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1.  平成22年5月期第3四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成22年2月28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3四半期 10,066 △4.3 588 △5.7 619 △5.5 357 101.6
21年5月期第3四半期 10,518 ― 624 ― 655 ― 177 ―

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3四半期 7,831.04 7,795.81
21年5月期第3四半期 3,825.30 3,798.79

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3四半期 5,194 3,793 73.0 83,138.99
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3四半期  3,793百万円 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  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 13,440 △5.1 765 △16.3 800 △16.1 440 29.2 9,642.78



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3四半期 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3四半期  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3四半期 45,630株 21年5月期第3四半期 46,329株



当第３四半期におけるわが国経済は、輸出や生産に一部回復の兆しが見られたものの、消費者物価は継続的に下

落しており、企業収益の改善は先行き不透明なものとなっております。また、景気の下振れリスクが解消しないこ

とから、企業の採用意欲は依然として低く、雇用情勢につきましても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におきましては、派遣事業の適正な運営と同時に、派遣労働者の雇用安

定と福祉増進を目的として、登録型派遣の原則禁止をはじめとする労働者派遣法の改正等規制強化の動きが見られ

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は、主にスマートフォンやデ

ータ通信端末に対し各通信キャリアの販売促進施策が展開されたものの、個人消費の低迷や割賦販売による買替え

期間の長期化に伴い、携帯電話の販売台数は低い水準で推移いたしました。 

このような状況のもと、当社グループにおきましては、引き続き求職者と求人企業とのマッチングをより強化し

安定した雇用を確保すべく、営業支援サービスについて、これまで携帯電話業界に特化し蓄積してきたノウハウを

活かし、人材供給だけでなく販売やそれに伴う全ての業務に対し企画・提案を行うことで、より細かなサービスの

提供に努めました。また、平成22年２月には、国内イベント業界 大手として、イベントの企画・制作・運営をは

じめプロモーション領域に事業展開する株式会社テー・オー・ダブリューと業務提携し、販売促進活動全域に対す

るワンストップサービスの提供が可能になったことから、既存クライアントへの営業強化、新規顧客の獲得に注力

いたしました。 

また、平成21年12月には、持株会社体制への移行に伴うサービス拡大を図り、認可保育園・認証保育所等の運営

を行う株式会社サクセスアカデミーの株式を20％取得し持分法適用関連会社といたしました。同社の100％子会社

であるサクセスプロスタッフ株式会社では、病院や学校内等の保育施設の運営も受託しており、当社スタッフに対

するサービスの幅を広げ、また、同社自身が、当社グループと同様に若年層の女性を中心に就業機会を数多く提供

していることから、共同事業の策定等シナジー効果を期待しております。  

当第３四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３四半期の売上高は100億66百万円（前年同期比4.3％減）、営業利益は５億88百万円（同

5.7％減）、経常利益は６億19百万円（同5.5％減）、四半期純利益は３億57百万円（同101.6％増）となりまし

た。 

なお、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が、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なわれたものとみなしております。  

  当第３四半期における資産につきましては、現金及び預金の増加２億20百万円、売掛金の減少１億30百万円、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２億52百万円、株式会社サクセスアカデミーの株式を20％取

得したこと等による関係会社株式の増加１億19百万円等により、前期末に比べて43百万円増加し、51億94百万円と

なりました。  

 負債につきましては、未払給与及び社会保険料の減少等による未払金の減少１億13百万円、未払法人税等の増加

26百万円、未払消費税等の減少33百万円等により、前期末に比べて１億42百万円減少し、14億円となりました。  

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３四半期連結累計期間
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年２月28日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成21年６月１日 
至 平成22年２月28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  10,113  96.1  9,693  96.3  13,614  96.1

  西日本地区  4,554  43.2  3,934  39.1  6,059  42.8

  東海地区  1,678  16.0  1,629  16.2  2,271  16.0

  東日本地区  3,880  36.9  4,129  41.0  5,283  37.3

マルチメディアサービス事業  405  3.9  372  3.7  548  3.9

合計  10,518  100.0  10,066  100.0  14,162  100.0

２．連結財政状態に関する定性的情報



 純資産につきましては、前期末に比べて１億86百万円増加し37億93百万円となり、自己資本比率は3.0ポイント

上昇し73.0％となりました。  

 （キャッシュ・フローの状況） 

  当第３四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、有価証券や関係会社株式の取得による支出、税金や配当金の支払と

いったマイナス要因があったことにより、前期末に比べ３億79百万円減少し、13億19百万円となりました。  

  当第３四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２億40百万円（前年同期比17.7％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６億35百万円、売上債権の減少による資金の増加１億22百万円、未払金の支払による資金

の減少１億12百万円、法人税等の支払額２億42百万円であります。  

 （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４億43百万円（前年同期は40百万円の獲得）となりました。この主な内容は、平

