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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次

第５期

第１四半期

連結累計期間

第６期

第１四半期

連結累計期間

第５期

会計期間
自　平成23年６月１日

至　平成23年８月31日

自　平成24年６月１日

至　平成24年８月31日

自　平成23年６月１日

至　平成24年５月31日

売上高 （百万円） 45,901 51,270 181,498

経常利益 （百万円） 560 330 2,091

四半期(当期)純利益又は
四半期純損失(△)

（百万円） 111 △193 29

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 238 △104 679

純資産額 （百万円） 25,233 25,157 26,295

総資産額 （百万円） 58,012 68,492 70,889

１株当たり四半期（当期）純利益
又は１株当たり四半期純損失(△)

（円） 297.99 △517.74 78.78

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

（円） 297.68 － 76.61

自己資本比率 （％） 35.8 29.0 29.0

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　第６期第１四半期連結累計期間における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在

するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

　

２ 【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容に重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　
２ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものでありま

す。

　

(1)　業績の状況

　
①当第１四半期の経営成績

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要を背景に緩やかな回復が続いているものの、

欧州債務問題の再燃や中国経済減速などにより、先行きの不透明感が強まっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　このような環境のなか当社グループでは、多様化する顧客ニーズに対応するトータルソリューションを提

供する体制構築を目指し、新規領域への取り組みやＭ＆Ａ等を戦略的に展開しています。当期はインソーシ

ング（委託・請負）において、更なるサービスメニューの拡大を目的に、新たに連結子会社となったビー

ウィズ株式会社が加わったことにより提案領域が大幅に拡大しました。また地方自治体からの若年層や被

災者の就労支援事業では、同じく新規に連結子会社化したキャプラン株式会社が持つ教育研修事業との連

携も進み、受託が順調に推移したことから、売上は大幅に増加しました。またエキスパートサービス（人材

派遣）では、企業の派遣需要抑制は続いたものの、専門職派遣を中心に受注に回復の兆しが見られるなか、

Ｍ＆Ａ戦略も奏功し、売上が増加しました。またプレース＆サーチ（人材紹介）では特にＩＴ関連やメー

カーを中心に即戦力となる人材の採用が引き続き拡大したほか、グローバルソーシング（海外人材サービ

ス）も伸長しました。

　これらの結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は51,270百万円（前年同期比11.7％増）、連結売
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上総利益は9,517百万円（前年同期比12.1％増）となりました。

　また当期はリスクマネジメント対応としての機能分散とグループ重点戦略の一環である、ＢＰＯセンター

を備えた大阪拠点の開設や、兵庫県との受託事業を基盤に淡路島で地域活性化事業を展開していくための

先行投資も実施。結果、既存事業のコストは低減しているもののＭ＆Ａによる新規連結子会社の費用やのれ

ん償却、退職給付債務の割引率変更に伴う退職給付費用の一時的な増加があり、販管費は9,181百万円（前

年同期比16.4％増）となりました。

　その結果、連結営業利益は335百万円（前年同期比44.3％減）、連結経常利益は330百万円（前年同期比

41.0％減）、193百万円の連結四半期純損失（前年同期は四半期純利益111百万円）となりましたが、当社グ

ループの業態として利益が下期に偏重することから、計画通りの進捗となっております。

今後もさらに新規連結子会社とのグループシナジーを追求し、利益の拡大を目指してまいります。
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■連結業績

