
第５ 【経理の状況】 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省

令第28号。以下「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) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

号。以下「財務諸表等規則」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、連結会計年度（平成24年６月１日から平

成25年５月31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成24年６月１日から平成25年５月31日まで）の財

務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。 

  

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて 

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計

基準等の内容の適切な把握及び会計基準の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、公益財

団法人財務会計基準機構へ加入しております。また、同機構が行う研修等に参加し、適時適切に情報収集

を実施し、当社グループ各社で共有しております。 

  
  

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
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１【連結財務諸表等】 
(1)【連結財務諸表】 
①【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) 

当連結会計年度 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 22,763 20,572

受取手形及び売掛金 22,379 22,280

有価証券 203 203

たな卸資産 ※１  391 ※１  511

繰延税金資産 1,045 1,117

未収還付法人税等 284 290

その他 2,411 2,914

貸倒引当金 △61 △53

流動資産合計 49,417 47,836

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※２  5,771 ※２  6,496

減価償却累計額 △2,599 △3,035

建物（純額） 3,172 3,461

土地 1,321 1,434

リース資産 2,553 3,828

減価償却累計額 △743 △1,257

リース資産（純額） 1,810 2,571

その他 ※２  2,820 ※２  3,342

減価償却累計額 △2,114 △2,340

その他（純額） 705 1,001

有形固定資産合計 7,009 8,468

無形固定資産   

のれん 4,292 4,063

ソフトウエア ※２  2,367 2,212

リース資産 67 87

顧客関係資産 799 1,182

その他 176 167

無形固定資産合計 7,702 7,714

投資その他の資産   

投資有価証券 ※３  1,132 ※３  1,560

長期貸付金 182 153

繰延税金資産 394 727

敷金及び保証金 4,570 4,321

その他 845 848

貸倒引当金 △25 △14

投資損失引当金 △340 △340

投資その他の資産合計 6,759 7,256

固定資産合計 21,471 23,439

資産合計 70,889 71,276
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年５月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,034 2,282

短期借入金 3,105 3,005

リース債務 356 568

未払金 3,688 3,280

未払費用 12,611 12,119

未払法人税等 941 1,535

未払消費税等 1,403 1,430

前受収益 2,863 3,421

賞与引当金 1,969 2,113

役員賞与引当金 16 15

資産除去債務 10 8

その他 2,948 3,957

流動負債合計 31,949 33,737

固定負債   

長期借入金 8,262 5,655

リース債務 1,489 2,091

退職給付引当金 1,164 1,614

繰延税金負債 423 574

資産除去債務 796 821

その他 508 527

固定負債合計 12,644 11,284

負債合計 44,593 45,022

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 13,283

自己株式 △3,493 △3,493

株主資本合計 20,636 20,845

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 40 85

為替換算調整勘定 △134 △14

その他の包括利益累計額合計 △93 70

少数株主持分 5,752 5,337

純資産合計 26,295 26,253

負債純資産合計 70,889 71,276
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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：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成25年５月31日) 

売上高 181,498 207,685

売上原価 147,693 167,609

売上総利益 33,805 40,075

販売費及び一般管理費 ※１  31,840 ※１  36,898

営業利益 1,964 3,176

営業外収益   

受取利息 13 12

持分法による投資利益 40 48

補助金収入 196 111

その他 132 140

営業外収益合計 383 313

営業外費用   

支払利息 152 182

コミットメントフィー 44 38

その他 59 82

営業外費用合計 256 302

経常利益 2,091 3,187

特別利益   

投資有価証券売却益 116 －

関係会社株式売却益 － 246

持分変動利益 － 14

固定資産受贈益 58 －

その他 － 1

特別利益合計 175 263

特別損失   

固定資産除売却損 ※２  44 ※２  60

減損損失 － ※３  169

持分変動損失 2 －

その他 － 15

特別損失合計 47 246

税金等調整前当期純利益 2,218 3,204

法人税、住民税及び事業税 1,406 2,119

法人税等調整額 24 △325

法人税等合計 1,430 1,793

少数株主損益調整前当期純利益 788 1,410

少数株主利益 758 799

当期純利益 29 610
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【連結包括利益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成25年５月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 788 1,410

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △89 59

為替換算調整勘定 △18 141

その他の包括利益合計 ※１  △108 ※１  201

包括利益 679 1,611

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △82 789

少数株主に係る包括利益 761 822
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③【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成25年５月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 5,000 5,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,000 5,000

資本剰余金   

当期首残高 6,054 6,054

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,054 6,054

利益剰余金   

当期首残高 13,425 13,075

当期変動額   

剰余金の配当 △374 △374

当期純利益 29 610

連結範囲の変動 △4 △27

当期変動額合計 △349 208

当期末残高 13,075 13,283

自己株式   

当期首残高 △3,493 △3,493

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △3,493 △3,493

株主資本合計   

当期首残高 20,986 20,636

当期変動額   

剰余金の配当 △374 △374

当期純利益 29 610

連結範囲の変動 △4 △27

当期変動額合計 △349 208

当期末残高 20,636 20,845

― 57 ―



(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成25年５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   

当期首残高 135 40

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △94 45

当期変動額合計 △94 45

当期末残高 40 85

為替換算調整勘定   

当期首残高 △117 △134

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16 119

当期変動額合計 △16 119

当期末残高 △134 △14

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 17 △93

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △111 164

当期変動額合計 △111 164

当期末残高 △93 70

少数株主持分   

当期首残高 4,637 5,752

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,114 △414

当期変動額合計 1,114 △414

当期末残高 5,752 5,337

純資産合計   

当期首残高 25,642 26,295

当期変動額   

剰余金の配当 △374 △374

当期純利益 29 610

連結範囲の変動 △4 △27

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,003 △250

当期変動額合計 653 △41

当期末残高 26,295 26,253
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成25年５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 2,218 3,204

減価償却費 2,149 2,632

減損損失 － 169

のれん償却額 343 680

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9 △19

投資損失引当金の増減額（△は減少） △0 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 31 106

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 0 △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） △123 266

受取利息及び受取配当金 △28 △23

支払利息 152 182

補助金収入 △196 △111

持分法による投資損益（△は益） △40 △48

持分変動損益（△は益） 2 △14

固定資産除売却損益（△は益） 44 59

固定資産受贈益 △58 －

投資有価証券売却損益（△は益） △116 －

関係会社株式売却損益（△は益） － △246

売上債権の増減額（△は増加） △890 588

たな卸資産の増減額（△は増加） △53 6

その他の資産の増減額（△は増加） △151 △577

営業債務の増減額（△は減少） 532 △15

未払消費税等の増減額（△は減少） △125 74

その他の負債の増減額（△は減少） 1,418 590

その他 △16 29

小計 5,082 7,528

利息及び配当金の受取額 34 34

利息の支払額 △144 △185

補助金の受取額 206 177

法人税等の支払額 △1,748 △1,677

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,431 5,877
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成25年５月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 42 △572

有形固定資産の取得による支出 △747 △2,585

有形固定資産の売却による収入 0 2

無形固定資産の取得による支出 △689 △998

投資有価証券の取得による支出 △37 △843

投資有価証券の売却による収入 297 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

※２  △4,424 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

543 117

子会社株式の取得による支出 △0 △177

子会社株式の売却による収入 － 402

貸付けによる支出 △22 △220

貸付金の回収による収入 60 49

敷金及び保証金の差入による支出 △414 △394

敷金及び保証金の回収による収入 355 673

事業譲受による支出 △410 －

その他 △271 15

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,718 △4,532

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 472 △100

長期借入れによる収入 5,600 －

長期借入金の返済による支出 △2,050 △2,606

セール・アンド・リースバックによる収入 － 994

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △759 △502

社債の償還による支出 △128 －

少数株主の増資引受による払込額 5 136

金銭の信託の設定による支出 － △1,405

配当金の支払額 △373 △373

少数株主への配当金の支払額 △286 △452

その他 － 25

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,479 △4,285

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12 103

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 179 △2,836

現金及び現金同等物の期首残高 22,563 22,739

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 234

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △4 △187

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  22,739 ※１  19,948
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【注記事項】 

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 

１．連結の範囲に関する事項 

 ①連結子会社の状況 

 
  

(注)１ Pasona HR Consulting (Thailand) Co., Ltd.から商号を変更しております。 

    ２ 株式会社パソナエンジニアリングは、当社の連結子会社である株式会社パソナテックと合併し、消滅してお

ります。 

３ 株式会社パソナマーケティングは、当社の連結子会社である株式会社パソナエンパワーと合併し、消滅して

おります。なお、株式会社パソナエンパワーは商号を株式会社パソナマーケティングに変更しております。

４ 株式会社パソナソーシングは、株式会社パソナライフケアに会社分割し、その後当社の連結子会社である株

式会社パソナと合併し、消滅しております。 

５ 株式会社パソナテキーラを第２四半期連結会計期間より新たに設立し、連結の範囲に含めておりましたが、

当連結会計年度末において、持株比率減少により関連会社となったため、連結の範囲から除外し持分法適用

会社に変更しております。 

  

 ②非連結子会社の状況 

 非連結子会社の数 ７社 

 非連結子会社は、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等

は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。 

  

２．持分法の適用に関する事項 

 ①持分法を適用した関連会社の数 ３社 

 ②持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の数 ７社 

 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用の

範囲から除外しております。 

  

a. 連結子会社の数 38社  

b. 主要な連結子会社の名称 株式会社パソナ 

 株式会社ベネフィット・ワン 

 株式会社パソナテック 

 キャプラン株式会社 

 ビーウィズ株式会社 

c. 新規連結 ７社  

重要性増加： 株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア 

 Pasonatech Consulting (Dalian) Co.,Ltd. 