成21年12月１日より持分法適用関連会社となった株式会社サクセスアカデミーの株式取得による支出１億17百万

円、平成22年２月に行った株式会社テー・オー・ダブリューとの業務提携に伴う株式取得による支出１億26百万円

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１億76百万円（前年同期比49.1％減）となりました。この主な内容は、配当金の

支払額１億78百万円であります。  

当第３四半期における業績の進捗状況を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成21年６月30日に公表いた

しました平成22年５月期の業績予想を修正しております。 

通期の業績予想につきましては、第３四半期の進捗状況を踏まえ、本日発表いたしました「業績予想の修正に関

するお知らせ」に記載のとおり、売上高134億40百万円、営業利益７億65百万円、経常利益８億円、当期純利益４

億40百万円にそれぞれ修正いたしました。  

 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３四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３四半期連結会計期間末
(平成22年２月28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 1,319,282 1,098,935

受取手形及び売掛金 1,272,305 1,403,873

有価証券 501,220 699,614

商品 885 797

信託受益権 699,998 700,000

その他 187,710 96,119

貸倒引当金 △1,340 △1,491

流動資産合計 3,980,062 3,997,849

固定資産   

有形固定資産 71,875 56,793

無形固定資産   

のれん 14,710 19,614

その他 19,585 18,018

無形固定資産合計 34,296 37,632

投資その他の資産   

投資有価証券 602,504 657,088

差入保証金 143,658 149,801

その他 376,076 267,000

貸倒引当金 △14,010 △15,540

投資その他の資産合計 1,108,228 1,058,350

固定資産合計 1,214,400 1,152,776

資産合計 5,194,462 5,150,626

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 67,828 71,364

未払金 929,806 1,043,166

未払法人税等 135,330 108,985

未払消費税等 141,147 175,013

賞与引当金 28,147 44,757

その他 98,570 99,891

流動負債合計 1,400,830 1,543,177

負債合計 1,400,830 1,543,177



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年２月28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 1,659,003 1,483,952

自己株式 △736,385 △736,385

株主資本合計 3,809,578 3,632,928

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15,946 △25,479

評価・換算差額等合計 △15,946 △25,479

純資産合計 3,793,632 3,607,448

負債純資産合計 5,194,462 5,150,626



（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20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 10,518,948 10,066,040

売上原価 8,491,146 8,250,104

売上総利益 2,027,802 1,815,935

販売費及び一般管理費 1,403,382 1,227,179

営業利益 624,419 588,756

営業外収益   

受取利息 14,366 15,419

受取配当金 5,014 5,541

信託受益権収益配当金 4,210 3,483

持分法による投資利益 － 1,873

保険解約返戻金 7,600 －

その他 2,822 4,342

営業外収益合計 34,015 30,661

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 349 2

営業外費用合計 3,219 148

経常利益 655,215 619,269

特別利益   

投資有価証券売却益 551 3,985

関係会社株式売却益 － 30,768

その他 － 2,490

特別利益合計 551 37,244

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 － 19,595

減損損失 259,770 －

その他 33,033 948

特別損失合計 325,678 21,469

税金等調整前四半期純利益 330,088 635,044

法人税等 152,864 277,714

四半期純利益 177,223 357,330



（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20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28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 330,088 635,044

減価償却費 21,579 18,854

減損損失 259,770 －

のれん償却額 34,127 4,903

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） △825 △1,631

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,788 △16,259

持分法による投資損益（△は益） － △1,873

売上債権の増減額（△は増加） 6,337 122,932

仕入債務の増減額（△は減少） △1,386 △3,416

未払金の増減額（△は減少） 4,551 △112,645

前払費用の増減額（△は増加） 33,453 △27,807

預り金の増減額（△は減少） 8,834 2,421

未払消費税等の増減額（△は減少） △39,749 △33,865

その他 △1,107 △89,833

小計 670,760 466,980

利息及び配当金の受取額 20,291 16,473

利息の支払額 △627 －

法人税等の支払額 △397,960 △242,731

営業活動によるキャッシュ・フロー 292,463 240,723

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 △794,506 △595,600

有価証券の売却及び償還による収入 399,702 401,084

有形固定資産の取得による支出 △18,932 △33,422

投資有価証券の取得による支出 △294 △127,440

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 △117,800

連結の範囲の変更を伴う子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 △1,700,000 △2,499,832

信託受益権の償還による収入 2,100,000 2,500,000

無形固定資産の取得による支出 △10,516 △11,500

差入保証金の差入による支出 △14,217 △12,128

差入保証金の回収による収入 － 21,215

その他 14,517 26,941

投資活動によるキャッシュ・フロー 40,072 △443,105



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

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 △178,032 △178,472

財務活動によるキャッシュ・フロー △347,222 △176,874

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △14,686 △379,257

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 1,517,827 1,319,282



 該当事項はありません。 

  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28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３四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28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３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28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３四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28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３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日）  

    海外売上高がないため該当事項はありません。 

  当第３四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28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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