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第２ 【事業の状況】
　

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

　（1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、創業以来変わらぬ「社会の問題点を解決する」という企業理念のもと、パソナグループの「使

命」、「行動指針」に基づき、人々の心豊かな生活を創造する「Smart Life Initiative」の実現を通して、持続可

能な社会の構築に貢献することを目指しています。

　世界中に拡がった新型コロナウイルス感染症は、各国でワクチン接種が進められ、収束に向けた動きが広がりつ

つあるものの、変異型ウイルスにより感染が再拡大するなど、未だ先行きの見通しが立たない状況が続いていま

す。また現在では、世界的な課題として気候変動への危機感が増しており、日本政府も2050年までに二酸化炭素排

出量をゼロにするカーボンニュートラルを政策目標に掲げ、脱炭素社会に向けて社会構造を大きく変える議論が始

まっています。

　当社グループはこうした社会環境の変化を的確に捉えながら、企業や社会の持続的な発展を支援し、生産性の向

上や働き方改革の推進に貢献する様々なソリューションを提供してまいります。また「人生100年時代」へと向かう

我が国において、従来の「企業依存社会」から一人ひとりが自分のライフスタイルに合わせて活躍できる「個人自

立社会」への転換を通じて、働く全ての人々が個性と才能を存分に発揮し、夢と希望を持って活躍できる社会の実

現に向けて事業活動を通じて貢献してまいります。

（2）目標とする経営指標

　当社グループの仕事は「人を活かす」こと、人々の心豊かな生活の創造、すなわち「ライフプロデュース」で

す。「ソーシャルソリューションカンパニー」として、多様化するニーズに対応し、社会から必要とされる会社で

あり続けると共に、グループ連携とシナジー創出によって企業価値を高め、持続的な成長と収益性の向上に努めて

まいります。

（3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループでは社会環境や経済情勢、働く人を取り巻く環境の変化を的確に捉え、次の時代を創る新規事業開

発に努めております。人材関連事業を通じた雇用創造はもとより、時間や場所、組織にとらわれない多様で自由な

働き方を応援するプラットフォーム「JOB HUB」のほか、AI/IoTなどテクノロジーの発展に対応する国内外での人材

育成、東京一極集中を打破し地方に新たな産業を創造する地方創生事業、人々の豊かな生活を実現する新たな健

康・ヘルスケア産業の確立など、未来を見据えた様々なイノベーション創出を進めてまいります。これからも、

「ソーシャルソリューションカンパニー」として更なる信頼と企業価値の向上を目指してまいります。

（4）会社の対処すべき課題

①BPOサービスの更なる拡大、DXの推進

　現在、当社グループでは様々な企業や団体の受付、総務、事務、経理、給与計算、営業・販売などの各種業務や

コンタクトセンターの運営を受託し、サービスを提供しています。業務の生産性の向上や効率化への関心の高まり

とともに、定められた期間に外部人材や外部リソースを有効活用するプロジェクト型の業務委託の領域も拡大して

います。

　当社グループは、多様化する経営課題に対して様々なサービスメニューを複合的に提案できる体制を構築すると

ともに、社内ではDX人材の育成を推進し、幅広い領域で展開するBPOサービスにRPAやAIなどのデジタルツールを活

用するなど、より付加価値の高いサービスの提供を目指してまいります。

②人生100年時代のキャリア形成の支援強化

　「人生100年時代」を迎える我が国において、個々のキャリア形成は多様化しており、企業への就職だけではなく

フリーランスで活躍する方や複数社で経験を活かす兼業・複業人材など、多様な働き方を希望する人が増加してい

ます。

　当社グループは、現在も急拡大しているシニア層の人材派遣事業や経験豊富な人材を企業の顧問や社外役員とし

てマッチングするプロフェッショナル・顧問人材のマッチングサービス、兼業・複業希望者に向けたパラレルキャ
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リアの支援のほか、従業員の多様なキャリア形成をお手伝いする「セーフプレースメント・トータルサービス」の

提供など、今後も若年層からシニア層まで幅広い世代のキャリア形成を支援するサービスメニューの拡充に努めて

まいります。

③持続可能な社会に向けた地方創生事業の推進

　新型コロナウイルス感染症の拡大から１年以上が経過し、人々が過密状態で生活する都市では、現在も感染の拡

大と減少が繰り返されています。この間、都市部を中心に多くの企業でテレワークの導入が進められ、オフィスの

分散や移転が議論されるようになりました。

　当社グループは、2020年９月に本社機能の一部を兵庫県淡路島に段階的に移転することを発表し、拠点分散によ

るBCP（事業継続計画）対策を進めるとともに、コロナ禍の影響を受けた若者や就労が困難なひとり親家庭の方、経

験豊富なシニア世代まで、幅広い方々が活躍できる就労プログラムを開始しました。

　また兵庫県及び淡路島内３市と企業誘致や企業の拠点拡充を目指す「淡路島パイロットHQ（ヘッドクオーター）

協議会」を発足させたほか、地方への人材移住と定着を目指す「ハイブリッドワークライフ協会」を全国の地方自

治体や民間企業など60以上の団体と設立し、多くの協業をスタートさせています。今後も、地域に産業を創造する

ことで就労機会を拡大させるとともに、地域と企業がともに成長する持続可能な社会を実現する地方創生に取り組

んでまいります。

２ 【事業等のリスク】

当社グループは経営に重大な影響を及ぼす危機を未然に防止し、万一発生した場合には損失の極小化を図るため、

リスクマネジメント規程を定め、リスクに関する統括組織としてリスクマネジメント委員会を設置しております。同

委員会では、想定される重大リスク毎に担当部を定めたうえ、平時の継続的な監視により新たなリスクを含めた危機

の事前予知に務め、危機管理マニュアルに基づいて日常の対策及び緊急時に適切な対応を行う体制を整備するととも

に、委員会の主要な活動状況について平時においては定期的に取締役会へ報告することで、取締役会が当社グループ

の状況や対応を適切にモニタリングできる体制を整えております。また、事業運営上生じる日常的なリスクについて

は、コンプライアンス担当部内で適正に対応し、適宜経営会議等で報告するほか、CIU室及びグループ内部監査室に

よる内部監査を通じて各部署の日常的なリスク管理状況を監視しております。

　このようなリスクマネジメントを行うなかで、有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性がある

と認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。なお、重要と識別された主要な危機・脅威のほか、経営