 Pasona Tech Vietnam Co.,Ltd. 

設立: 株式会社パソナふるさとインキュベーション 

 株式会社パソナライフケア 

 Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co., Ltd.(注)１

株式取得: 株式会社アサヒビールコミュニケーションズ 

d. 連結除外 ４社 

 株式会社パソナエンジニアリング(注)２ 

 株式会社パソナマーケティング(注)３ 

 株式会社パソナソーシング(注)４ 

 株式会社パソナテキーラ(注)５ 
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３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 株式会社パソナの決算日は、連結決算日と一致しております。 

 Pasona Human Resources (Shanghai)Co.,Ltd.及びPasonatech Consulting (Dalian) Co.,Ltd.の決算

日は12月末日であり、連結財務諸表の作成にあたっては、３月末日現在で実施した仮決算に基づく財務

諸表を使用しております。 

 その他の連結子会社35社の決算日は３月末日であり、連結財務諸表の作成にあたっては、決算日現在

の財務諸表を使用しております。 

 なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な修正を行っております。 

  

４．会計処理基準に関する事項 

 ①重要な資産の評価基準及び評価方法 

  a.有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの：決算日の市場価額等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定) 

    時価のないもの：移動平均法による原価法 

  b.デリバティブ取引により生ずる債権及び債務 

   時価法 

  c.たな卸資産 

   評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。 

    商品：主に移動平均法 

    貯蔵品：最終仕入原価法 

 ②重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  a.有形固定資産(リース資産を除く) 

   建物(附属設備を除く)：定額法 

   その他の有形固定資産：主に定率法 

  b.無形固定資産(リース資産を除く) 

   ソフトウエア：社内における利用可能期間(５年以内)に基づく定額法 

   顧客関係資産：その効果の発現する期間（８～10年）に基づく定額法 

  c.リース資産 

   所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

    自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。 

   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

 ③重要な繰延資産の処理方法 

  株式交付費：支出時に全額費用として処理しております。 

 ④重要な引当金の計上基準 

  a.貸倒引当金 

    債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

  b.賞与引当金 

    従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 

  c.役員賞与引当金 

    役員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 

  d.退職給付引当金 

    従業員の退職給付に充てるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込
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額に基づき計上しております。 

 数理計算上の差異は発生年度の翌連結会計年度に一括損益処理することとしております。 
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    なお、一部の連結子会社について、当連結会計年度末においては、年金資産の額が退職給付債

務に未認識数理計算上の差異を加減した額を上回るため、前払年金費用(24百万円)として投資そ

の他の資産の「その他」に含めて計上しております。 

  e.投資損失引当金 

    市場性のない有価証券等に対し将来発生する可能性のある損失に備えるため、必要と認められ

る額を計上しております。 

 ⑤のれんの償却方法及び償却期間 

   のれんの償却についてはその効果の発現する期間(２～10年)を見積もり、均等償却を行っており

ます。のれんの金額が僅少なものについては、発生時に一括償却をしております。 

 ⑥連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

   連結キャッシュ・フロ－計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない、取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

 ⑦その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

  a.重要なヘッジ会計の方法 

   イ.ヘッジ会計の方法 

    原則として、繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしているため、

金利スワップは特例処理によっております。 

   ロ.ヘッジ手段とヘッジ対象 

     ヘッジ手段：金利スワップ 

     ヘッジ対象：借入金 

   ハ.ヘッジ方針 

    金利等の相場変動リスクの軽減、資金調達コストの低減、または将来のキャッシュ・フローを

最適化するためにデリバティブ取引を行っております。短期的な売買差益の獲得や投機を目的

とするデリバティブ取引は行わない方針であります。 

   ニ.ヘッジ有効性評価の方法 

    ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場変動を半期毎に比較し、両者の変動額を基礎にし

て、ヘッジの有効性を評価することとしております。なお、金利スワップの特例処理の要件を

満たしているため、ヘッジの有効性の評価を省略しております。 

  b.消費税等の会計処理 

  消費税等の会計処理は税抜方式によっております。 

  

(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、当連結会計年度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。 

この変更により当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は

軽微であります。 
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(未適用の会計基準等) 

 「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年５月17日)及び「退職給付に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日) 

１．概要 

 本会計基準等は財務報告を改善する観点および国際的な動向を踏まえ、未認識数理計算上の差異および未

認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務および勤務費用の計算方法並びに開示の拡充を図っておりま

す。 

  

２．適用予定日 

 平成25年６月１日以降開始する連結会計年度の期末から適用 

  

３．当会計基準等の適用による影響 

 連結財務諸表作成時において連結財務諸表に与える影響は、現在評価中であります。 
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(連結貸借対照表関係) 

※１  たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

 
  
※２ 国庫補助金等の受入れにより取得価額から控除した固定資産の圧縮記帳額は、次のとおりでありま

す。 

（単位：百万円） 

 
  
※３  非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

 
    

 
前連結会計年度

(平成24年５月31日)
当連結会計年度

(平成25年５月31日)

商品 277 404 

貯蔵品 85 91 

仕掛品 26 13 

製品 0 0 

 
前連結会計年度

(平成24年５月31日)
当連結会計年度

(平成25年５月31日)

圧縮記帳額 96 94 

（うち、建物） 8 8 

（うち、その他の有形固定資産） 87 85 

（うち、ソフトウエア） 0 － 

 
前連結会計年度

(平成24年５月31日)
当連結会計年度

(平成25年５月31日)

投資有価証券（株式） 539 788 

(うち、共同支配企業に対する投資の金額) (－) (77)
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(連結損益計算書関係) 

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

 
  
※２  固定資産除売却損の内訳は、次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

 
  
※３  減損損失の内訳は、次のとおりであります。 

(1) 減損損失を計上した主な資産グループの概要 

 

  
(2) 減損損失に至った主な経緯 

 業務管理システムについては、平成25年６月開催の取締役会において同システムを新システムへ移管

及び統合する決議をしたことに伴い、当該資産グループの帳簿価額を回収可能額まで減額し、その減少

額を減損損失として計上しております。 

  

 
前連結会計年度

(自  平成23年６月１日
  至  平成24年５月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年６月１日
  至  平成25年５月31日)

従業員給与及び賞与等 13,986 15,832 

賞与引当金繰入額 1,074 1,219 

役員賞与引当金繰入額 6 15 

福利厚生費 2,638 3,197 

退職給付費用 263 706 

募集費 697 888 

賃借料 3,765 3,721 

減価償却費 1,616 1,654 

貸倒引当金繰入額 2 8 

のれん償却額 343 680 

 
前連結会計年度

(自  平成23年６月１日
  至  平成24年５月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年６月１日
  至  平成25年５月31日)

除却損 44 60 

 建物 31 46 

 その他の有形固定資産 10 7 

 ソフトウエア 2 6 

 リース資産（無形） 0 － 

売却損 0 0 

 その他の有形固定資産 0 0 

場所 用途 種類 

東京都千代田区 業務管理システム ソフトウエア・リース資産他 
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(3) 減損損失の金額 

（単位:百万円） 

 
 当資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。正味売却価額は、転用可

能な資産についてはインカムアプローチ等の方法を基に合理的に算定しており、転用不能な資産につい

ては、売却が困難であるため零としております。 

(4) 資産のグルーピングの方法 

 当社グループは、原則として独立したキャッシュ・フローを生み出す 小単位として、主として法人

を基本単位として資産のグルーピングをしております。また、将来の使用見込みがなく、廃棄される可

能性が高いものについては、処分予定資産としてグルーピングしております。 

  

(連結包括利益計算書関係) 

※１  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

（単位：百万円） 

 
  

種類 金額 

ソフトウエア 109 

建物等 42 

リース資産 10 

その他資産 6 

合計 169 

 

 
前連結会計年度

(自  平成23年６月１日
  至  平成24年５月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年６月１日
  至  平成25年５月31日)

その他有価証券評価差額金   

 当期発生額 △27 93 

 組替調整額 △130 △0 

  税効果調整前 △158 93 

  税効果額 68 △33 

  その他有価証券評価差額金 △89 59 

為替換算調整勘定   

 当期発生額 △18 141 

  税効果調整前 △18 141 

  為替換算調整勘定 △18 141 

その他の包括利益合計 △108 201 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度(自 平成23年６月１日 至 平成24年５月31日） 

 
  

 
  

該当事項はありません。 

  

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 
当連結会計年度 

期首株式数 
（株） 

当連結会計年度 

増加株式数 
（株） 

当連結会計年度 

減少株式数 
（株） 

当連結会計 

年度末株式数 
（株） 

 普通株式 416,903 － － 416,903 

２．自己株式に関する事項

株式の種類 
当連結会計年度 

期首株式数 
（株） 

当連結会計年度 

増加株式数 
（株） 

当連結会計年度 

減少株式数 
（株） 

当連結会計 

年度末株式数 
（株） 

 普通株式 42,401 － － 42,401 

３．新株予約権等に関する事項

４．配当に関する事項

決議 株式の種類 配当金の総額 
１株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成23年７月20日 
取締役会 

普通株式 374百万円 1,000円 平成23年５月31日 平成23年８月19日 

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成24年７月13日
取締役会 

普通株式 利益剰余金 374百万円 1,000円 平成24年５月31日 平成24年８月22日
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 当連結会計年度(自 平成24年６月１日 至 平成25年５月31日） 

 
  

 

該当事項はありません。 

  

(1)配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 
当連結会計年度 

期首株式数 
(株) 

当連結会計年度 

増加株式数 
(株) 

