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1.  平成22年5月期第2四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年11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 ％

22年5月期第2四半期 6,709 △3.4 407 6.9 424 5.4 243 24.0
21年5月期第2四半期 6,947 ― 381 ― 402 ― 196 ―

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

22年5月期第2四半期 5,344.68 5,320.50
21年5月期第2四半期 4,207.08 4,177.75

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

22年5月期第2四半期 5,048 3,772 74.7 82,679.57
21年5月期 5,150 3,607 70.0 79,267.16

（参考） 自己資本   22年5月期第2四半期  3,772百万円 21年5月期  3,607百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年5月期 ― 2,000.00 ― 2,000.00 4,000.00

22年5月期 ― 2,000.00

22年5月期 
（予想）

― 2,000.00 4,000.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 15,500 9.4 1,010 10.6 1,000 4.9 560 64.4 12,272.72



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) 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  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項について
は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年5月期第2四半期 48,790株 21年5月期  48,670株

② 期末自己株式数 22年5月期第2四半期  3,160株 21年5月期  3,160株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第2四半期 45,630株 21年5月期第2四半期 46,732株



当第２四半期におけるわが国経済は、国内外の景気対策を背景に一部に持ち直しの動きが見られたものの、全体

の水準は依然として低く、デフレや金融資本市場変動のリスク要因から、先行き不透明な状況にあります。雇用情

勢についても、完全失業率が高水準で推移しており、依然として厳しい状況が続いております。 

当社グループが属する人材サービス業界では、求職者と求人企業とのマッチングに努め雇用の創出を進めており

ますが、景気悪化による需要の低下や規制強化の流れの強まりにより、事業環境は引き続き厳しいものとなってお

ります。また、当社グループの主要マーケットである携帯電話業界におきましても、端末価格の高騰と個人消費の

低迷があいまって、携帯電話の販売台数は引き続き低調となっております。 

このような状況のもと、当社グループにおきましては、雇用を安定して維持するため、若年層や携帯電話業界に

特化してきた強みを活かし、現場を重視した提案・企画、教育研修の充実やカウンセリングの強化により、営業支

援サービスを中心に売上拡大に努めました。また、引き続き拡大余地の大きい首都圏におけるシェア拡大と、通信

キャリアや大手販売代理店への営業に注力いたしました。 

平成21年11月には、これまでの採用活動やマッチングの経験を活かし、若年層の就業を違った角度からサポート

すべく成果報酬型求人サイト事業へ参入いたしました。これにより、求人企業の採用活動全般にまでサービスを拡

大でき、将来的には優秀な人材との接点をより多く持つことによる営業支援サービスとのシナジー効果も期待して

おります。 

さらに、コストコントロールを徹底して行い、当期の施策である高収益体質の維持に努めた結果、雇用情勢の悪

化に伴う求人効率の向上もあり、営業利益率が前年同期比で0.6ポイント改善いたしました。  

当第２四半期の販売実績を事業の部門別に示すと次のとおりであります。 

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

  

以上の結果、当第２四半期の売上高は67億９百万円（前年同期比3.4％減）、営業利益は４億７百万円（同6.9％

増）と予算を少し下回りましたが、経常利益は４億24百万円（同5.4％増）、四半期純利益は２億43百万円（同

24.0％増）と予算を上回りほぼ想定どおりとなりました。  

また、昨今の景気後退による雇用情勢の厳しさから、当初見込んでいたシナジー効果が十分に得られなかったた

め、事業効率化の一環として、平成21年11月２日に連結子会社であるインダス株式会社の保有全株式を売却いたし

ました。なお、連結財務諸表上は、平成21年８月31日の第１四半期末をもって売却が行われたものとみなしており

ます。 

当社グループは、平成21年12月１日付で持株会社体制へ移行いたしました。グループ管理機能の強化により持株

会社と事業会社の役割と責任を明確化し、これまでの事業を企業グループの中心に据えつつも、幅広くサービスを

提供することで、総合人材サービス企業としてさらに飛躍してまいります。  

 当第２四半期における資産につきましては、現金及び預金の増加１億67百万円、売掛金の減少１億３百万円、有

価証券の償還や投資有価証券の時価評価等による減少２億81百万円、余資資金の運用を目的とした信託受益権の取

得による増加99百万円等により、前期末に比べて１億１百万円減少し、50億48百万円となりました。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