戦略の実現に関連する不確実性としてのリスク及び当社グループの事業活動・経営方針を理解するうえで重要と考え

られる事項についても記載しています。

　なお、文中の将来に関する事項は、別段の記載のない限り当連結会計年度末現在において判断したものであり、当

社株式への投資に関連するすべてのリスクを網羅するものではありません。

(1)景気動向等のマクロ環境の影響

当社グループの事業は、企業や組織の人材活用に関わる様々なソリューションサービスと生産性の向上に貢献す

るアウトソーシングサービスを提供するとともに、個人に対してはそれぞれのライフスタイルに合わせた働き方を

支援する就労インフラを提供しています。こうしたサービスは、国内外の景気変動や技術革新等のビジネス環境の

変化、労働関連法令における規制等の影響を受けます。

　当社グループは、人材派遣、委託・請負、人材紹介、再就職支援、アウトソーシング、保育・介護、地方創生な

どの事業を総合的に展開し特定の領域に偏らない事業ポートフォリオの構築を進め、また海外への展開を行ってい

るほか、常に新しい働き方やワークライフバランスに関する情報発信や提案、啓蒙活動にも積極的に取り組んでお

ります。しかし今後、様々な要因により、市場環境や雇用情勢、顧客需要が急激に変化した場合、各事業の業績や

当社グループの収益構造に影響を受ける可能性があります。

　また今後、長期的には国内の人口推移により更なる人手不足あるいは市場縮小等が起きることも想定されます。

当社グループは持続的成長に向けた取組みとして、常に社会の変化の兆しを捉え、コントロールし得るリスクテイ

クもしたうえ、引き続き、企業理念である「社会の問題点を解決する」ことをテーマとした様々な新規事業・サー

ビスを開発・拡充することでリスク分散を図ってまいります。また、このような新規事業への挑戦が常にできる体
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制・組織作りを維持するため、グループ社員一人ひとりへの企業理念の更なる浸透を図ることを目指してPasona