当連結会計年度 

減少株式数 
(株) 

当連結会計 

年度末株式数 
(株) 

 普通株式 416,903 － － 416,903 

２．自己株式に関する事項

株式の種類 
当連結会計年度 

期首株式数 
(株) 

当連結会計年度 

増加株式数 
(株) 

当連結会計年度 

減少株式数 
(株) 

当連結会計 

年度末株式数 
(株) 

 普通株式 42,401 － － 42,401 

 

３．新株予約権等に関する事項

４．配当に関する事項

決議 株式の種類 配当金の総額 
１株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成24年７月13日
取締役会 

普通株式 374百万円 1,000円 平成24年５月31日 平成24年８月22日 

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成25年７月12日
取締役会 

普通株式 利益剰余金 374百万円 1,000円 平成25年５月31日 平成25年８月20日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

※１  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお

りであります。 

（単位：百万円） 

 
  

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 

前連結会計年度（自 平成23年６月１日 至 平成24年５月31日） 

(1) 株式の取得により新たにキャプラン株式会社（以下、キャプラン）を連結したことに伴う連結開始時の

資産及び負債の内訳並びにキャプランの取得価額とキャプラン取得のための支出（純増）との関係は次のと

おりであります。 

 
  

(2) 株式の取得により新たにビーウィズ株式会社（以下、ビーウィズ）を連結したことに伴う連結開始時の

資産及び負債の内訳並びにビーウィズの取得価額とビーウィズ取得のための支出（純増）との関係は次のと

おりであります。 

なお、次の金額は前連結会計年度の連結貸借対照表に反映されている暫定的な金額であります。 

 
  

 
前連結会計年度

(自  平成23年６月１日
  至  平成24年５月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年６月１日
  至  平成25年５月31日)

現金及び預金勘定 22,763 20,572 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △227 △827 

有価証券(MMF) 203 203 

現金及び現金同等物 22,739 19,948 

流動資産 2,264百万円 

固定資産 1,245百万円 

のれん 2,502百万円 

流動負債 △1,703百万円 

固定負債 △735百万円 

キャプラン株式の取得価額 3,572百万円 

キャプラン現金及び現金同等物 763百万円 

差引：キャプラン取得のための支出 2,809百万円 

流動資産 1,787百万円 

固定資産 912百万円 

のれん 898百万円 

流動負債 △1,298百万円 

固定負債 △142百万円 

少数株主持分 △559百万円 

ビーウィズ株式の取得価額 1,598百万円 

ビーウィズ現金及び現金同等物 212百万円 

差引：ビーウィズ取得のための支出 1,386百万円 
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 前連結会計年度末において、企業結合日における識別可能資産及び負債の特定が精査中であり、取得原価

の配分が完了しておらず暫定的な会計処理を行っておりましたが、当連結会計年度に取得原価の配分が完了

いたしました。 

 取得原価配分後の、株式の取得により新たにビーウィズを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債

の内訳並びにビーウィズの取得価額とビーウィズ取得のための支出（純増）との関係は次のとおりでありま

す。 

 

  
当連結会計年度（自 平成24年６月１日 至 平成25年５月31日） 

該当事項はありません。 
  

流動資産 1,787百万円 

固定資産 1,442百万円 

のれん 697百万円 

流動負債 △1,298百万円 

固定負債 △335百万円 

少数株主持分 △693百万円 

ビーウィズ株式の取得価額 1,598百万円 

ビーウィズ現金及び現金同等物 212百万円 

差引：ビーウィズ取得のための支出 1,386百万円 
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(リース取引関係) 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引 

 ① リース資産の内容 

 有形固定資産 

 主として建物（附属設備を含む）であります。 

 ② リース資産の減価償却の方法 

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計処理基準に関する事項 ②重要な減価償

却資産の減価償却方法」に記載のとおりであります。 

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ① リース資産の内容 

 a.有形固定資産 

 主として建物（附属設備を含む）及びその他（工具、器具及び備品）であります。 

 b.無形固定資産 

 ソフトウエアであります。 

 ② リース資産の減価償却の方法 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計処理基準に関する事項 ②重要な減価償

却資産の減価償却方法」に記載のとおりであります。 

なお、リース取引開始日がリース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内

容は次のとおりであります。 

  a.リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 

 

 

  b.未経過リース料期末残高相当額 

 
  

 (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(平成24年５月31日)
取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

建物 13 9 3 
有形固定資産その他 93 68 25 
ソフトウエア 18 12 5 
合計 126 91 35 

 
(単位：百万円) 

 

 
当連結会計年度 

(平成25年５月31日)
取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

建物 4 2 2 
有形固定資産その他 － － － 
ソフトウエア － － － 
合計 4 2 2 

  (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(平成24年５月31日)
当連結会計年度 

(平成25年５月31日)
１年内 16 0 
１年超 19 1 
合計 36 2 
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  c.支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額 

 
  d.減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。  

  e.利息相当額の算定方法  

 リース料総額とリース物件の取得額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

  

２．オペレーティング・リース取引（借主側） 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 

（単位：百万円） 

 
  

  (単位：百万円) 

 (自  平成23年６月１日 
至  平成24年５月31日)

前連結会計年度
(自  平成24年６月１日 
至  平成25年５月31日)

当連結会計年度

支払リース料 14 8 
減価償却費相当額 13 8 
支払利息相当額 0 0 

 
前連結会計年度

(平成24年５月31日)
当連結会計年度

(平成25年５月31日)

１年内 2,775 2,729 

１年超 10,974 9,077 

合計 13,749 11,807 
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(金融商品関係) 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社グループは、資金調達についてはグループＣＭＳ(キャッシュ・マネジメント・サービス)による

グループ資金の有効活用を図る一方で金融機関からの借入も行っております。また、資金運用について

は、その対象を充分な流動性を有する安全性の高い短期の預金等に限定しております。なお、デリバテ

ィブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針でありま

す。 

  

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有

価証券は、大半が取引先企業との業務または資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスク

に晒されている有価証券も一部ございます。 

営業債務である買掛金及び未払費用は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。 

借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金及び設備投資に必要な資金

の調達を目的としたものであります。 

デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ

取引であります。ヘッジの有効性の評価方法は、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、

その判定をもって有効性の評価を省略しております。 

  
(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスクの管理 

営業債権に係る信用リスクについては、各社の社内規程に従い、期日・残高管理を行いつつスクリー

ニングも行っております。回収懸念先については月次の与信会議にて信用状況を把握する体制としてお

ります。 

  
②市場リスクの管理 

長期借入金の金利変動リスクについては、分割弁済によりその影響を緩和するとともに、当社財務経

理部において管理しております。 

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っております。 

上場株式については、四半期ごとに時価の把握を行うとともに、非上場株式については発行企業の財

務状況を把握したうえで取引企業との関係を勘案しつつ保有状況の見直しをしております。 

  
③流動性リスクの管理 

当社財務経理部ではグループ月次預金残高報告を受けるとともに、グループＣＭＳにより各社の流動

性リスクを随時管理しております。 

  

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価額に基づく価額のほか、市場価額のない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等

を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 
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２．金融商品の時価等に関する事項 

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握

することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注)２を参照ください）。 

前連結会計年度（平成24年５月31日） 

 
  

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）

(１) 現金及び預金 22,763 22,763 － 

(２) 受取手形及び売掛金 22,379 22,379 － 

(３) 有価証券    

その他有価証券 203 
203 

－ 

(４) 未収還付法人税等 284 284 － 

(５) 投資有価証券    

その他有価証券 219 
219 

－ 

(６) 敷金及び保証金 4,570 4,402 △167 

資産計 50,420 50,253 △167 

(１) 買掛金 2,034 2,034 － 

(２) 短期借入金 3,105 3,105 － 

(３) 未払金 3,688 3,688 － 

(４) 未払費用 12,611 12,611 － 

(５) 未払法人税等 941 941 － 

(６) 未払消費税等 1,403 1,403 － 

(７) 長期借入金 8,262 8,129 △133 

(８) リース債務 1,845 1,860 14 

負債計 33,891 33,773 △118 

(９) デリバティブ取引 － － － 
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当連結会計年度（平成25年５月31日） 

 
  

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）

(１) 現金及び預金 20,572 20,572 － 

(２) 受取手形及び売掛金 22,280 22,280 － 

(３) 有価証券    

その他有価証券 203 203 － 

(４) 未収還付法人税等 290 290 － 

(５) 投資有価証券    

その他有価証券 394 394 － 

(６) 敷金及び保証金 4,321 4,220 △101 

資産計 48,063 47,962 △101 

(１) 買掛金 2,282 2,282 － 

(２) 短期借入金 3,005 3,005 － 

(３) 未払金 3,280 3,280 － 

(４) 未払費用 12,119 12,119 － 

(５) 未払法人税等 1,535 1,535 － 

(６) 未払消費税等 1,430 1,430 － 

(７) 長期借入金 5,655 5,621 △33 

(８) リース債務 2,660 2,640 △20 

負債計 31,968 31,915 △53 

(９) デリバティブ取引 － － － 
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(注)１ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

  
資 産 

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 有価証券、(4) 未収還付法人税等 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。 

  

(5) 投資有価証券 

 これらは全て株式であり、その時価は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に

関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。 

  

(6) 敷金及び保証金 

 主としてオフィスの賃借時に差し入れている敷金・保証金であり、償還予定時期を見積り、安全性の高い

長期の債券の利回りで割り引いた現在価値を算定しております。 

  
負 債 

(1) 買掛金、(2) 短期借入金、(3) 未払金、(4) 未払費用、(5) 未払法人税等、(6) 未払消費税等 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。 