　 平成24年５月期

第１四半期

平成25年５月期

第１四半期
増減率

売上高 45,901百万円 51,270百万円 11.7％

営業利益 601百万円 335百万円 △44.3％

経常利益 560百万円 330百万円 △41.0％

四半期純損益 111百万円 △193百万円 －

　
②事業別の状況（セグメント間取引消去前）

　
ＨＲソリューション

エキスパートサービス(人材派遣)、インソーシング(委託・請負)他

売上高　44,449百万円　営業利益　603百万円
　

〔エキスパートサービス〕　　売上高　32,971百万円

　派遣職種の適正化影響によって企業の派遣需要が抑制された一方、専門職派遣を中心に受注には回復

の兆しが見られました。当社グループが注力する秘書などの育成型派遣が奏功したことに加え、キャプ

ラン株式会社や株式会社安川ビジネススタッフ等を連結子会社化したことにより、売上高は32,971百

万円（前年同期比4.9％増）となりました。尚、本年10月１日に施行された改正労働者派遣法では、日雇

い派遣の原則禁止等が盛り込まれましたが、当社における影響は軽微です。

　
〔インソーシング〕　　売上高　9,149百万円

　ビーウィズ株式会社を新規連結子会社化したことによる増収に加え、地方自治体からの若年層や被災

者の就労支援事業ではキャプラン株式会社の持つ教育研修事業との連携も進み、行政事務代行の受託

も順調に推移したことから、売上高は9,149百万円（前年同期比36.2％増）と大幅に伸長しました。

　
〔ＨＲコンサルティング他〕　　売上高　916百万円

　教育研修における顧客ニーズが顕著なことを踏まえ、当期から新規連結子会社化したキャプラン株式

会社が運営する「Ｊプレゼンスアカデミー」（旧ＪＡＬアカデミー）では、グループ連携による営業

活動を積極的に展開したことから、シナジー効果も生まれ、教育研修事業を含むＨＲコンサルティング

の売上高は916百万円（前年同期比85.4％増）と大きく拡大しました。

　
〔プレース＆サーチ(人材紹介)〕　　売上高　743百万円　

　ＩＴ関連やメーカーを中心に即戦力となる人材の採用が拡大したことに加え、国内業務においてもグ

ローバル人材需要が増加したことにより、売上高は743百万円（前年同期比30.1％増）と大幅な増収と

なりました。

　
〔グローバルソーシング(海外人材サービス)〕　　売上高　668百万円

　企業の海外シフトに伴い、現地のグローバル人材需要は堅調に推移しました。海外全体では駐在員の

給与計算・労務を一括管理するアウトソーシングサービスの受託が増加したほか、人材派遣も増加し

ました。また北米では、優秀な留学生へのニーズが日系企業から高まっていることを受けて、就職フェ

アなどのアレンジや採用サポートなどを積極的に推進しました。結果、売上高は668百万円（前年同期

比17.4％増）となりました。

　今後は経済発展が顕著なＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）地域やインドの強化も図り、日系企業の

海外進出のサポートなどグローバルサービスの領域拡大を進めてまいります。

　
　エキスパートサービスやインソーシングのＭ＆Ａ効果もあり、当セグメントの売上高、売上総利益と

もに増加しました。一方、新規連結子会社の費用やのれん償却に加え、退職給付債務の割引率変更を主
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因とする退職給付費用の一時的な増加82百万円もあって、営業利益は前年同期比40百万円減の603百万

円（前年同期比6.2％減）となりました。

　
アウトプレースメント(再就職支援)　　売上高　2,724百万円　営業利益　388百万円

　経営環境の悪化や事業戦略の見直しを進める大手企業の雇用調整を背景に、マーケティング力を活かし

業界別に営業を強化したことなどにより、受注が大幅に増加しました。またコンサルティングの質の維

持、向上を目指し、コンサルタントの人材教育にも注力。サービス利用者に対するきめ細かいキャリアカ

ウンセリングにより再就職決定が進み利益も拡大しました。結果、売上高は2,724百万円（前年同期比

8.9％増）、営業利益は388百万円（前年同期比7.6％増）となりました。

　
アウトソーシング　　売上高　3,886百万円　営業利益　469百万円

　当社子会社で福利厚生のアウトソーシングサービスを手がける株式会社ベネフィット・ワンでは、顧客

に対するきめ細やかなサービスインフラの確立を目指し、福利厚生サービスメニューを拡充しています。

企業の顧客満足度向上のためのサービス「カスタマー・リレーションシップ・マネージメント（ＣＲ

Ｍ）事業」と企業の顧客に直接サービスを提供する「パーソナル事業」に注力すると共に、報奨金等を

ポイント化して管理・運営する「インセンティブ事業」が堅調に推移しました。また新規連結子会社化

した株式会社ベネフィットワンソリューションズが行っている通信回線の精算代行やコスト削減のコン

サルティングなど新サービスも寄与した結果、売上高は3,886百万円（前年同期比13.4％増）、営業利益

は469百万円（前年同期比26.1％増）となりました。

　
ライフソリューション、パブリックソリューション、シェアード　　

売上高　987百万円　営業利益　40百万円

　ライフソリューションの保育関連事業において保育士派遣や学童保育事業などの受託が増加したほか、

海外の語学教育事業においてもグループ会社と連携し、グローバル人材の育成プロジェクトを受託した

ことなどにより当セグメントの売上高は987百万円（前年同期比10.9％増）となりました。同時に販管費

の伸びを抑制した結果、営業利益は40百万円（前年同期比89.7％増）と大きく改善しました。
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■セグメント別業績