Way本部を設置し、将来のパソナグループを担う人材の育成、強い組織・仲間づくりの実現に取り組んでおります。

(2)法的規制について

政府が推進する働き方改革により、2019年４月施行の改正労働基準法に定められた時間外労働の上限規制や年次

有給休暇の取得義務化、2020年４月施行の同一労働同一賃金制度における雇用区分別の均等・均衡待遇の明確化と

不合理な待遇差が存在する場合はその格差是正の義務化など、無期・有期双方の従業員を取り巻く法規制や労働環

境には重大な変化が起こっております。人材サービス事業を展開する当社グループには多数の有期・無期雇用労働

者が就労しており、こうした労働関連法改正への対応や労働環境の変化により、原価率や販管費率が上昇したり、

当社グループが必要な人材を十分に維持・確保できなくなる可能性があります。

　具体的には、例えばエキスパートサービス事業において、当社グループは適正価格による取引、適正水準の給与

支払いに努め、派遣給与支払い水準の引上げや社会保険料負担増の際には請求料金についても値上げするべく派遣

先企業との料金交渉に取り組んでおりますが、労働関係諸法令の改正に伴う対応によるスタッフ給与等の上昇や有

給休暇取得費用、健康診断費用等の福利厚生関連コストの負担増があるなか、派遣給与と派遣料金の値上げが必ず

しも同期しない可能性があります。このような案件の急激な増加や同期しない期間の長期化による、原価率の上昇、

あるいは派遣料金のコスト増を敬遠した企業の派遣利用の減少といった影響を受ける可能性があります。

　こうした状況への対応として、雇用形態の異なる労働者それぞれの職務内容を明確にするとともに、派遣スタッ

フについては派遣先企業に対して丁寧な説明を行い料金改定等の取組みを進めており、また事業全体の生産性なら

びに効率性の向上等によるコスト増の吸収にも引き続き努めてまいります。

また、労働者派遣法及び関係諸法令については、労働市場を取り巻く状況の変化等に応じて今後も適宜改正が予想

され、その変更内容と法律で求められる対応の具体的内容によっては、当社グループの事業運営、業績が少なから

ず影響を受ける可能性があります。

①事業の許認可について

当社グループのエキスパートサービス事業は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等

に関する法律」（以下、「労働者派遣法」）に基づき、主として労働者派遣事業として厚生労働大臣の許可を取

得して行っている事業であります。労働者派遣法は、労働者派遣事業の適正な運営を確保するために、派遣事業

を行う者（派遣元事業主）が、派遣元事業主としての欠格事由に該当したり法令に違反した場合には、事業の許

可を取り消し、または事業の停止を命じる旨を定めております。当社グループでは株式会社パソナグループのコ

ーポレートガバナンス本部が主導して適正な派遣取引のためのガイドラインを作成し、徹底して社員教育に努め

るとともに、内部監査等により関連法規の遵守状況を日頃より監視し、法令違反等の防止に努めております。し

かしながら、万一当社グループ各社及び役職員による重大な法令違反等が発生し、事業許可の取消しまたは事業

停止を命じられるようなことがあれば、労働者派遣事業を行えなくなることが考えられます。

　また人材紹介事業は、職業安定法に基づき、有料職業紹介事業として厚生労働大臣の許可を受けて行っている

事業であります。人材紹介事業についても、人材派遣事業と同様に、一定の要件を満たさない場合には事業許可

の取消し、事業の停止といった措置が規定されていることから、同様のリスクが想定されます。

　そして再就職支援事業は、職業安定法に基づき、有料職業紹介事業として厚生労働大臣の許可を受けて行って

いる事業であります。収益構造やビジネスモデルは人材紹介事業とは異なりますが、求職者を求人企業に紹介す

るという点において前述の人材紹介事業と同様の規制、指導及び監督を受けることから、同様のリスクが想定さ

れます。

②労働者派遣法について

労働者派遣法の改正により、2015年９月30日以降に開始した労働者派遣契約について、すべての業務において

派遣スタッフ個人単位の派遣期間制限（３年）と、派遣先の事業所単位の期間制限（３年、一定の場合に延長

可）が設けられ、派遣スタッフが同一の組織単位に継続して３年間派遣されることになった場合は派遣元事業主

は派遣先への直接雇用の依頼や新たな就業機会の提供などといった雇用安定措置を講じること、派遣スタッフに

対するキャリアアップ措置、派遣先従業員と派遣スタッフの均衡待遇への配慮などが義務付けられております。

　当社グループは従来から派遣スタッフの教育研修やキャリアコンサルティングの拡充を推進しております。ま

た、雇用安定措置を講ずる場合、派遣先企業への直接雇用の申入れに加え、新たな派遣先の紹介を積極的に行っ
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ていますが、雇用安定措置等の今後の運用や、今後の法改正及び運用状況によっては、就業先が決まるまでの待

機期間の労務費等の負担が発生し、当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。

③労働契約法について

労働契約法の改正により、2013年４月１日以降に開始した有期雇用契約が通算５年を超えて更新された場合は、

労働者の申込みにより、無期雇用契約（期間の定めのない雇用契約）に転換することが定められております。

　当社グループで派遣スタッフ等を無期雇用する場合、就業先が決まるまでの待機期間中の労務費等の負担が発

生することが考えられます。取引先企業への料金改定の交渉等を進め、コスト増を吸収するよう努めますが、今

後の運用状況によっては、当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。

　また、今後の法改正により求められる対応の具体的内容によっては、当社グループの業績が影響を受ける可能

性があります。

(3)個人情報及び機密情報の管理について

当社グループは各事業の運営に際し、派遣登録者、求職者、各サービス利用者、顧客企業、従業員、その他関係

者等の個人情報及び機密情報を大量に保有しております。当社グループによる個人情報の取扱いについては、日本

における「個人情報の保護に関する法律」だけでなく、2018年５月に施行された「欧州連合一般データ保護規則

（GDPR）」をはじめ当該国の個人情報に関する法律が適用されます。これらの法規制は、国境を越えて適用される

傾向にあり、その遵守や事業運営における費用が増加する可能性があります。

　当社グループではGDPRにも対応した個人情報保護方針等を策定して個人情報の適正な取得・利用・提供等を行う

とともに、個人情報の漏洩や滅失を防止するために技術面及び組織面における必要かつ適切な安全管理措置を講じ、

全役職員及び全従業員に個人情報保護管理に関する教育を徹底しております。

また、当社グループ及び取引先に関する営業秘密・重要情報の漏洩を防止すべき情報管理体制・管理手法を定め、

その周知と実施の徹底に努めております。具体的には、前述した様々な秘密保持義務については、各就業規則、秘

密情報保持規程において定めるとともに、より一層の全社的な情報セキュリティ体制の強化を目的に、経済産業省

が定めるサイバーセキュリティガイドラインに沿ってPASONA-CSIRT(パソナ シーサート)を策定し、ランサムウェア

や標的型攻撃といった情報セキュリティ脅威への防御のための技術的対策、社員に対する定期的な研修や訓練等を

実施しております。

こうした当社グループの取組みにもかかわらず、従業員等の故意又は過失、不測の事態等により個人情報及び機

密情報が外部に漏洩した場合、損害賠償請求や社会的信用の失墜等により、当社グループの財政状態及び業績に悪

影響を与える可能性があります。

(4)事業投資について

①子会社・関連会社への投資

当社グループは今後も、企業や就労者の多様なニーズに応じたサービス領域の拡大、また社会的課題の解決に

つながる事業投資を積極的に行っていく考えであります。新規の事業投資については、多額の資金需要が発生す

る可能性があるほか、収益が必ずしも当初の計画通りに推移する保証はなく、想定した収益規模が確保できない

可能性があります。事業の進捗状況を適時に把握し、既存の事業インフラや営業網も活用しながら、早期育成に

取り組んでおりますが、こうした取組みにもかかわらず期待した収益を生まない場合には、当社グループの業績

が影響を受ける可能性があります。

　また当社が保有する関係会社株式は、市場動向や経営環境によっては評価替えなどにより当社の個別財務諸表

における業績や資産の額に影響を与える可能性があります。

②地方創生事業に係る商業施設について

当社グループの地方創生事業においては、地方の活性化と人材育成及び雇用創造の拠点として複数の商業施設

を運営しており、既存の人材サービスと異なる以下のような固有のリスクが想定されます。現在、地方創生ソリ

ューションセグメントでは営業損失が継続しております。

・商業施設の新規開設については、施設規模の大きいものは多額の資金負担が生じます。人件費等の固定的な費

用も多く、開設後に利用者数が一定水準に至るまでの期間において費用負担が先行する傾向があり、短期的に

は当社グループの利益を圧迫する場合があります。
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・天候、災害、パンデミック等の影響により利用者の減少や営業休止を余儀なくされる可能性があります。また、