  

(7) 長期借入金 

 変動金利による借入については、短期間で市場金利を反映しており、また、当社の信用状態は実行後大き

く変化していないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっており

ます。 

 固定金利による借入については、元利金の合計額を残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた

現在価値により算定しております。 

  

(8) リース債務 

 元利金の合計額を残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しておりま

す。また、連結貸借対照表上、流動負債に計上されているリース債務と固定負債に計上されているリース債

務を合算した金額となっております。 

  
(9) デリバティブ取引 

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。 

  

(注)２ 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額 

  
（単位：百万円） 

 
これらについては、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有価証

券」には含めておりません。 

  

区分 平成24年５月31日 平成25年５月31日

非上場株式 912 1,165 
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(注)３ 金銭債権の連結決算日後の償還予定額 

  
前連結会計年度（平成24年５月31日） 

（単位：百万円） 

 
  

当連結会計年度（平成25年５月31日） 

（単位：百万円）  

 
  

(注)４ 長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額 

  
前連結会計年度（平成24年５月31日） 

（単位：百万円） 

 
  

当連結会計年度（平成25年５月31日） 

(単位：百万円) 

 
  

科目 １年以内 
１年超 
５年以内 

５年超 
10年以内 

10年超 

現金及び預金 22,763 － － － 

受取手形及び売掛金 22,379 － － － 

敷金及び保証金 870 648 2,873 177 

合計 46,013 648 2,873 177 

科目 １年以内 
１年超 
５年以内 

５年超 
10年以内 

10年超 

現金及び預金 20,572 － － － 

受取手形及び売掛金 22,280 － － － 

敷金及び保証金 1,419 2,000 900 － 

合計 44,273 2,000 900 － 

科目 １年以内 
１年超 
２年以内 

２年超 
３年以内 

３年超 
４年以内 

４年超 
５年以内 

５年超 

短期借入金 498 － － － － － 

長期借入金 2,606 2,606 2,914 1,366 1,166 207 

リース債務 356 351 309 251 238 337 

合計 3,461 2,958 3,224 1,618 1,404 545 

科目 １年以内 
１年超 
２年以内 

２年超 
３年以内 

３年超 
４年以内 

４年超 
５年以内 

５年超 

短期借入金 398 － － － － － 

長期借入金 2,606 2,914 1,366 1,166 146 61 

リース債務 568 545 475 420 406 243 

合計 3,573 3,460 1,841 1,587 552 304 
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(有価証券関係) 

１．その他有価証券 

前連結会計年度（平成24年５月31日） 

 
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額912百万円）については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難

と認められることから、上表には含めておりません。 

  

当連結会計年度（平成25年５月31日） 

 
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額1,165百万円）については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、上表には含めておりません。 

  

２．連結会計年度中に売却したその他有価証券 

前連結会計年度（自  平成23年６月１日  至  平成24年５月31日） 

 
  

当連結会計年度（自  平成24年６月１日  至  平成25年５月31日） 

 該当事項はありません。 

  

 種類
連結貸借対照表

計上額
(百万円)

取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの 

株式 217 136 80 

小計 217 136 80 

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの 

株式 2 4 △1 

小計 2 4 △1 

合計  219 140 79 

 種類
連結貸借対照表

計上額
(百万円)

取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの 

株式 391 217 173 

小計 391 217 173 

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの 

株式 3 3 △0 

小計 3 3 △0 

合計  394 221 173 

種類
売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

株式 297 116 － 

合計 297 116 － 

― 80 ―



  
(デリバティブ取引関係) 

１．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

(1) 金利関連 

前連結会計年度（平成24年５月31日） 

 
(注)  金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。 

  

当連結会計年度（平成25年５月31日） 

 
(注)  金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。 

  

(退職給付関係) 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社及び一部の国内連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制

度を設けております。一部の国内連結子会社は、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設け、も

しくは中小企業退職金共済制度に加入しております。また、一部の海外連結子会社は、確定給付型の制度

を設けております。 

従業員の退職等に対して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務制度の対象とされない

割増退職金を支払う場合があります。 

  

２．退職給付債務に関する事項 

（単位：百万円） 

 
（注）  一部の子会社は退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用しております。 

  

ヘッジ会計
の方法

デリバティブ
取引の種類等

主なヘッジ対象
契約額等
(百万円)

契約額等のうち
１年超
(百万円)

時価
(百万円)

金利スワップ
の特例処理 

金利スワップ取引     

 支払固定・受取変動 長期借入金 3,500 2,800 (注) 

ヘッジ会計
の方法

デリバティブ
取引の種類等

主なヘッジ対象
契約額等
(百万円)

契約額等のうち
１年超
(百万円)

時価
(百万円)

金利スワップ
の特例処理 

金利スワップ取引     

 支払固定・受取変動 長期借入金 3,500 2,100 （注） 

 
前連結会計年度

(平成24年５月31日)
当連結会計年度

(平成25年５月31日)

(1) 退職給付債務 △3,594 △4,010 

(2) 年金資産 2,121 2,973 

(3) 未積立退職給付債務 △1,472 △1,036 

(4) 未認識数理計算上の差異 348 △545 

(5) 連結貸借対照表計上額純額 △1,123 △1,582 

(6) 前払年金費用 40 32 

(7) 退職給付引当金 △1,164 △1,614 
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３．退職給付費用に関する事項 

（単位：百万円） 

 
（注）１  簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「(1) 勤務費用」に計上しております。 

  ２ 「(6) その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。 

  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 

期間定額基準法 

  

(2) 割引率 

 
  

(3) 期待運用収益率 

 
  

(4) 過去勤務債務の額の処理年数 

発生年度に一括損益処理 

  

(5) 数理計算上の差異の処理年数 

発生年度の翌連結会計年度に一括損益処理 

  

 
前連結会計年度

(自  平成23年６月１日
  至  平成24年５月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年６月１日
  至  平成25年５月31日)

(1) 勤務費用 323 441 

(2) 利息費用 36 32 

(3) 期待運用収益 △32 △33 

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 △26 347 

(5) 過去勤務債務の費用処理額 △2 △4 

(6) その他 － 21 

(7) 退職給付費用 298 805 

前連結会計年度
(自  平成23年６月１日
  至  平成24年５月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年６月１日
  至  平成25年５月31日)

1.3％ 1.3％ 

前連結会計年度
(自  平成23年６月１日
  至  平成24年５月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年６月１日
  至  平成25年５月31日)

2.0％ 2.0％ 
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(ストック・オプション等関係) 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

①株式会社パソナグループ 

 
(注) １ 株式数に換算して記載しております。 

２ 対象勤務期間において、当社または当社関係会社の取締役・監査役・執行役員・従業員・顧問であることを

要する旨を定めております。 

３ 上記新株予約権は、当社設立に伴い株式会社パソナより承継しております。このため、付与日及び対象勤務

期間・付与対象者の区分及び数等は株式会社パソナ付与時点のものを記載しております。 

４ 権利行使期間については、当社設立を始期としております。 

  
②株式会社ベネフィット・ワン 

 
(注) ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。なお、上記に記載されたストック・オプション

数は、平成17年５月20日付株式分割（株式１株につき５株）、また平成18年４月１日付株式分割（株式１株につ

き４株）による分割後の株式数に換算して記載しております。 

  

平成17年 

新株予約権 

付与対象者の区分及び数

(注)３ 

当社取締役            11名 

当社執行役員           22名 

当社従業員            966名 

当社完全子会社(外国法人を含む） 

取締役               10名 

当社完全子会社以外の子会社・関連会社 

取締役              11名 

当社完全子会社以外の子会社・関連会社 

従業員              ２名 

ストック・オプションの目

的となる株式の種類及び数

(注)１ 

普通株式 4,898株 

付与日 (注)３ 平成18年４月６日 

権利確定条件 (注)２ 

対象勤務期間 (注)３ 自 平成18年４月６日 

至 平成19年８月31日 

権利行使期間 (注)４ 自 平成19年12月３日 

至 平成24年８月31日 

 平成16年 

新株予約権 

付与対象者の区分及び数 当社子会社特別顧問        １名 

ストック・オプションの目

的となる株式の種類及び数

(注) 

普通株式 2,000株 

付与日 平成16年６月30日 

権利確定条件 定めなし 

対象勤務期間 定めなし 

権利行使期間 自 平成18年７月１日 

至 平成26年６月30日 
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数

に換算して記載しております。 

①株式会社パソナグループ 

ａ．ストック・オプションの数 

 
(注) 権利確定数の見積方法については、基本的には、将来の失効数の合理的な見積りが困難であるため、実績の失

効数のみ反映させる方法を採用しております。 

  

ｂ．単価情報 

 
  

②株式会社ベネフィット・ワン 

ａ．ストック・オプションの数 

 
(注) 上記に記載されたストック・オプション数は、平成17年５月20日付株式分割(株式１株につき５株)、また平成18

年４月１日付株式分割(株式１株につき４株)による分割後の株式数に換算して記載しております。 

  