事業部門 

前第２四半期連結累計期間
（自 平成20年６月１日 
至 平成20年11月30日）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年６月１日 
至 平成21年11月30日） 

前連結会計年度
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

    百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

  総合人材サービス事業     6,681  96.2    6,469  96.4  13,614  96.1

  西日本地区  3,028  43.6  2,640  39.4  6,059  42.8

  東海地区  1,106  15.9  1,101  16.4  2,271  16.0

  東日本地区  2,546  36.7  2,727  40.6  5,283  37.3

マルチメディアサービス事業  265  3.8  239  3.6  548  3.9

合計  6,947  100.0  6,709  100.0  14,162  100.0

２．連結財政状態に関する定性的情報



 負債につきましては、前期末が金融機関の休業日であったため当期に支払を行ったこと等による未払金の減少１

億78百万円及び預り金の減少78百万円に加え、未払法人税等の増加98百万円、未払消費税等の減少86百万円等によ

り、前期末に比べて２億66百万円減少し、12億76百万円となりました。 

 純資産につきましては、前期末に比べて１億65百万円増加し37億72百万円となり、自己資本比率は4.7ポイント

上昇し74.7％となりました。 

 （キャッシュ・フローの状況） 

  当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利益の計上

といったプラス要因があったものの、一方で、有価証券や信託受益権の取得による支出、税金や配当金の支払、未

払金や預り金の減少といったマイナス要因があったことにより、前期末に比べ４億32百万円減少し、12億66百万円

となりました。 

  当第２四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果獲得した資金は53百万円（前年同期比67.7％減）となりました。この主な内容は、税金等調整前

四半期純利益の計上４億39百万円、売上債権の減少による資金の増加99百万円、未払金や預り金の支払による資金

の減少２億63百万円、法人税等の支払額87百万円、未払消費税等の減少86百万円であります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果使用した資金は３億96百万円（前年同期比14.1％減）となりました。この主な内容は、余資資金

の運用を目的とした有価証券の取得による支出４億95百万円及び償還による収入２億円、信託受益権の取得による

支出18億99百万円及び償還による収入18億円であります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は88百万円（前年同期比66.1％減）となりました。この主な内容は、配当金の支払

額90百万円であります。 

当第２四半期の連結業績は、概ね計画通りに推移しているため、平成21年６月30日公表の業績予想に変更はあり

ません。  

 該当事項はありません。 

①簡便な会計処理  

  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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四半期を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効

税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税等調

整額は、法人税等に含めて表示しております。 

該当事項はありません。  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（２）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

（３）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



５．四半期連結財務諸表 
（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21年11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21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,266,133 1,098,935

受取手形及び売掛金 1,299,530 1,403,873

有価証券 601,061 699,614

商品 892 797

信託受益権 799,832 700,000

その他 97,979 96,119

貸倒引当金 △1,310 △1,491

流動資産合計 4,064,119 3,997,849

固定資産   

有形固定資産 70,242 56,793

無形固定資産   

のれん 16,345 19,614

その他 21,126 18,018

無形固定資産合計 37,471 37,632

投資その他の資産   

投資有価証券 473,835 657,088

差入保証金 160,269 149,801

その他 256,946 267,000

貸倒引当金 △14,010 △15,540

投資その他の資産合計 877,040 1,058,350

固定資産合計 984,754 1,152,776

資産合計 5,048,874 5,150,626

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 53,397 71,364

未払金 864,711 1,043,166

未払法人税等 207,619 108,985

未払消費税等 88,358 175,013

賞与引当金 － 44,757

その他 62,119 99,891

流動負債合計 1,276,205 1,543,177

負債合計 1,276,205 1,543,177



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年11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21年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,358,680 1,357,880