利用者への訴求力増加施策が不十分であったり利用者の高い満足度を得られず利用者数が計画に届かない場合、

収益が計画を下回ったり、追加投資が必要になる可能性があります。

・施設におけるアトラクション等の安全管理、食事の提供や食品の販売における品質管理や食品衛生には十分注

意しておりますが、万一事故が発生した場合、当社グループの信頼性の低下や訴訟などが発生する可能性があ

ります。

③企業買収について

当社グループは、事業の強化補強を図る有効な手段として、企業買収を行う場合があります。こうした企業買

収に伴い、多額の資金需要及びのれんの償却等が発生する可能性があります。また企業買収にあたっては市場動

向や顧客のニーズ、相手先企業の業績及び財政状況などを考慮し進めておりますが、これらの買収が必ずしも当

社グループの見込みどおりに連結収益に貢献したり、シナジー効果を生むとは限らず、経営環境や事業の状況の

著しい変化等によりそれぞれの経営成績が想定どおり進捗しない場合、のれんの減損損失や株式の評価損が生じ

るなど、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

④減損会計について

当社グループは、地方創生事業に係る商業施設を含めた事業用の不動産やのれん、ソフトウエア等の有形・無

形固定資産を所有し、連結貸借対照表に計上しております。こうした資産は、当該資産が生み出す将来キャッシ

ュ・フローの状況により減損会計の適用を受ける場合があり、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及

ぼす可能性があります。

(5)資金調達について

当社グループは、事業活動の維持拡大に必要な資金を安定的に確保するため、内部資金及び外部資金を有効に活

用しております。グループCMS（キャッシュ・マネジメント・システム）によりグループ各社間の資金の有効活用と

資金調達の一元化を図っているほか、金融機関との間にコミットメントラインを設定しております。資金需要に対

する機動的な対応と、当社の考える資本コストのバランスからある程度の現金及び現金同等物を保有するとともに、

資金需要の規模に応じた個別借入れや社債等により資金を確保していますが、今後の経営状況や信用収縮、金融情

勢の変化などにより、必要な資金調達ができない場合は、当社グループの事業遂行に影響を及ぼす可能性がありま

す。

(6)社会保険料負担について

当社グループでは、従業員に加えて現行の社会保険制度において社会保険加入対象となる派遣スタッフ及び受託

業務に従事するスタッフの完全加入を徹底しております。社会保険料の保険料率や被保険者の範囲等は適宜改定さ

れています。これら社会保険料の負担増は原価率や人件費率の上昇につながり、今後、社会保険制度の更なる改正

に伴って各保険料率や会社負担額が大幅に上昇したり、加入対象者や被保険者数が大幅に増加する場合、当社グル

ープの収益性の圧迫要因となる可能性があります。

(7)業績の季節的な変動

当社グループのエキスパートサービス事業においては、労働市場の変化の影響を受けるとともに、派遣スタッフ

の有給休暇取得や稼働日数の多少という季節的な変動要因があり、上期に比較して下期に利益が集中する傾向があ

ります。また、福利厚生アウトソーシング事業においては、上期は夏期休暇等の影響により会員に対し宿泊施設等

の利用の都度に支払われる補助金が増し売上原価が増加する特性や、ヘルスケア事業での健康診断サービス等の受

託業務の実施、納品が下期に偏る特性があります。当社グループの業績は、このような季節的な変動要因により、

概ね利益が下期に偏る傾向があります。

(8)自然災害及びシステム障害等について

当社グループは全国にグループ会社及び営業拠点を有しており、地震や水害など大規模な自然災害、パンデミッ

ク、事件・事故、その他企業存続を脅かす事象が発生した場合に備えて、従業員及び派遣スタッフの安否を確認し、

安全を確保するための対策を危機管理マニュアルに定めております。また、事業継続のための施策としてBCPマニュ
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アルの策定、事業拠点や情報システムの機能分散なども講じております。危機発生時は迅速かつ適切な対応をとる

所存でありますが、想定を大きく上回る規模で自然災害等が発生した場合、当社グループの事業運営、財政状態及

び業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社グループは事業活動や情報管理にITシステムを多用しており、何らかの原因によって大規模なシステ

ム障害や通信ネットワーク障害が発生した場合、当社グループの事業運営に悪影響を及ぼす可能性があります。

(9)新型コロナウイルス感染拡大に関するリスク

新型コロナウイルス感染症については、今後の収束時期等を正確に予想することは困難な状況にあるため、企業

の事業活動や人材採用・需要にも一定の影響が生じるものと考えます。一方、政府による各種の感染症対策の実施

に関する需要に加え、企業の効率的な事業活動を支援するBPOサービスや再就職支援サービスの領域で企業の需要が

拡大することが見込まれるため、環境変化に迅速に対応しながら企業の課題解決に貢献してまいります。

　新型コロナウイルス感染症がさらに拡大し事態が悪化した場合、従業員の健康被害、事業所閉鎖による事業活動

の停滞、市況の悪化及び営業活動や受注の縮小による収益低下などに直結する恐れがあります。当社グループとし

ては、感染症の影響が拡大する状況下において事業を継続させるべく、2020年１月、このリスクをいち早く捉え

「新型肺炎対策本部」を設置し、契約社員・派遣スタッフ等を含む全従業員の感染リスクの軽減・安全確保のため

リモートワークを積極的に推進するなど各種施策に取り組むとともに、経営の安定性を図るための手元流動性の確

保やリモートワークの推進など、様々な取組みを実行し、その影響を最小限に抑える努力を継続しています。また

2021年9月からは感染症への対策に加え、自然災害等のリスクにも対応するBCP対策の一環として、当社グループは

本社機能の分散と兵庫県淡路島への移転を段階的に開始しています。

　しかしながら、これらによっても新型コロナウイルス感染症による被害を完全に回避できるわけではなく、感染

症が拡大した場合には、当社グループの取引減少等がリスクとして見込まれ、当社グループの事業展開、財政状態

及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　なお、新型コロナウイルス感染症の拡大による会計上の見積り及び仮定への影響については、「第５ 経理の状

況 １ 連結財務諸表等 (1）連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り）」に記載しております。

(10）保育・介護事業におけるリスク

　当社グループは地域での保育施設や企業内保育施設、学童クラブの運営など子育てに関する施設の運営と居宅介護

（デイサービス）や訪問介護などの介護事業を行っています。施設及び事業の運営にあたっては安全管理に万全の配

慮をしておりますが、事業特有の予期しない事故が発生する可能性があります。万が一事故が発生した場合、当社グ

ループの信頼性の低下や業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(11)訴訟・不祥事及びレピュテーションリスク

