
第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

連結経営指標等 

  

 
(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３期第１四半期連結累計(会計)期間及び第４期第１四半期連結累計(会計)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。 

４ 従業員数は就業人員数であり、期間契約従業員は含まれておりません。 

  

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次 
第３期 

第１四半期連結累計
(会計)期間 

第４期 

第１四半期連結累計
(会計)期間 

第３期 

会計期間 
自 平成21年６月１日 

至 平成21年８月31日 

自 平成22年６月１日 

至 平成22年８月31日 

自 平成21年６月１日 

至 平成22年５月31日 

売上高 （百万円） 47,161 44,574 183,515 

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △119 319 4,044 

当期純利益又は四半期純損失
(△) 

（百万円） △1,102 △471 204 

純資産額 （百万円） 23,110 24,056 24,979 

総資産額 （百万円） 46,616 55,264 52,269 

１株当たり純資産額 （円） 51,045.75 53,284.05 55,243.50 

１株当たり当期純利益又は四半
期純損失（△） 

（円） △3,074.63 △1,260.11 564.99 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益 

（円） － － 555.42 

自己資本比率 （％） 39.3 36.1 39.6 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

（百万円） △1,528 △504 2,875 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

（百万円） 48 △275 △387 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

（百万円） △3,914 5,234 △4,275 

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

（百万円） 8,722 16,751 12,324 

従業員数 （名） 3,626 3,925 3,643 
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 当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」が適用されることに伴い、

開示セグメントをマネジメント・アプローチに基づいた区分に変更し、セグメント区分を原則会社単位とす

るとともに、名称を変更しております。 

  
(1) セグメント分類と主なグループ会社  
  

 
  

(2) 主要な事業セグメントの内容 

  
ＨＲソリューション 

①エキスパートサービス（人材派遣） 

 昭和61年施行の「労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の就業条件の整備等に関する法

律（以下「労働者派遣法」という）」の規定に従い、厚生労働大臣の許可を受けて派遣スタッフ(注) を

募集・登録し、企業へ派遣する登録型の「一般労働者派遣事業」を行っております。当社グループが労働

者を派遣するに際しては、予め派遣スタッフを募集・登録しておき、その登録者の中から派遣先企業の希

望する条件に合致する派遣スタッフを人選し、期間を定めて当社グループとの間に雇用契約を締結したう

えで、派遣先企業へ派遣しております。 

  

２ 【事業の内容】

セグメント 主なグループ会社

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（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） 

 

 

 

エキスパートサービス（人材派遣）、インソーシング（請負）、 

ＨＲコンサルティング 

株式会社パソナ        株式会社関東雇用創出機構      

株式会社パソナテック         株式会社関西雇用創出機構      

株式会社パソナドゥタンク     株式会社パソナエンパワー  

株式会社パソナ岡山      株式会社パソナソーシング     

株式会社パソナ京都           株式会社パソナエンジニアリング 

株式会社パソナ長崎        株式会社パソナロジコム 

株式会社パソナeプロフェッショナル 
  

プレース＆サーチ（人材紹介） 

株式会社パソナ        株式会社パソナフォーチュン 

株式会社パソナグローバル  

グローバルソーシング（海外人材サービス） 
 

Pasona NA, Inc. 

PASONA CANADA, INC. 

Pasona MIC, Inc. 

Pasona Taiwan Co., Ltd. 

Pasona Singapore Pte. Ltd.  

PASONA ASIA CO., LIMITED 

MGR Search and Selection CO., LTD. 

Pasona Human Resources (Shanghai) Co., Ltd. 