ｂ．単価情報 

 
(注) 上記に記載された権利行使価格は、平成17年５月20日付株式分割（株式１株につき５株）、また平成18年４月１

日付株式分割（株式１株につき４株）による分割後の権利行使価格に調整して記載しております。 
  

 平成17年 

権利確定前  (株)  
 前連結会計年度末 ― 

 付与 ― 

 失効 ― 

 権利確定 ― 

 未確定残 ― 

権利確定後  (株)  
 前連結会計年度末 3,704 

 権利確定 ― 

 権利行使 ― 

 失効 3,704 

 未行使残 ― 

 平成17年 

権利行使価格     (円) 310,000 

行使時平均株価    (円) ― 

公正な評価単価(付与日)(円) ― 

 平成16年 

権利確定前  (株)  
 前連結会計年度末 ― 

 付与 ― 

 失効 ― 

 権利確定 ― 

 未確定残 ― 

権利確定後  (株)  
 前連結会計年度末 640 

 権利確定 ― 

 権利行使 340 

 失効 ― 

 未行使残 300 

 平成16年 

権利行使価格     (円) 35,000 

行使時平均株価    (円) 73,000 

公正な評価単価(付与日)(円) ― 
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(税効果会計関係) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

（単位：百万円） 

 
(注)  前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれて

おります。 

（単位：百万円） 

 
  

 
前連結会計年度

(平成24年５月31日)
当連結会計年度

(平成25年５月31日)

繰延税金資産   

 繰越欠損金 1,322 1,344 

 減価償却 188 212 

 賞与引当金 737 806 

 貸倒引当金 17 18 

 退職給付引当金 385 557 

 資産除去債務 288 297 

 関係会社株式売却益 81 81 

 投資損失引当金 104 112 

 未払事業所税 139 132 

 未払事業税 94 130 

 その他 430 542 

 繰延税金資産小計 3,791 4,236 

 評価性引当額 △2,211 △2,179 

 繰延税金資産合計 1,580 2,057 

 繰延税金負債との相殺 △140 △212 

 繰延税金資産の純額 1,439 1,844 

   

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △28 △62 

前払年金費用 △14 △17 

資産除去債務 △93 △83 

海外子会社の留保利益金 △70 △77 

顧客関係資産 △290 △484 

その他 △66 △62 

繰延税金負債合計 △564 △787 

繰延税金資産との相殺 140 212 

繰延税金負債の純額 △423 △574 

 
前連結会計年度

(平成24年５月31日)
当連結会計年度

(平成25年５月31日)

流動資産－繰延税金資産 1,045 1,117 

固定資産－繰延税金資産 394 727 

固定負債－繰延税金負債 △423 △574 
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

（単位：％） 

 
  

(資産除去債務関係) 

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの 

(1) 当該資産除去債務の概要 

主にオフィスの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。 

  

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法 

使用見込期間を取得から１～15年と見積り、割引率は0.1～1.9％を使用して資産除去債務の金額を計算

しております。 

  

(3) 当該資産除去債務の総額の増減 

（単位：百万円） 

 
  

(賃貸等不動産関係) 

賃貸等不動産の総額は重要性が乏しいため、注記を省略しております。 

  

 
前連結会計年度

(平成24年５月31日)
当連結会計年度

(平成25年５月31日)

法定実効税率 40.69 38.01 

（調整）   

 交際費等永久に損金に算入されない項目 4.29 3.14 

 住民税均等割額 7.58 5.82 

 評価性引当額 6.05 1.24 

 のれん償却 2.75 6.98 

 持分法による投資損益 △0.75 △0.58 

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.77 0.28 

 税制変更による影響額 4.62 － 

 その他 1.01 1.09 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 64.47 55.98 

 
前連結会計年度

(自  平成23年６月１日
  至  平成24年５月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年６月１日
  至  平成25年５月31日)

期首残高 727 806 

有形固定資産の取得に伴う増加額 59 68 

連結子会社取得に伴う増加額 211 6 

時の経過による調整額 3 7 

資産除去債務の履行による減少額 △194 △58 

期末残高 806 829 
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(セグメント情報等) 

 【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となって

いるものであります。 

 当社グループは、人材派遣・請負、人材紹介、再就職支援、福利厚生アウトソーシングなどの人材関

連事業を行っており、提供するサービスの特性から、報告セグメントを「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」、「アウトプレースメント（再就職支援）」、「アウトソ

ーシング」の３つとしております。また、当社は持株会社としてグループ経営戦略の策定と業務遂行支

援、経営管理と経営資源の 適配分の実施、雇用創造に係わる新規事業開発等を行っております。 

  
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「〔注記事項〕連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価額に基づいております。 
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

  

前連結会計年度（自  平成23年６月１日  至  平成24年５月31日） 

（単位：百万円） 

 
(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 調整額は以下のとおりであります。 

(1) セグメント利益の調整額△3,603百万円には、当社におけるグループ管理費用等△3,611百万円、セグメ

ント間取引消去７百万円が含まれております。 

(2) セグメント資産の調整額1,166百万円には、主に当社の現金及び預金とグループ管理に係る資産13,558

百万円、セグメント間取引消去△12,391百万円が含まれております。 

(3) 減価償却費の調整額187百万円は、主にグループ管理に係る資産の減価償却費であります。 

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額325百万円は、主にグループ管理に係る資産の増加額

であります。 

４ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 

報告セグメント

その他
(注)２

合計
調整額
(注)３

連結
財務諸表
計上額

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 155,608 9,587 14,734 179,931 1,567 181,498 － 181,498 

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高 

419 6 224 650 2,165 2,816 △2,816 － 

計 156,028 9,594 14,959 180,581 3,732 184,314 △2,816 181,498 

セグメント利益 2,211 834 2,479 5,525 42 5,568 △3,603 1,964 

セグメント資産 42,481 9,884 15,432 67,798 1,923 69,722 1,166 70,889 

その他の項目         

 減価償却費 947 214 523 1,685 276 1,962 187 2,149 

 のれんの償却額 221 67 55 343 － 343 － 343 

 有形固定資産及び 

 無形固定資産の増加額 
6,208 74 589 6,872 142 7,015 325 7,340 
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当連結会計年度（自  平成24年６月１日  至  平成25年５月31日） 

（単位：百万円） 

 
(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 調整額は以下のとおりであります。 

(1) セグメント利益又は損失の調整額△4,299百万円には、当社におけるグループ管理費用等△4,300百万

円、セグメント間取引消去１百万円が含まれております。 

(2) セグメント資産の調整額△1,682百万円には、主に当社の現金及び預金とグループ管理に係る資産

15,120百万円、セグメント間取引消去△16,802百万円が含まれております。 

(3) 減価償却費の調整額316百万円は、主にグループ管理に係る資産の減価償却費であります。 

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額1,023百万円は、主にグループ管理に係る資産の増加

額であります。 

４ セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 
報告セグメント

その他
(注)２

合計
調整額
(注)３

連結
財務諸表
計上額

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 176,184 12,232 17,387 205,803 1,881 207,685 － 207,685 

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高 

743 3 222 969 2,051 3,021 △3,021 － 

計 176,928 12,235 17,610 206,773 3,933 210,706 △3,021 207,685 

セグメント利益又は損失
(△) 

2,661 2,164 2,696 7,522 △46 7,475 △4,299 3,176 

セグメント資産 41,118 12,396 16,698 70,214 2,744 72,958 △1,682 71,276 

その他の項目         

 減価償却費 1,276 204 516 1,997 318 2,315 316 2,632 

 のれんの償却額 513 67 99 680 0 680 － 680 

 減損損失 47 － － 47 122 169 － 169 

 有形固定資産及び 
 無形固定資産の増加額 

1,617 253 1,642 3,513 366 3,880 1,023 4,903 
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【関連情報】 

前連結会計年度（自  平成23年６月１日  至  平成24年５月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

  

(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、記載を

省略しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

連結損益計算書の売上高の10％以上を占める顧客が存在しないため、記載を省略しております。 

当連結会計年度（自  平成24年６月１日  至  平成25年５月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

  

(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、記載を

省略しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

連結損益計算書の売上高の10％以上を占める顧客が存在しないため、記載を省略しております。 
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

前連結会計年度（自  平成23年６月１日  至  平成24年５月31日） 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自  平成24年６月１日  至  平成25年５月31日） 

（単位：百万円） 

 
(注) 「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。 

  

【報告セグメントごとののれんの未償却残高に関する情報】 

前連結会計年度（自  平成23年６月１日  至  平成24年５月31日） 

（単位：百万円） 

 
(注) 「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。 

  

当連結会計年度（自  平成24年６月１日  至  平成25年５月31日） 

（単位：百万円） 

 
(注) 「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。 

  

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

前連結会計年度（自  平成23年６月１日  至  平成24年５月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自  平成24年６月１日  至  平成25年５月31日） 

該当事項はありません。 

  

 

報告セグメント

その他
(注)

調整額 合計
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

アウトプレースメ
ント(再就職支援)

アウトソーシング 計

減損損失 47 － － 47 122 － 169 

 

報告セグメント

その他
(注)

調整額 合計
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

アウトプレースメ
ント(再就職支援)

アウトソーシング 計

当期末残高 3,982 185 123 4,292 － － 4,292 

 

報告セグメント

その他
(注)

調整額 合計
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

アウトプレースメ
ント(再就職支援)

アウトソーシング 計

当期末残高 3,273 118 671 4,063 － － 4,063 
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【関連当事者情報】 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社の役員および主要株主等 

該当事項はありません。 

  
当連結会計年度（自 平成24年６月１日 至 平成25年５月31日） 

該当事項はありません。 

  
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主等 

前連結会計年度（自 平成23年６月１日 至 平成24年５月31日） 

 
(注) １ 取引金額は消費税抜きの金額で、期末残高は消費税等込みの金額で表示しております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  全ての取引条件については、当社と関連を有しない他社とほぼ同様の条件あるいは市場価額を勘案して一般