当社グループは法令遵守を重視した事業活動を行っておりますが、各種訴訟、係争、損害賠償請求の当事者とな

る可能性や不祥事、誹謗中傷等のリスクを排除できない場合があります。これらの発生に起因し、当社グループの

社会的信用や企業イメージが低下し、売上の減少等、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」とい

う。）の状況の概要ならびに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は

次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

(1)経営成績

①当期の経営成績

　当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症により緊急事態宣言が度々発令されたことで

社会経済活動が抑制され、当社グループを取り巻く事業環境としても、先行きが不透明な状態が続きました。

　当社グループは、昨年１月にいち早く新型肺炎対策本部を設置し、契約社員・派遣スタッフ等を含む全ての従業

員の感染リスクの軽減と安全確保に取り組むとともに、その影響を最小限におさえながら事業活動の継続に努めま

した。

　こうした環境のなか、当連結会計年度は「DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進」、「With/Afterコ

ロナ社会の働き方」、「人生100年時代を見据えた就労機会の拡大」という重点戦略のもと、グループの事業拡大及

び就労機会の創出に努めてまいりました。長引くコロナ禍においても、企業からの需要を着実に捉えるとともに、

既存サービスのDXの推進により、エキスパートサービス及びBPOサービスではRPA（ロボティック・プロセス・オー

トメーション）の導入や契約締結に至るオペレーションの電子化を進めることで効率的な事業運営体制を構築しま

した。また、従業員の健康管理に企業の関心が高まる中で、健康管理室の運営や健康増進に係るサービスをワンス

トップで提供する「健康経営プラットフォーム」のサービスを拡大させるなど、新たな事業創造にも取り組みまし

た。そして、人生100年時代を迎える我が国で、経験豊富なベテラン人材や専門領域の知見を有する人材を企業の顧

問や社外役員としてマッチングするサービスが伸長するなど、新しい就労インフラの拡大に努めました。また、地

域が持続的に成長できる産業を創造し、地域での就労機会の拡大に取り組む地方創生事業においても、新型コロナ

ウイルス感染症収束後の観光需要の回復を見据えて新たな事業にも取り組みました。

　以上の結果、当連結会計年度は、各事業セグメントで新型コロナウイルス感染症の影響を受けたものの、BPOサー

ビス（委託・請負）が拡大し、キャリアソリューションにおける再就職支援事業も伸長したことから、連結売上高

は334,540百万円（前期比2.9％増）となりました。

　売上総利益は、BPOサービスの増収効果に加え、各事業での粗利率改善もあり82,969百万円（前期比8.2％増）と

なりました。販管費は、システム関連費用が増加したものの、コロナ禍での営業活動抑制やオペレーション効率化

によるコスト抑制が進んだ結果、前期よりも減少しました。結果、営業利益は19,940百万円（前期比88.5％増）と

なりました。

　経常利益は20,379百万円（前期比99.1％増）となりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた地

方創生事業において今後の事業計画の見直しを実施し、期末に一部の固定資産について減損損失を計上したことな

どから、親会社株主に帰属する当期純利益は6,784百万円（前期比1,040.4％増）となりました。

■連結業績

2020年５月期 2021年５月期 増減率

売上高 324,984百万円 334,540百万円 ＋2.9％

営業利益 10,577百万円 19,940百万円 ＋88.5％

経常利益 10,236百万円 20,379百万円 ＋99.1％

親会社株主に帰属する
当期純利益

594百万円 6,784百万円 ＋1,040.4％
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②事業別の状況（セグメント間取引消去前）

※子会社再編に伴い、一部子会社のセグメント区分を変更しております。前期比については、前連結会計年度の数値

を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

ＨＨＨＨＨＲＲＲＲＲソリューショソリューショソリューショソリューショソリューションンンンン

エキスパートサービス(エキスパートサービス(エキスパートサービス(エキスパートサービス(エキスパートサービス(人材派遣人材派遣人材派遣人材派遣人材派遣)))))、、、、、ＢＢＢＢＢＰＰＰＰＰＯＯＯＯＯサービス(委託サービス(委託サービス(委託サービス(委託サービス(委託・・・・・請負)請負)請負)請負)請負)他他他他他

　売上売上売上売上売上高高高高高 222227777777777,,,,,888886666644444百万百万百万百万百万円円円円円 営業利営業利営業利営業利営業利益益益益益 1111177777,,,,,555554444433333百万円百万円百万円百万円百万円

〔エキスパートサービス〕 売上高 149,133百万円

　当該事業では、オフィスワークを中心に事務職から高度な専門スキルを備えた人材やエンジニア、営業・販売職、

また、新卒からシニアまで幅広い職種、世代のエキスパートサービス（人材派遣)を展開しています。

　当連結会計年度は、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中、企業からの人材派遣需要が減少した状態で

スタートしました。しかしながら緊急事態宣言下においては、就業中の派遣スタッフのテレワークへの切り替えを進

めることで稼働者数の減少を抑制し、期末にかけては、期間限定業務を含めて人材需要が緩やかに回復する動きがみ

られました。2020年４月から施行された「同一労働同一賃金」への対応により、派遣スタッフの処遇向上に伴い請求

単価が前年より上昇しましたが、稼働者数は前年を下回ったため、当期の売上高は149,133百万円（前期比1.5％減）

となりました。

〔ＢＰＯサービス〕 売上高 114,055百万円

　当該事業では、受付、総務、事務、経理、給与計算、営業・販売などの業務やコンタクトセンターの運営などを当

社グループが受託し、業務の提供を行うBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）サービスを展開しています。