資本剰余金 1,528,280 1,527,480

利益剰余金 1,636,810 1,483,952

自己株式 △736,385 △736,385

株主資本合計 3,787,385 3,632,928

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,717 △25,479

評価・換算差額等合計 △14,717 △25,479

純資産合計 3,772,668 3,607,448

負債純資産合計 5,048,874 5,150,626



（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20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 6,947,385 6,709,463

売上原価 5,615,372 5,471,569

売上総利益 1,332,012 1,237,893

販売費及び一般管理費 950,764 830,497

営業利益 381,247 407,396

営業外収益   

受取利息 7,600 10,694

受取配当金 3,577 4,051

信託受益権収益配当金 3,202 2,484

保険解約返戻金 7,600 －

その他 2,703 121

営業外収益合計 24,683 17,351

営業外費用   

支払利息 1,007 －

長期前払費用償却 － 145

貸倒引当金繰入額 1,200 －

自己株式取得手数料 663 －

その他 321 2

営業外費用合計 3,192 148

経常利益 402,738 424,599

特別利益   

投資有価証券売却益 551 94

関係会社株式売却益 － 30,768

その他 － 1,520

特別利益合計 551 32,383

特別損失   

投資有価証券評価損 32,875 926

持株会社化関連費用 － 16,868

その他 3,033 －

特別損失合計 35,908 17,794

税金等調整前四半期純利益 367,381 439,188

法人税等 170,774 195,311

四半期純利益 196,607 243,877



（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20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11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 367,381 439,188

減価償却費 14,623 11,128

のれん償却額 22,751 3,269

関係会社株式売却損益（△は益） － △30,768

投資有価証券評価損 32,875 926

貸倒引当金の増減額（△は減少） △855 △1,661

賞与引当金の増減額（△は減少） △46,483 △44,407

売上債権の増減額（△は増加） △34,274 99,003

仕入債務の増減額（△は減少） △24,514 △17,847

未払金の増減額（△は減少） 50,689 △185,391

前払費用の増減額（△は増加） △3,770 3,279

預り金の増減額（△は減少） 9,391 △77,762

未払消費税等の増減額（△は減少） △61,616 △86,654

その他 21,587 15,555

小計 347,785 127,857

利息及び配当金の受取額 13,373 12,618

利息の支払額 △627 －

法人税等の支払額 △195,935 △87,334

営業活動によるキャッシュ・フロー 164,595 53,141

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △596,040 △495,600

有価証券の売却及び償還による収入 99,968 200,000

有形固定資産の取得による支出 △18,013 △15,318

投資有価証券の取得による支出 △294 △820

投資有価証券の売却による収入 203,218 914

定期預金の預入による支出 △100,000 －

関係会社株式の取得による支出 △38,900 －

関係会社株式の売却による収入 － 4,463

信託受益権の取得による支出 △1,400,000 △1,899,832

信託受益権の償還による収入 1,400,000 1,800,000

無形固定資産の取得による支出 △9,256 △9,925

差入保証金の差入による支出 △9,148 △10,998

その他 6,660 30,446

投資活動によるキャッシュ・フロー △461,805 △396,671

財務活動によるキャッシュ・フロー   

新株予約権の行使による株式の発行による収入 1,834 1,598

自己株式の取得による支出 △171,024 －

配当金の支払額 △93,008 △90,474

財務活動によるキャッシュ・フロー △262,198 △88,876



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △559,408 △432,406

現金及び現金同等物の期首残高 1,532,514 1,698,539

現金及び現金同等物の四半期末残高 973,105 1,266,133



 該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日） 

 総合人材サービス事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の

合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

  当第２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日） 

総合人材サービス事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の

合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

 前第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日） 

   本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  当第２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日） 

    本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 前第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日） 

    海外売上高がないため該当事項はありません。 

  当第２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日） 

  海外売上高がないため該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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