 255,660 476,422

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 － 237,513

少数株主利益 1,037 2,340

当期純利益 67,317 235,172
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（訂正前）

 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 － －

（訂正後）

（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 － 237,513

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 － 237,113

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 234,772

少数株主に係る包括利益 － 2,340

13



（３）連結株主資本等変動計算書

14ページ

（訂正前）

（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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（訂正後）

(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 67,317 235,172

当期変動額合計 △20,554 142,131

当期末残高 949,165 1,091,295

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 67,317 235,172

当期変動額合計 △20,554 159,132

当期末残高 2,810,450 2,969,582
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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 67,317 235,172

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 85,397

当期末残高 2,883,863 2,969,259
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書
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（訂正前）

（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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（訂正後）

（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 255,660 476,422

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 △2,955

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） 367,752 102,354

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 19,897

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

19



 
  

 
  

  

23ページ

（訂正前）

（８）連結財務諸表に関する注記事項

(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

（訂正後）

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 421千円

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
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（省略） 

(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。 

（省略） 

  

（省略） 

(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。 

（省略） 

29ページ

（訂正前）

【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

（訂正後）

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 6,837,501 14,608,011 21,445,512 ― 21,445,512

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 6,837,501 14,608,011 21,445,512 ― 21,445,512

セグメント利益 429,701 81,880 511,581 ― 511,581

セグメント資産 1,829,306 3,542,652 5,371,959 ― 5,371,959

その他の項目

  減価償却費 95,094 102,889 197,983 ― 197,983

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

58,935 116,233 175,168 ― 175,168
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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 

 
  

31ページ

（訂正前）

(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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(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 

（訂正後）

(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 27,631円56銭

１株当たり当期純利益 651円17銭 2,268円72銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 631円18銭 2,206円09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 2,969,259

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 2,969,259

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) 67,317 235,172

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) 67,317 235,172

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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