　当連結会計年度は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、企業及びパブリックセクターからの需要

が拡大を続けました。当社グループは迅速な対応が求められる事業ニーズに対して、業務運営に係るノウハウと知見

を活かしてサービス提供に努めました。また、業務の効率化や生産性の向上を目的とした需要の拡大も継続している

ことから、RPAやAIなどのデジタルツールを活用しDXを推進することで、より付加価値の高いサービスの提供に努めて

います。これらの結果、当期の売上高は114,055百万円（前期比14.3％増）となりました。

〔ＨＲコンサルティング、教育・研修、その他〕 売上高 7,613百万円

　当該事業では、フリーランスや上場企業の元役員などのプロフェッショナル人材による経営支援のほか、企業やパ

ブリックセクターから受託している教育・研修事業や、グローバル企業の人材の一元管理を支援するタレントマネジ

メントシステムの導入・活用に関するコンサルティングなどを行っています。

　教育・研修事業は回復基調ではあるものの、コロナ禍による企業向け集合型研修の規模縮小の影響を受けました。

一方で、株式会社パソナJOB HUBのプロフェッショナル・顧問人材のマッチングサービスは、引き続き堅調に推移し事

業が拡大しましたが、セグメント全体の売上高では7,613百万円（前期比23.7％減）となりました。

〔グローバルソーシング〕 売上高 7,061百万円 営業利益 116百万円

　当該事業では、海外において、人材紹介、人材派遣・請負、給与計算、教育・研修などのフルラインの人材関連サ

ービスを提供しています。

　当連結会計年度は、海外拠点では新型コロナウイルス感染症の拡大によるロックダウンが長期間継続しました。イ

ンドネシアのPT. Dutagriya Sarana（デュータグリヤサラナ）では、コロナ禍でも需要が活発な物流・金融分野を中

心に人材派遣の需要が拡大したことで増収となりましたが、そのほかの国・地域では紹介・派遣事業ともに需要が低

迷し、減収となりました。足もとの状況は、ワクチン接種が進んでいる地域においては経済活動が戻りつつあり、人

材需要も前期からは回復傾向にあります。これらの結果、売上高は7,061百万円（前期比9.4％減）、営業利益は116百

万円（前期比41.3％減）となりました。

　以上の事業から構成されるセグメントの売上高は277,864百万円（前期比3.3％増）となり、粗利率の改善と販管費

抑制などにより、営業利益は17,543百万円（前期比83.8％増）となりました。
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キャリアソリューションキャリアソリューションキャリアソリューションキャリアソリューションキャリアソリューション(((((人材紹人材紹人材紹人材紹人材紹介介介介介、、、、、再就職支援再就職支援再就職支援再就職支援再就職支援)))))　 売上売上売上売上売上高高高高高 1111133333,,,,,888886666633333百万百万百万百万百万円円円円円 営業利営業利営業利営業利営業利益益益益益 33333,,,,,999991111199999百万百万百万百万百万円円円円円

　当該事業は、人材紹介事業と再就職支援事業から成り、人材紹介事業は企業の中途採用活動を支援し、転職希望者

とのマッチングサービスを提供しています。再就職支援事業は、企業の人事戦略（希望退職制度、早期退職優遇制度

など）に基づいて転身を支援するサービスです。

　当連結会計年度において、人材紹介事業は、コロナ禍の影響を受けて採用方針を見直す企業が増加したことで、新

規の人材需要は大幅に減少しました。一方、専門スキルを有する人材や経験者の採用は比較的影響が少なく、人材需

要が継続したほか、期末にかけては企業の採用意欲に回復の動きが見られていることから、引き続き、需要の変化に

対応しながらサービスの提供に努めています。再就職支援事業では、早期・希望退職者を募る企業が増加したことか

ら、迅速かつ丁寧なサービス提供ができるよう社内体制を整備したほか、専門人材を求める企業へのマッチングにお

いては、人材紹介事業のノウハウも活用することで、サービス提供の拡大に努めました。また、海外マーケットでの

再就職支援事業の横展開や、改正高齢者雇用安定法の施行に伴い、在職中に従業員の主体的なキャリア形成をお手伝

いする「セーフプレースメント・トータルサービス」を開始するなど、新たなマーケットの創出にも取り組んでいま

す。

　これらの結果、売上高は13,863百万円（前期比3.4％増）、営業利益は3,919百万円（前期比24.5％増）となりまし

た。

アウトソーシンアウトソーシンアウトソーシンアウトソーシンアウトソーシングググググ　 売上売上売上売上売上高高高高高 3333377777,,,,,888884444444444百万百万百万百万百万円円円円円 営業利営業利営業利営業利営業利益益益益益 99999,,,,,777779999944444百万百万百万百万百万円円円円円

　当該事業では、当社子会社である株式会社ベネフィット・ワンが、企業や官公庁・自治体の福利厚生業務を代行し、

時代や世代によって変化する多様なニーズに応じた福利厚生サービスを提供しています。

　当連結会計年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響によってサービス利用の減少や健診・保健指導の実

施遅れなどの影響がありながらも、前期比で増収増益を維持し、業績は堅調に推移しました。

　福利厚生事業における新規会員獲得は、中小企業で減速感があるものの大手・中堅企業では堅調に推移しました。

会員向けサービスでは、eラーニングやECメニューなど在宅利用可能なメニューを拡充することで利用回復に努めまし

たが、期末にかけて緊急事態宣言の再発令もあり、宿泊やレジャーなどの外出を伴うメニューでは利用が進まず、補

助金支出が前期比で減少しました。

　インセンティブ事業においては、取引先でのポイント付与は増加し、コロナ禍における旅行や周年行事の代替策と

してのニーズが高まるなど新規顧客の開拓が進みました。

　ヘルスケア事業においては、新型コロナウイルス感染症の影響下で健康診断や保健指導の実施に遅れが生じたこと

により、当期に計画していた収益の一部が次期へと繰り越しになりました。

　これらの結果、売上高は37,844百万円（前期比1.5％増）、営業利益は9,794百万円（前期比16.9％増）となりまし

た。

ライフソリューショライフソリューショライフソリューショライフソリューショライフソリューションンンンン　 売上売上売上売上売上高高高高高 66666,,,,,555557777700000百万百万百万百万百万円円円円円 営業利営業利営業利営業利営業利益益益益益 222220000033333百万百万百万百万百万円円円円円