　

売上高 平成24年５月期
第１四半期

平成25年５月期
第１四半期

増減率

ＨＲソリューション 45,717百万円51,061百万円11.7％

　 エキスパートサービス(人材派遣)

インソーシング(委託・請負)他
39,787百万円44,449百万円11.7％

　
　 　 エキスパートサービス(人材派遣) 31,435百万円32,971百万円4.9％

　 　 インソーシング(委託・請負) 6,716百万円9,149百万円36.2％

　 　 ＨＲコンサルティング他 494百万円 916百万円 85.4％

　 　 プレース＆サーチ(人材紹介) 571百万円 743百万円 30.1％

　 　 グローバルソーシング(海外人材サービス) 569百万円 668百万円 17.4％

　 アウトプレースメント(再就職支援) 2,501百万円2,724百万円 8.9％

　 アウトソーシング 3,428百万円3,886百万円13.4％

ライフソリューション

パブリックソリューション

シェアード

889百万円 987百万円 10.9％

消去又は全社 △706百万円 △777百万円 －

合計 45,901百万円51,270百万円11.7％

　

営業利益 平成24年５月期
第１四半期

平成25年５月期
第１四半期

増減率

ＨＲソリューション 1,376百万円1,461百万円 6.1％

　 エキスパートサービス(人材派遣)

インソーシング(委託・請負)他
643百万円 603百万円 △6.2％

　
　 　 エキスパートサービス(人材派遣)

643百万円 603百万円 △6.2％

　 　 インソーシング(委託・請負)

　 　 ＨＲコンサルティング他

　 　 プレース＆サーチ(人材紹介)

　 　 グローバルソーシング(海外人材サービス)

　 アウトプレースメント(再就職支援) 361百万円 388百万円 7.6％

　 アウトソーシング 372百万円 469百万円 26.1％

ライフソリューション

パブリックソリューション

シェアード

21百万円 40百万円 89.7％

消去又は全社 △796百万円△1,166百万円 －

合計 601百万円 335百万円△44.3％
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(2)　財政状態の分析

①資産

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて2,396百万円減少（3.4％減）し、

68,492百万円となりました。これは主に、配当金及び税金の支払い等による現金及び預金の減少3,660百

万円等によるものです。

　

②負債

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べて1,258百万円減少（2.8％減）し、

43,335百万円となりました。これは主に、買掛金の減少1,118百万円等によるものです。

　

③純資産

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて1,137百万円減少（4.3％減）し、

25,157百万円となりました。これは主に、四半期純損失193百万円、配当金の支払374百万円、少数株主持分

の減少462百万円等によるものです。

　

この結果、自己資本比率は29.0％となりました。

　

(3)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。

　

(4)　研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①　【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,500,000

計 1,500,000

　

②　【発行済株式】

　

種類

第１四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成24年８月31日)

提出日現在

発行数(株)

(平成24年10月12日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 416,903 416,903東京証券取引所市場第一部

単元株制度を採
用していないた
め、単元株式数
はありません。

計 416,903 416,903 － －

　
(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

 

(百万円)

資本金残高

 

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成24年６月１日～

平成24年８月31日
－ 416,903 － 5,000 － 5,000
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成24年５月31日の株主名簿により記載をしております。

　

①　【発行済株式】

平成24年５月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 　 － － －

議決権制限株式（自己株式等） 　 － － －

議決権制限株式（その他） 　 － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式） 　

－ －
普通株式 42,401

完全議決権株式（その他） 普通株式 374,502 374,502 －

単元未満株式 　 － － －

発行済株式総数 　 416,903 － －

総株主の議決権 　 － 374,502 －

　
　

②　【自己株式等】

平成24年５月31日現在

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(％)

株式会社パソナグループ
（自己保有株式）

東京都千代田区丸の内

一丁目５番１号
42,401 － 42,401 10.17

計 － 42,401 － 42,401 10.17

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成24年６月１

日から平成24年８月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年６月１日から平成24年８月31日ま