取引条件または協議により決定しております。 

３ 株式会社南部エンタープライズは、当社代表取締役南部靖之及びその近親者が議決権の過半数を所有してい

る会社であります。 

  
当連結会計年度（自 平成24年６月１日 至 平成25年５月31日） 

 
(注) １ 取引金額は消費税抜きの金額で、期末残高は消費税等込みの金額で表示しております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  全ての取引条件については、当社と関連を有しない他社とほぼ同様の条件あるいは市場価額を勘案して一般

取引条件または協議により決定しております。 

３ 株式会社南部エンタープライズは、当社代表取締役南部靖之及びその近親者が議決権の過半数を所有してい

る会社であります。 

  
２．親会社又は重要な関連会社に関する情報 

該当事項はありません。 

  

１．関連当事者との取引

前連結会計年度（自 平成23年６月１日 至 平成24年５月31日）

種類 
会社等 

の名称 
所在地 

資本金 

または 

出資金 

(百万円)

事業の内容

議決権等 

の所有 

(被所有) 

割合 

(％) 

関連当事者との

関係 取引の内容 
取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高 

(百万円) 

役員及びその近親者が議
決権の過半数を所有して
いる会社等 
（注）３ 

株式会社 
南部エンター
プライズ 

東京都 
千代田区 80

資産の管理
及び運用 

（被所有）
直接 9.98 役務の提供 役務の提供 25 売掛金 2

種類 
会社等 

の名称 
所在地 

資本金 

または 

出資金 

(百万円)

事業の内容

議決権等 

の所有 

(被所有) 

割合 

(％) 

関連当事者との

関係 取引の内容 
取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高 

(百万円) 

役員及びその近親者が議
決権の過半数を所有して
いる会社等 
（注）３ 

株式会社 
南部エンター
プライズ 

東京都 
千代田区 80

資産の管理
及び運用 

（被所有）
直接 9.98 役務の提供 役務の提供 32 売掛金 2
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(企業結合等関係) 

（共通支配下の取引等） 

吸収分割および合併 

１． 結合当事企業の名称及びその事業内容等 

 

２． 企業結合日 

平成25年５月１日 

  

３． 企業結合の法的形式 

(吸収分割) 

 株式会社パソナソーシング（以下、パソナソーシング）を吸収分割会社、株式会社パソナライフケア

（以下、パソナライフケア）を吸収分割承継会社とする吸収分割 

(吸収合併) 

 株式会社パソナ（以下、パソナ）を吸収合併存続会社、上記吸収分割後のパソナソーシングを吸収合

併消滅会社とする吸収合併 

  

４． 結合後企業の名称 

株式会社パソナ 

株式会社パソナライフケア 

  

５． 取引の目的及び概要 

(1) 取引の目的 

派遣法の改正に伴い、人材派遣に関する企業からの発注は一部の大手事業者に集約される傾向にありま

す。また、派遣からインソーシング（委託・請負）への切り替えも増加しており、その際の事業者選択の

鍵も「実績」や「ノウハウ」と大手事業者に有利に働く傾向が顕著となっております。また、一方で、平

均寿命、高齢者数、高齢化のスピードという三点において、世界一の高齢化社会といわれる日本では、こ

れから数年間で、家事代行事業、福祉介護事業のマーケットが急速に拡大することが見込まれておりま

す。 

こうした状況を踏まえ、パソナソーシングで展開しております人材派遣事業をパソナに集約し、家事代

行・福祉介護事業を専業会社としてパソナライフケアに集約することで、経営資源の効果的な活用と、ス

ピーディーかつ柔軟な対応を実現し、グループ事業全体の拡大を図ります。 

  

(2) 取引の概要 

当社の100％子会社であるパソナソーシングは、平成25年５月１日付でパソナライフケアに家事代行・

福祉介護事業を承継する会社分割を行っております。また、同日付にてパソナは当該会社分割後のパソナ

ソーシングと合併し、パソナソーシングは消滅しております。 

  

６．実施した会計処理の概要 

 当該吸収分割及び吸収合併は、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月

26日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第

10号 平成20年12月26日）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。 
  

  

企業名 事業の内容 

株式会社パソナ 労働者派遣事業、業務請負、職業紹介事業 

株式会社パソナライフケア 家事代行・福祉介護事業、労働者派遣事業（ケアワーカー等） 

株式会社パソナソーシング 労働者派遣事業、業務請負、職業紹介事業、家事代行・福祉介護事業 
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(１株当たり情報) 

 
(注) １ 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の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

 
  

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

項目
前連結会計年度

(自  平成23年６月１日
  至  平成24年５月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年６月１日
  至  平成25年５月31日)

１株当たり純資産額 54,853円94銭 55,849円68銭 

１株当たり当期純利益金額 78円78銭 1,630円20銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 76円61銭 1,627円29銭 

項目
前連結会計年度

(自  平成23年６月１日
  至  平成24年５月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年６月１日
  至  平成25年５月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益(百万円) 29 610 

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － 

普通株式に係る当期純利益(百万円) 29 610 

普通株式の期中平均株式数(株) 374,502 374,502 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額(百万円) △0 △1 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株
式の概要 
※右記株主総会決議は株式会社パソナでの決議時と
なります。 

新株予約権 
平成17年8月25日 
株主総会決議 
新株予約権の数 3,704個 

－ 

項目
前連結会計年度

(平成24年５月31日)
当連結会計年度

(平成25年５月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 26,295 26,253 

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 5,752 5,337 

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 20,542 20,915 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
株式の数(株) 

374,502 374,502 
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(重要な後発事象) 

株式分割及び単元株制度の採用 

平成25年７月12日開催の取締役会において、株式分割及び単元株制度の採用について以下のとおり

決議いたしました。 
  

１．株式分割及び単元株制度の採用の目的 

全国証券取引所が公表した平成19年11月27日付け「売買単位の集約に向けた行動計画」及び平成24

年１月19日付け「売買単位の100株と1000株への移行期限の決定について」の趣旨に鑑み、平成25年

12月１日をもって、当社株式を１株につき100株の割合で分割するとともに、単元株式数を100株とす

る単元株制度を採用いたします。なお、本株式分割及び単元株制度の採用に伴う投資単位の実質的変

更はありません。 
  

２．株式分割の概要 

(1) 分割の方法 

平成25年11月30日を基準日として同日の 終の株主名簿に記載または記録された株主が有す

る当社普通株式を、１株につき100株の割合をもって分割いたします。 
  

(2) 分割により増加する株式数 

株式分割前の発行済株式総数     416,903株 

株式分割により増加する株式数  41,273,397株 

株式分割後の発行済株式総数   41,690,300株 

株式分割後の発行可能株式総数  150,000,000株 
  

(3) 株式分割の日程 

基準日公告日  平成25年11月14日 

基準日     平成25年11月30日 

効力発生日   平成25年12月１日 
  

３．単元株制度の採用 

(1) 新設する単元株式の数 

単元株制度を採用し、単元株式数を100株といたします。 

(2) 新設の日程 

効力発生日   平成25年12月１日 
  

４．１株当たり情報に及ぼす影響 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連結会計年度及び当連結会計年度における１

株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 

前連結会計年度  548円54銭 

当連結会計年度  558円50銭 

１株当たり当期純利益金額 

前連結会計年度     79銭 

当連結会計年度   16円30銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

前連結会計年度     77銭 

当連結会計年度   16円27銭 
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⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

 
(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決

算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。 

  

 

  
【資産除去債務明細表】 

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されてい

るため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。 

  

区分 
当期首残高 

(百万円) 

当期末残高 

(百万円) 

平均利率 

(％) 
返済期限 

短期借入金 498 398 1.15  

１年以内に返済予定の長期借入金 2,606 2,606 1.21  

１年以内に返済予定のリース債務 356 568 2.16  

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く) 

8,262 5,655 1.42 平成26年～平成30年 

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く) 

1,489 2,091 2.04 平成26年～平成31年 

合計 13,213 11,321   

区分 
１年超２年以内 

(百万円) 

２年超３年以内 

(百万円) 

３年超４年以内 

(百万円) 

４年超５年以内 

(百万円) 

長期借入金 2,914 1,366 1,166 146 

リース債務 545 475 420 406 

合計 3,460 1,841 1,587 552 
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(2) 【その他】 

当連結会計年度における四半期情報等 

 
  

 
  

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高 (百万円) 51,270 102,976 153,561 207,685 

税金等調整前四半期(当期)純
利益金額 

(百万円) 306 654 1,664 3,204 

当期純利益金額又は四半期純
損失金額（△） 

(百万円) △193 △454 △294 610 

１株当たり当期純利益金額又
は１株当たり四半期純損失金
額（△） 

(円) △517.74 △1,214.06 △785.86 1,630.20 

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益金額
又は四半期純損失金額（△） 

(円) △517.74 △696.32 428.20 2,416.07 
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２ 【財務諸表等】 
(1) 【財務諸表】 
① 【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成24年５月31日) 

当事業年度 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,853 10,576

売掛金 ※１  483 ※１  413

貯蔵品 18 15

前払費用 277 243

未収還付法人税等 159 264

未収消費税等 － 34

関係会社短期貸付金 12 8

未収入金 288 244

その他 15 26

流動資産合計 11,109 11,827

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,006 1,643

減価償却累計額 △273 △458

建物（純額） 733 1,184

構築物 13 37

減価償却累計額 △7 △11

構築物（純額） 6 26

機械及び装置 3 3

減価償却累計額 △1 △2

機械及び装置（純額） 2 1

車両運搬具 － 0

減価償却累計額 － △0

車両運搬具（純額） － 0

工具、器具及び備品 79 220

減価償却累計額 △37 △91

工具、器具及び備品（純額） 42 129

土地 25 25

リース資産 1,937 2,932

減価償却累計額 △525 △860

リース資産（純額） 1,411 2,071

建設仮勘定 93 1

有形固定資産合計 2,315 3,441

無形固定資産   

ソフトウエア 5 3

無形固定資産合計 5 3

投資その他の資産   

投資有価証券 325 329

関係会社株式 24,659 24,966

関係会社長期貸付金 25 17

敷金及び保証金 1,665 1,658

その他 117 154

投資損失引当金 △310 △310

投資その他の資産合計 26,483 26,815

固定資産合計 28,803 30,260

資産合計 39,912 42,088
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成24年５月31日) 