TEAM PASONA INDIA COMPANY LIMITED 

 アウトプレースメント（再就職支援） 株式会社パソナ 

 アウトソーシング 株式会社ベネフィット・ワン   

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 
  

 

 

 

 

ライフソリューション 

株式会社パソナフォスター  Pasona Education Co., Limited 

パブリックソリューション 

株式会社パソナハートフル 

シェアード      株式会社パソナCIO 

消去又は全社    株式会社パソナグループ 
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②インソーシング（請負） 

 主に顧客企業から業務を請け負い、その業務遂行のため、当社グループと請負労働者との間で期間を定

めた雇用契約を結び、当社グループが業務処理するものであります。人材派遣契約では派遣スタッフへの

指揮命令は派遣先企業が行うのに対し、業務請負契約では当社グループが請負労働者に指揮命令を行う点

も異なります。 

  

 当社グループではエキスパートサービス（人材派遣）、インソーシング（請負）を下記のとおり区分し

ております。 

  
a. クラリカル 

 ＯＡ機器操作など、あらゆる業界のオフィスで必要とされるスキルを要するＯＡ事務職等の派遣であり

ます。クラリカルは派遣売上高の過半を占める主力分野であります。 

  
b. テクニカル 

 専門事務職（経理、貿易、保険・証券関係、通訳・翻訳等）の派遣であり、比較的高度なスキル、資格

を要する事務職業務に関する派遣分野であります。 

  
c. ＩＴエンジニアリング 

 ネットワーク技術者やＳＥ・プログラマー、製造・設計技術者、ＰＣエキスパートなど、ＩＴ関連業務

に関する派遣分野であります。なお、ＩＴエンジニアリング分野でも高度な業務知識を必要とする開発系

の技術者等については、子会社の株式会社パソナテックが行っております。 

  
d. 営業・販売職 

 あらゆる業界の営業職、販売職、および営業・販売に関連する事務職（マーケティング、販売促進、補

助業務その他）であります。 

  
e. その他エキスパートサービス 

 上記以外のエキスパートサービスと会計処理上のグループ内取引消去であります。 

  
f. インソーシング（請負） 

 業務請負事業であります。 

  
g. その他関連事業 

 人材活用や育成などに関するコンサルティング、研修、教育等の分野および介護事業等であります。 

  
③プレース＆サーチ（人材紹介） 

 昭和22年施行の「職業安定法」に基づき、厚生労働大臣の許可を受けて、転職希望者を募集・登録し、

同時に企業側の求人情報を収集して相互のニーズをマッチングする有料職業紹介事業を行っております。

  
④グローバルソーシング（海外人材サービス） 

 海外において、人材紹介、人材派遣・請負事業などフルラインの人材関連サービスを提供しておりま

す。 
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⑤アウトプレースメント（再就職支援） 

 会社都合による企業の退職者又は退職予定者等に対して、次の再就職先が決定するまで、職務経歴書作

成や面接対策、求人情報の提供、メンタルケアなどの支援を行う事業を行っております。近年、早期退職

制度の実施や外部への出向の促進など、企業が社員の転進を支援するケースが増えており、こうした人員

削減を行う企業と基本契約を締結し、その企業から対価を受けて、再就職を支援するサービスを行ってお

ります。 

  
⑥アウトソーシング 

 企業の福利厚生業務（保養所、スポーツクラブ、人間ドック、健康相談、ホームヘルパーの紹介など）

等のアウトソーシング事業を行っております。当社グループでは、業務請負契約による取引のうち、オン

サイト（顧客企業内）において受託業務を行うケースと、当社グループが自ら設備・システム等を有して

受託業務を行うケースとを区別しており、前者はインソーシング（請負）に、後者はアウトソーシングに

含めております。 

  
ライフソリューション 

 保育事業、海外での語学教育事業などを行っております。 

  
パブリックソリューション 

 障害者の雇用創造に関する事業など、社会福祉関連の事業を行っております。 

  
シェアード 

 業務効率向上のためグループ各社の情報システム部門等を統合・集約化したシェアードサービスを提供

しております。 

  
  
(注)労働派遣法では「派遣労働者」と表記されておりますが、当社では「派遣スタッフ」と表記いたします。 
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当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

  

(1) 連結会社における状況 

平成22年８月31日現在 

 
(注) 従業員数は全連結会社の就業人員の合計であり、臨時従業員数は当第１四半期連結会計期間の平均就労人員を

括弧内に外数で記載しております。 

  

  

(2) 提出会社の状況 

平成22年８月31日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は当第１四半期会計期間の平均就労人員を括弧内に外数で記載して

おります。 

  

  

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

従業員数(名) 3,925 （673） 

従業員数(名) 121 （14） 
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