で）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けており

ます。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 22,763 19,102

受取手形及び売掛金 22,379 22,109

その他 4,335 4,984

貸倒引当金 △61 △57

流動資産合計 49,417 46,138

固定資産

有形固定資産 7,009 7,743

無形固定資産

のれん 4,292 4,303

その他 3,410 3,832

無形固定資産合計 7,702 8,136

投資その他の資産

その他 7,125 6,838

貸倒引当金 △25 △23

投資損失引当金 △340 △340

投資その他の資産合計 6,759 6,474

固定資産合計 21,471 22,354

資産合計 70,889 68,492
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,034 915

短期借入金 3,105 3,125

未払費用 12,611 12,839

未払法人税等 941 301

賞与引当金 1,969 1,077

役員賞与引当金 16 7

資産除去債務 10 10

その他 11,259 12,712

流動負債合計 31,949 30,990

固定負債

長期借入金 8,262 7,739

退職給付引当金 1,164 1,202

資産除去債務 796 801

その他 2,421 2,601

固定負債合計 12,644 12,344

負債合計 44,593 43,335

純資産の部

株主資本

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 6,054 6,054

利益剰余金 13,075 12,479

自己株式 △3,493 △3,493

株主資本合計 20,636 20,040

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 40 25

為替換算調整勘定 △134 △198

その他の包括利益累計額合計 △93 △172

少数株主持分 5,752 5,289

純資産合計 26,295 25,157

負債純資産合計 70,889 68,492
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
　至 平成23年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
　至 平成24年８月31日)

売上高 45,901 51,270

売上原価 37,412 41,753

売上総利益 8,488 9,517

販売費及び一般管理費 7,886 9,181

営業利益 601 335

営業外収益

受取利息 3 3

持分法による投資利益 － 6

補助金収入 24 4

その他 18 42

営業外収益合計 47 56

営業外費用

支払利息 42 45

コミットメントフィー 13 7

支払手数料 22 －

持分法による投資損失 3 －

その他 6 7

営業外費用合計 88 60

経常利益 560 330

特別損失

固定資産除売却損 7 23

特別損失合計 7 23

税金等調整前四半期純利益 553 306

法人税、住民税及び事業税 206 233

法人税等調整額 112 103

法人税等合計 318 337

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

234 △30

少数株主利益 123 163

四半期純利益又は四半期純損失（△） 111 △193
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
　至 平成23年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
　至 平成24年８月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

234 △30

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 15 △19

為替換算調整勘定 △12 △53

その他の包括利益合計 3 △73

四半期包括利益 238 △104

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 114 △258

少数株主に係る四半期包括利益 124 154
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年６月１日  至  平成24年８月31日)

(連結の範囲の重要な変更)

　当第１四半期連結会計期間より、重要性が増した株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア、Pasonatech 
Consulting (Dalian) Co.,Ltd.及びPasona Tech Vietnam Co.,Ltd.を連結の範囲に含めております。

　

【会計方針の変更等】

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より取得した有形固定

資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

この変更による当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に

与える影響は軽微であります。

　

【注記事項】

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及

びのれん償却額は、次のとおりであります。

(単位：百万円）

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年６月１日
  至  平成23年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年６月１日
  至  平成24年８月31日)

減価償却費 507 593

のれん償却額 78 157

　

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間（自　平成23年６月１日　至　平成23年８月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年７月20日
取締役会

普通株式 374 1,000平成23年５月31日平成23年８月19日利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期

間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間（自　平成24年６月１日　至　平成24年８月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年７月13日
取締役会

普通株式 374 1,000平成24年５月31日平成24年８月22日利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期

間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１．前第１四半期連結累計期間（自  平成23年６月１日  至  平成23年８月31日）

　　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

（単位：百万円）

　

報告セグメント

その他
(注)２

合計
調整額
(注)３

四半期
連結
損益計算
書計上額
(注)４

ＨＲソリューション

計

エキスパー
トサービス
(人材派
遣)、イン
ソーシング
(委託・請
負)他
（注）１

アウトプ
レースメン
ト(再就職
支援)

アウト
ソーシン
グ

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 39,6922,4973,37045,560 340 45,901 － 45,901