当事業年度 
(平成25年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 2,551 2,551

関係会社短期借入金 398 398

ＣＭＳ預り金 ※１  10,507 ※１  14,945

リース債務 196 347

未払金 405 311

未払費用 146 144

未払法人税等 17 15

未払消費税等 8 －

賞与引当金 55 57

その他 32 46

流動負債合計 14,319 18,819

固定負債   

長期借入金 8,152 5,600

リース債務 1,148 1,686

退職給付引当金 － 33

繰延税金負債 10 16

長期預り保証金 ※１  729 ※１  764

資産除去債務 － 26

その他 313 241

固定負債合計 10,354 8,369

負債合計 24,674 27,189

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 5,000

資本剰余金   

資本準備金 5,000 5,000

その他資本剰余金 7,444 7,444

資本剰余金合計 12,444 12,444

利益剰余金   

その他利益剰余金   

圧縮積立金 16 12

繰越利益剰余金 1,270 935

利益剰余金合計 1,287 948

自己株式 △3,493 △3,493

株主資本合計 15,238 14,899

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 0 0

評価・換算差額等合計 0 0

純資産合計 15,238 14,899

負債純資産合計 39,912 42,088
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② 【損益計算書】 
(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成25年５月31日) 

売上高 ※１  5,414 ※１  6,510

売上原価 1,665 1,824

売上総利益 3,749 4,685

販売費及び一般管理費   

役員報酬 281 284

給料及び賞与 773 992

賞与引当金繰入額 55 57

福利厚生費 153 200

業務委託費 693 917

広告宣伝費 38 36

支払報酬 164 134

賃借料 737 483

減価償却費 125 263

その他 614 957

販売費及び一般管理費合計 3,637 4,328

営業利益 112 357

営業外収益   

受取利息 ※１  8 ※１  8

補助金収入 7 1

不動産賃貸料 － 22

貸倒引当金戻入額 84 －

物品売却益 17 －

その他 27 24

営業外収益合計 146 57

営業外費用   

支払利息 ※１  128 ※１  161

支払手数料 22 －

コミットメントフィー 33 27

不動産賃貸原価 － 21

その他 2 20

営業外費用合計 187 231

経常利益 72 183

特別利益   

固定資産受贈益 58 －

投資有価証券売却益 116 －

関係会社株式売却益 － 343

特別利益合計 175 343

特別損失   

固定資産除売却損 0 1

関係会社株式評価損 － 474

特別損失合計 0 475

税引前当期純利益 247 51

法人税、住民税及び事業税 11 10

法人税等調整額 △3 5

法人税等合計 8 16

当期純利益 239 35
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③ 【株主資本等変動計算書】 
(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成25年５月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 5,000 5,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,000 5,000

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 5,000 5,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,000 5,000

その他資本剰余金   

当期首残高 7,444 7,444

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,444 7,444

資本剰余金合計   

当期首残高 12,444 12,444

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 12,444 12,444

利益剰余金   

その他利益剰余金   

圧縮積立金   

当期首残高 19 16

当期変動額   

圧縮積立金の取崩 △4 △3

実効税率の変更に伴う圧縮積立金の
増加

0 －

当期変動額合計 △3 △3

当期末残高 16 12

繰越利益剰余金   

当期首残高 1,402 1,270

当期変動額   

剰余金の配当 △374 △374

圧縮積立金の取崩 4 3

実効税率の変更に伴う圧縮積立金の
増加

△0 －

当期純利益 239 35

当期変動額合計 △131 △335

当期末残高 1,270 935

利益剰余金合計   

当期首残高 1,422 1,287

当期変動額   

剰余金の配当 △374 △374

当期純利益 239 35

当期変動額合計 △135 △338

当期末残高 1,287 948
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成25年５月31日) 

自己株式   

当期首残高 △3,493 △3,493

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △3,493 △3,493

株主資本合計   

当期首残高 15,373 15,238

当期変動額   

剰余金の配当 △374 △374

当期純利益 239 35

当期変動額合計 △135 △338

当期末残高 15,238 14,899

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 114 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △114 0

当期変動額合計 △114 0

当期末残高 0 0

評価・換算差額等合計   

当期首残高 114 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △114 0

当期変動額合計 △114 0

当期末残高 0 0

純資産合計   

当期首残高 15,488 15,238

当期変動額   

剰余金の配当 △374 △374

当期純利益 239 35

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △114 0

当期変動額合計 △249 △338

当期末残高 15,238 14,899
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【注記事項】 

(重要な会計方針) 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価額等に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

  
２．デリバティブ取引により生じる債権及び債務の評価基準及び評価方法 

時価法 

  
３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

貯蔵品 

最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法) 

  
４．固定資産の減価償却の方法  

(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 

 建物(附属設備を除く）  定額法 

 その他の有形固定資産   定率法 

(2) 無形固定資産(リース資産を除く) 

 ソフトウエア  社内における利用可能期間(５年以内）に基づく定額法 

(3) リース資産 

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

  
５．引当金の計上基準  

(1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

なお、当事業年度末における計上はありません。 

(2) 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 

(3) 役員賞与引当金 

 役員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 

なお、当事業年度末における計上はありません。 

(4) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に充てるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。 

数理計算上の差異は、発生年度の翌事業年度に一括損益処理しております。 

(5) 投資損失引当金 

 市場性のない有価証券に対し、将来発生する可能性のある損失に備えるため、必要と認められる額

を計上しております。 

  
６．ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

 原則として、繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしているため、金利
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スワップは特例処理によっております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段：金利スワップ 

 ヘッジ対象：借入金 

(3) ヘッジ方針 

 金利等の相場変動リスクの軽減、資金調達コストの低減、または将来のキャッシュ・フローを最適

化するためにデリバティブ取引を行っております。短期的な売買差益の獲得や投機を目的とするデ

リバティブ取引は行わない方針であります。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場変動を半期毎に比較し、両者の変動額を基礎にして、ヘ

ッジの有効性を評価することとしております。なお、金利スワップの特例処理の要件を満たしてい

るため、ヘッジの有効性の評価を省略しております。 

  
７．その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。 

  
(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) 

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度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。この変更により当事業年度の営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益はそれぞれ23百万円増加しております。 
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(貸借対照表関係) 

※１  関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

 
  

※２  偶発債務は次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

 
  

(損益計算書関係) 

※１  各項目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

 
  

(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度(自 平成23年６月１日 至 平成24年５月31日） 

自己株式に関する事項 

 

  
当事業年度(自 平成24年６月１日至 平成25年５月31日） 

自己株式に関する事項 

 
  

 
前事業年度

(平成24年５月31日)
当事業年度

(平成25年５月31日)

売掛金 252 279 

ＣＭＳ預り金 10,507 14,945 

長期預り保証金 726 745 

 
前事業年度

(平成24年５月31日)
当事業年度

(平成25年５月31日)

外部からの借入金に対する債務保証   

株式会社パソナＣＩＯ 163 105 

外部からの定期建物賃貸借契約に関する債務保証   

株式会社パソナフォスター 7 7 

 
前事業年度

(自  平成23年６月１日
  至  平成24年５月31日)

当事業年度
(自  平成24年６月１日
  至  平成25年５月31日)

売上高 3,706 4,609 

受取利息 7 7 

支払利息 29 28 

株式の種類 

当事業年度 

期首株式数 

(株) 

当事業年度 

増加株式数 

(株) 

当事業年度 

減少株式数 

(株) 

当事業年度 

末株式数 

(株) 

 普通株式 42,401 － － 42,401 

株式の種類 
当事業年度 
期首株式数 

(株) 

当事業年度 
増加株式数 

(株) 

当事業年度 
減少株式数 

(株) 

当事業年度 

末株式数 

(株) 

 普通株式 42,401 － － 42,401 
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(リース取引関係) 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引 

① リース資産の内容 

有形固定資産 

建物（附属設備を含む）であります。 

② リース資産の減価償却の方法 

重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。 

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

① リース資産の内容 

有形固定資産 

建物（附属設備を含む）及び工具、器具及び備品であります。 

② リース資産の減価償却の方法 

重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。 

  

２．オペレーティング・リース取引（借主側） 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 

（単位：百万円） 

 
  

(有価証券関係) 

子会社株式及び関連会社株式 

前事業年度（平成24年５月31日） 

（単位：百万円） 

 
  

当事業年度（平成25年５月31日） 

（単位：百万円） 

 
  
(注)  時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式 

（単位：百万円） 

 
これらについては、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含め

ておりません。 
  

 
前事業年度

(平成24年５月31日)
当事業年度

(平成25年５月31日)

１年内 1,936 1,857 

１年超 9,997 8,145 

合計 11,934 10,003 

種類 貸借対照表計上額 時価 差額

子会社株式 1,803 6,955 5,151 

種類 貸借対照表計上額 時価 差額

子会社株式 1,754 15,834 14,079 

種類
前事業年度

(平成24年５月31日)
当事業年度

(平成25年５月31日)

子会社株式 22,798 23,068 

関連会社株式 58 143 

合計 22,856 23,211 
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(税効果会計関係) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は以下のとおりであります。 