　当該事業では、認可・認証保育所、企業内保育施設、学童保育の運営などを行う保育事業、デイサービス、訪問介

護などを行う介護事業、家事代行などのライフサポート事業を行っています。

　介護分野では、コロナ禍で施設利用者や外部施設への派遣需要が減少しました。一方、家事代行などのライフサポ

ート事業では、施設や学校での除菌消毒サービスの需要が拡大しました。保育分野では、認可保育所施設の増加や児

童支援事業の料金改定、さらに注力している幼児英語教育の需要が伸びて増収となりました。一方で、業容拡大に伴

う人員やシステム強化のコストが増加しました。

　これらの結果、セグメント全体の売上高は6,570百万円（前期比5.1％増）、営業利益は203百万円（前期比9.6％

減）となりました。

地方創生ソリューショ地方創生ソリューショ地方創生ソリューショ地方創生ソリューショ地方創生ソリューションンンンン 売上売上売上売上売上高高高高高 33333,,,,,222224444444444百万百万百万百万百万円円円円円 営業損営業損営業損営業損営業損失失失失失 22222,,,,,333332222277777百万百万百万百万百万円円円円円

　当該事業では、地域住民や地域企業、地方自治体と協力、連携しながら、地方に新たな産業と雇用を創出する地方

創生事業に取り組んでいます。

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、特に飲食事業やアミューズメント事業、宿泊事業を展開する当
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該セグメントでは、営業休止や時短営業などの影響を受けることになりました。こうした中、兵庫県淡路島ではレス

トラン「青海波 -SEIKAIHA-」を昨年８月にオープンし、10月には兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモ

リ」に“ゴジラ”のアトラクションを全面オープンしました。そして今年５月には同公園内に“ドラゴンクエスト”

の世界を再現した新アトラクションをオープンするなど、関西圏においては自家用車などを用いて少人数でも訪れる

ことができる島の立地を活かして、感染拡大防止の措置を講じながら観光客を誘致し、新型コロナウイルス感染症収

束後の観光需要の回復に向けて新たに事業をスタートさせました。これらの結果、売上高は3,244百万円（前期比8.5

％増）、広告宣伝費など新施設の初期費用の増加もあり、営業損失2,327百万円（前期は営業損失1,876百万円）とな

りました。また感染症の影響なども踏まえ今後の事業計画について見直した結果、一部の固定資産について減損損失

を計上いたしました。

消去又は全消去又は全消去又は全消去又は全消去又は全社社社社社　 売上売上売上売上売上高高高高高 △△△△△44444,,,,,888884444466666百万百万百万百万百万円円円円円 営業利営業利営業利営業利営業利益益益益益 △△△△△99999,,,,,111119999911111百万百万百万百万百万円円円円円

　グループ間取引消去とグループシナジーの最大化のためのコストや新規事業のインキュベーションコスト、持株会

社としての管理コストが含まれています。当連結会計年度は、コロナ禍で事業活動が抑制されたことで全体的なコス

トが減少した一方、兵庫県淡路島への本社機能の一部移転に伴うオフィスや社宅の準備などにより販管費が増加しま

した。また今年４月には、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたシェフや料理人を全国から募集し、新たなチャ

レンジを支援する「淡路シェフガーデン」を兵庫県淡路島でオープンするなど新たな取り組みを開始しました。

　以上の結果、グループ間取引消去の売上高は△4,846百万円（前期は△3,916百万円）、グループシナジーやインキ

ュベーションなどのグループ運営に係るコストは、グループ間消去も含め、営業利益△9,191百万円（前期は△8,837

百万円）となりました。
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■セグメント別業績

売上売上売上売上売上高高高高高 2020年５月期 2021年５月期 増減率

ＨＲソリューション 319,660百万円 329,572百万円 ＋3.1％

エキスパートサービス(人材派遣)

ＢＰＯサービス(委託・請負)他
268,986百万円 277,864百万円 ＋3.3％

エキスパートサービス(人材派遣) 151,448百万円 149,133百万円 △1.5％

ＢＰＯサービス(委託・請負) 99,756百万円 114,055百万円 ＋14.3％

ＨＲコンサルティング、教育・研修、その他 9,984百万円 7,613百万円 △23.7％

グローバルソーシング(海外人材サービス) 7,796百万円 7,061百万円 △9.4％

キャリアソリューション(人材紹介、再就職支援) 13,401百万円 13,863百万円 ＋3.4％

アウトソーシング 37,271百万円 37,844百万円 ＋1.5％

ライフソリューション 6,250百万円 6,570百万円 ＋5.1％

地方創生ソリューション 2,990百万円 3,244百万円 ＋8.5％

消去又は全社 △3,916百万円 △4,846百万円 ―

合計 324,984百万円 334,540百万円 ＋2.9％

営業損営業損営業損営業損営業損益益益益益 2020年５月期 2021年５月期 増減率

ＨＲソリューション 21,067百万円 31,256百万円 ＋48.4％

エキスパートサービス(人材派遣)

ＢＰＯサービス(委託・請負)他
9,543百万円 17,543百万円 ＋83.8％

エキスパートサービス(人材派遣)

9,346百万円 17,427百万円 ＋86.5％ＢＰＯサービス(委託・請負)

ＨＲコンサルティング、教育・研修、その他

グローバルソーシング(海外人材サービス) 197百万円 116百万円 △41.3％

キャリアソリューション(人材紹介、再就職支援) 3,147百万円 3,919百万円 ＋24.5％

アウトソーシング 8,375百万円 9,794百万円 ＋16.9％

ライフソリューション 224百万円 203百万円 △9.6％

地方創生ソリューション △1,876百万円 △2,327百万円 ―

消去又は全社 △8,837百万円 △9,191百万円 ―

合計 10,577百万円 19,940百万円 ＋88.5％

※子会社再編に伴い、一部子会社のセグメント区分を変更しております。前期比については、前連結会計年度の数値

を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。
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(2)生産、受注及び販売の実績