  セグメント間の内部
売上高又は振替高

94 4 57 156 549 706 △706 －

計 39,7872,5013,42845,717 889 46,607△706 45,901

セグメント利益 643 361 372 1,376 21 1,398△796 601

(注) １　「エキスパートサービス（人材派遣）、インソーシング（委託・請負）他」には、エキスパートサービス（人

材派遣）、インソーシング（委託・請負）、ＨＲコンサルティング、プレース＆サーチ（人材紹介）、グローバ

ルソーシング（海外人材サービス）の各事業を含んでおります。

２　「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、ライフソリューション、パブリック

ソリューション、シェアードを含んでおります。

３　セグメント利益の調整額△796百万円には、セグメント間取引消去３百万円、各報告セグメントに配分していな

い全社費用799百万円が含まれております。全社費用は、主に当社におけるグループ管理に係る費用です。

４　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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２．当第１四半期連結累計期間（自  平成24年６月１日  至  平成24年８月31日）

　　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

（単位：百万円）

　

報告セグメント

その他
(注)２

合計
調整額
(注)３

四半期
連結
損益計算
書計上額
(注)４

ＨＲソリューション

計

エキスパー
トサービス
(人材派
遣)、イン
ソーシング
(委託・請
負)他
（注）１

アウトプ
レースメ
ント(再就
職支援)

アウト
ソーシン
グ

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 44,2892,7243,83350,847 423 51,270 － 51,270

  セグメント間の内部
売上高又は振替高

160 0 53 213 563 777 △777 －

計 44,4492,7243,88651,061 987 52,048△777 51,270

セグメント利益 603 388 469 1,461 40 1,501△1,166 335

(注) １　「エキスパートサービス（人材派遣）、インソーシング（委託・請負）他」には、エキスパートサービス（人

材派遣）、インソーシング（委託・請負）、ＨＲコンサルティング、プレース＆サーチ（人材紹介）、グローバ

ルソーシング（海外人材サービス）の各事業を含んでおります。

２　「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、ライフソリューション、パブリック

ソリューション、シェアードを含んでおります。

３　セグメント利益の調整額△1,166百万円には、セグメント間取引消去△4百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用1,161百万円が含まれております。全社費用は、主に当社におけるグループ管理に係る費用で

す。

４　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(企業結合等関係)

（取得による企業結合）

　ビーウィズ株式会社

１．取得原価の当初配分額に重要な修正がなされた場合の修正内容及び金額

　前連結会計年度では、ビーウィズ株式会社の取得原価の配分について、連結財務諸表作成時点における入

手可能な合理的な情報等に基づき暫定的な会計処理を行っており、取得原価の配分は確定しておりません

でした。

　当第１四半期連結会計期間における取得原価の配分の見直しによるのれんの修正額は次のとおりであり

ます。

　
修正科目 のれんの修正金額

のれん（修正前） 898百万円

　顧客関係資産 △530百万円

　繰延税金負債 193百万円

　少数株主持分 134百万円

　修正金額合計 △201百万円

のれん（修正後） 697百万円

　
２．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1)発生したのれんの金額　697百万円

(2)発生原因

　 取得原価が被取得企業の純資産を上回ったため、その超過額をのれんとして計上しております。

(3)償却方法及び償却期間

　 ８年間にわたる均等償却

　
３．のれん以外の無形固定資産に配分された金額、種類別の内訳、償却方法及び償却期間

(1)無形固定資産に配分された金額　530百万円

(2)種類別の内訳

　 顧客関係資産　530百万円

(3)償却方法及び償却期間

　 ８年間にわたる均等償却
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年６月１日
　至　平成23年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年６月１日
　至　平成24年８月31日)

（1）１株当たり四半期純利益
又は１株当たり四半期純損失(△)

297円99銭 △517円74銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益又は四半期純損失(△)(百万円) 111 △193

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る四半期純利益
又は四半期純損失(△)(百万円)

111 △193

普通株式の期中平均株式数(株) 374,502 374,502

（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 297円68銭 －

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益調整額(百万円) △0 －

　(うち、連結子会社の潜在株式による調整額) （△0） （－）

普通株式増加数(株) － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株
式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも
のの概要

－ －

(注)　当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１

株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　
２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年10月４日

　株 式 会 社 パ ソ ナ グ ル ー プ

           取 締 役 会    御 中

　

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    平　野　　　洋
　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    中　井　新太郎
　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    岩　下　稲　子

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社パソナグループの平成24年６月１日から平成25年５月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期
間(平成24年６月１日から平成24年８月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年６月１日から平成
24年８月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四
半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社パソナグループ及び連結子会社の平
成24年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示
していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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