（単位：百万円） 

 
(注)  前事業年度及び当事業年度における繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

（単位：百万円） 

 
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳は以下のとおりであります。 

（単位：％） 

 
  

 
前事業年度

(平成24年５月31日)
当事業年度

(平成25年５月31日)

繰延税金資産   

 減価償却 7 39 

 賞与引当金 21 21 

 退職給付引当金 － 11 

 未払事業所税 8 7 

 未払事業税 2 2 

 未払費用 3 2 

 関係会社株式売却益 81 81 

 関係会社株式評価損 1,101 1,236 

 投資損失引当金 102 110 

 繰越欠損金 392 700 

 資産除去債務 － 9 

 その他 15 34 

 繰延税金資産小計 1,735 2,258 

 評価性引当額 △1,735 △2,258 

 繰延税金資産合計 － － 

   

繰延税金負債   

 長期前払費用(前払年金費用) △0 － 

 固定資産圧縮積立金 △9 △7 

 その他有価証券評価差額金 △0 △0 

 資産除去債務 － △8 

 繰延税金負債合計 △10 △16 

 
前事業年度

(平成24年５月31日)
当事業年度

(平成25年５月31日)

固定負債－繰延税金負債 △10 △16 

 
前事業年度

(平成24年５月31日)
当事業年度

(平成25年５月31日)

法定実効税率 40.69 38.01 

（調整）   

 交際費等永久に損金に算入されない項目 13.32 56.11 

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △158.97 △1,170.13 

 住民税均等割額 4.67 19.96 

 外国子会社配当源泉税 － 11.28 

 評価性引当額 103.72 1,076.65 

 その他 △0.20 △0.54 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 3.24 31.34 
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(１株当たり情報) 

 
(注) 1   潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

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の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

 
３  １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

項目
前事業年度

(自  平成23年６月１日
  至  平成24年５月31日)

当事業年度
(自  平成24年６月１日
  至  平成25年５月31日)

１株当たり純資産額 40,690円00銭 39,785円25銭 

１株当たり当期純利益 639円29銭 94円98銭 

項目
前事業年度

(自  平成23年６月１日
  至  平成24年５月31日)

当事業年度
(自  平成24年６月１日
  至  平成25年５月31日)

１株当たり当期純利益   

当期純利益(百万円) 239 35 

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － 

普通株式に係る当期純利益(百万円) 239 35 

普通株式の期中平均株式数(株) 374,502 374,502 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株
式の概要 

※右記株主総会決議日は株式会社パソナでの決議
時となります。 

新株予約権 

平成17年８月25日株主総会決
議 

新株予約権の数 3,704個 

― 

項目
前事業年度

(平成24年５月31日)
当事業年度

(平成25年５月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 15,238 14,899 

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 15,238 14,899 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
株式の数(株) 

374,502 374,502 
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(重要な後発事象) 

株式分割及び単元株制度の採用 

平成25年７月12日開催の取締役会において、株式分割及び単元株制度の採用について以下のとおり決議

いたしました。 

  

１．株式分割及び単元株制度の採用の目的 

全国証券取引所が公表した平成19年11月27日付け「売買単位の集約に向けた行動計画」及び平成24年１

月19日付け「売買単位の100株と1000株への移行期限の決定について」の趣旨に鑑み、平成25年12月１日

をもって、当社株式を１株につき100株の割合で分割するとともに、単元株式数を100株とする単元株制度

を採用いたします。なお、本株式分割及び単元株制度の採用に伴う投資単位の実質的変更はありません。

  

２．株式分割の概要 

(1) 分割の方法 

平成25年11月30日を基準日として同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主が有する当社普

通株式を、１株につき100株の割合をもって分割いたします。 

  

(2) 分割により増加する株式数 

株式分割前の発行済株式総数     416,903株 

株式分割により増加する株式数  41,273,397株 

株式分割後の発行済株式総数   41,690,300株 

株式分割後の発行可能株式総数  150,000,000株 

  

(3) 株式分割の日程 

基準日公告日  平成25年11月14日 

基準日     平成25年11月30日 

効力発生日   平成25年12月１日 

  

３．単元株制度の採用 

(1) 新設する単元株式の数 

単元株制度を採用し、単元株式数を100株といたします。 

  

(2) 新設の日程 

効力発生日   平成25年12月１日 

  

４．１株当たり情報に及ぼす影響 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度及び当事業年度における１株当たり情報

は、それぞれ以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 

前事業年度  406円90銭 

当事業年度  397円85銭 

１株当たり当期純利益金額 

前事業年度   6円39銭 

当事業年度       95銭 
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④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記

載を省略しております。 

  
【有形固定資産等明細表】 

 
 (注)１ 建物の増加の主なもの 

グループ会社拠点（大阪ＰＧビル）竣工工事         449百万円 
グループ会社拠点（呉服橋ビル）設備新設                    ５百万円 
のじまスコーラ竣工工事                  103百万円 

２ 構築物の増加の主なもの 

のじまスコーラ竣工工事                  12百万円 

３ 工具、器具及び備品の増加の主なもの 

グループ会社拠点（大阪ＰＧビル）竣工工事          73百万円 
のじまスコーラ竣工工事                  45百万円 

４ リース資産の増加の主なもの 

グループ会社拠点（大阪ＰＧビル）竣工工事         994百万円 

５ 建設仮勘定の減少の主なもの 

グループ会社拠点（大阪ＰＧビル）竣工工事          74百万円 
春風林竣工工事                       17百万円 
  

【引当金明細表】 

 
(注) 退職給付引当金の「当期増加額」欄の33百万円は、当事業年度の確定給付企業年金制度の年金拠出額を退職給付 

   費用が上回ったことによる増加分であります。 
  

資産の種類 
当期首残高 

(百万円) 

当期増加額

(百万円) 

当期減少額

(百万円) 

当期末残高

(百万円) 

当期末減価 

償却累計額 

又は 

償却累計額 

(百万円) 

当期償却額 

(百万円) 

差引当期末

残高 

(百万円) 

有形固定資産        

 建物 1,006 646 9 1,643 458 185 1,184 

 構築物 13 24 － 37 11 4 26 

 機械及び装置 3 － － 3 2 0 1 

 車両及び運搬具 － 0 － 0 0 0 0 

 工具、器具及び備品 79 144 3 220 91 54 129 

 土地 25 － － 25 － － 25 

 リース資産 1,937 994 － 2,932 860 335 2,071 

 建設仮勘定 93 － 92 1 － － 1 

 有形固定資産計 3,160 1,810 105 4,865 1,424 580 3,441 

無形固定資産        

 ソフトウエア 11 0 － 11 7 1 3 

 無形固定資産計 11 0 － 11 7 1 3 

区分 
当期首残高 

(百万円) 

当期増加額 

(百万円) 

当期減少額 

(目的使用) 

(百万円) 

当期減少額 

(その他) 

(百万円) 

当期末残高 

(百万円) 

賞与引当金 55 57 55 － 57 

退職給付引当金 － 33 － － 33 

投資損失引当金 310 － － － 310 
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(2) 【主な資産及び負債の内容】 

  ① 流動資産 

（イ） 現金及び預金 

 
  

（ロ） 売掛金相手先別内訳 

 
  

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 
  

（ハ） 貯蔵品 

 
  

区分 金額(百万円) 

現金 1 

預金の種類  

 当座預金 7,297 

 普通預金 3,277 

計 10,575 

合計 10,576 

相手先 金額(百万円) 

株式会社パソナ 197 

特許庁 129 

キャプラン株式会社 18 

株式会社パソナテック 18 

株式会社パソナ岡山 10 

その他 37 

合計 413 

当期首残高 
(百万円) 

当期発生高 
(百万円) 

当期回収高 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

回収率(％) 滞留期間(日) 

(A) (B) (C) (D) 

(C) 
───── 
(A) ＋ (B) 

  
× 100 

(A) ＋ (D) 
───── 

２ 
────── 

(B) 
───── 

365 

483 6,753 6,824 413 94.3 24.2 

品目 金額（百万円） 

パンフレット 12 

書籍 0 

その他 2 

合計 15 
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  ② 固定資産 

    関係会社株式 

 
  

  ③ 流動負債 

（イ） 短期借入金 

 
(注) 株式会社みずほコーポレート銀行は平成25年７月１日付けで株式会社みずほ銀行と合併し、株式会社みずほ銀

行となっております。 

  

（ロ） ＣＭＳ預り金 

 
  

区分 金額（百万円） 

株式会社パソナ 11,812 

キャプラン株式会社 3,572 

株式会社パソナテック 2,937 

株式会社ベネフィット・ワン 1,754 

ビーウィズ株式会社 1,598 

その他 3,290 

合計 24,966 

区分 金額（百万円） 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 800 

株式会社みずほコーポレート銀行 600 

株式会社りそな銀行 400 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 320 

株式会社三井住友銀行 185 

その他 246 

合計 2,551 

区分 金額（百万円） 

株式会社パソナ 9,318 

株式会社ベネフィット・ワン 2,504 

株式会社パソナテック 705 

キャプラン株式会社 698 

株式会社パソナマーケティング 393 

その他 1,325 

合計 14,945 
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  ④ 固定負債 

    長期借入金 

 
(注) 株式会社みずほコーポレート銀行は平成25年７月１日付けで株式会社みずほ銀行と合併し、株式会社みずほ銀

行となっております。 

  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

区分 金額（百万円） 

株式会社みずほコーポレート銀行 1,800 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1,460 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 1,000 

三菱ＵＦＪリース株式会社 647 

みずほ信託銀行株式会社 300 

その他 393 

合計 5,600 
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