①生産実績

当社グループは、人材派遣、委託・請負、人材紹介、再就職支援、アウトソーシング、保育・介護、地方創生な

どの事業を行っており、提供するサービスの性格上、生産実績の記載に馴染まないため、記載しておりません。

②受注実績

生産実績と同様の理由により、記載しておりません。

③販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりとなります。

セグメントの名称
2021年５月期

売上高(百万円) 構成比(％) 前期比(％)

ＨＲソリューション 325,538 97.3 102.9

エキスパートサービス（人材派遣）、

ＢＰＯサービス（委託・請負）他
274,957 82.2 103.2

エキスパートサービス（人材派遣） 148,572 44.4 98.5

ＢＰＯサービス（委託・請負） 113,001 33.8 114.3

ＨＲコンサルティング、教育・研修、その他 6,629 2.0 73.1

グローバルソーシング（海外人材サービス） 6,754 2.0 89.3

キャリアソリューション（人材紹介、再就職支援） 13,833 4.1 103.6

アウトソーシング 36,747 11.0 100.4

ライフソリューション 6,257 1.9 103.2

地方創生ソリューション 2,744 0.8 104.9

合計 334,540 100.0 102.9

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。

２ 子会社再編に伴い、一部子会社のセグメント区分を変更しております。前期比については、前連結会計年度

の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

３ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　

上記に記載した当連結会計年度における売上高を地域別に示すと、次のとおりとなります。

区分
2021年５月期

売上高(百万円) 構成比(％) 前期比(％)

北海道・東北 14,869 4.4 117.5

関東(東京以外) 36,739 11.0 107.1

東京 152,648 45.7 101.3

東海・北信越 22,528 6.7 99.8

関西 66,548 19.9 103.4

中国・四国・九州 33,843 10.1 104.7

海外 7,363 2.2 90.9

合計 334,540 100.0 102.9
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(3)財政状態

資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末に比べて、現金及び預金が5,411百万円増加したことに加えて、

受託案件の増加により受取手形及び売掛金が1,523百万円増加、受託案件で使用する賃借物件の増床により敷金及

び保証金が1,268百万円増加、また、地方創生事業等で有形固定資産が1,961百万円増加しております。その結果、

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べて11,200百万円増加（8.0％増）し、151,641百万円となり

ました。

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べて、前連結会計年度末における金融機関休日の影響が解消

したことにより未払費用が2,171百万円減少、借入金が返済により1,374百万円減少した一方で、前受収益が1,553

百万円増加、受託案件増加に伴い、その他流動負債に含まれる前受金が1,337百万円、預り金が1,106百万円増加し

ており、また、未払金も1,396百万円増加しております。その結果、前連結会計年度末に比べて3,737百万円増加

（3.8％増）し、101,861百万円となりました。

当連結会計年度末の純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益が6,784百万円となったことから利益剰余金が

6,012百万円増加しており、前連結会計年度末に比べて7,462百万円増加（17.6％増）し、49,779百万円となりまし

た。

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末と比べて2.5ポイント上昇し、25.2％となりました。

(4)キャッシュ・フロー

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて4,150百万

円増加し、52,298百万円となりました。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、18,868百万円（前連結会計年度11,424百万円の増加）となり、前連結会計年

度より7,444百万円の増加となりました。

　資金増加の主な内訳は、税金等調整前当期純利益16,706百万円（同7,583百万円）、減価償却費3,794百万円

（同4,013百万円）、減損損失3,238百万円（同2,202百万円）等によるものであります。

　資金減少の主な内訳は、売上債権の増加1,422百万円（同3,536百万円の増加）、前連結会計年度末における金

融機関休日の影響が解消したことによる営業債務の減少845百万円（同1,248百万円の増加）、法人税等の支払額

7,820百万円（同5,406百万円）等によるものであります。

（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、9,665百万円（前連結会計年度6,964百万円の減少）となり、前連結会計年度

より2,700百万円の増加となりました。

　資金減少の主な内訳は、地方創生事業における商業施設の開設や全社セグメントでのオフィス等の新設に伴う

有形固定資産の取得による支出7,031百万円（同4,810百万円）、システム投資に伴う無形固定資産の取得による

支出1,721百万円（同1,894百万円）、受託案件で使用する貸借物件に係る敷金保証金の差入1,592百万円（同816

百万円）等によるものであります。

　

（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、5,147百万円（前連結会計年度12,102百万円の増加）となり、前連結会計年度

より17,249百万円の減少となりました。

　資金増加の主な内訳は、長期運転資金の確保や設備投資のための資金の確保を目的とした、長期借入れによる

収入7,511百万円（同19,035百万円）等によるものであります。

　資金減少の主な内訳は、長期借入金の返済による支出8,901百万円（前連結会計年度6,429百万円）、配当金の

支払2,797百万円（同2,761百万円）等によるものであります。
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　（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

項目
2017年

５月期

2018年

５月期

2019年

５月期

2020年

５月期

2021年

５月期

自己資本比率 20.1％ 21.0％ 23.7％ 22.7％ 25.2％

時価ベースの自己資本比率 35.8％ 58.9％ 54.8％ 35.7％ 49.0％

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 2.9年 2.5年 2.7年 3.2年 1.8年

インタレスト・カバレッジ・レシオ 43.0 51.1 41.9 57.9 64.5

(注)１ 自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

　 ２ いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

　 ３ 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

　 ４ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

５ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ております

(5)資本の財源及び資金の流動性

①財務戦略の考え方

　当社グループは、財務体質の強化と資金効率の向上を両立しつつ、企業価値の向上のために資金を適切に調達・

配分することを財務戦略の基本方針としております。当社グループの重点戦略として掲げている地方創生事業に対

する設備投資や、ＨＲソリューション領域におけるデジタル化推進のためのＩＴ関連投資、拠点関連投資など、当

社グループの成長、企業価値の向上に必要な資金及び経常の運転資金を効率的に確保しております。さらに、グル

ープ会社との間ではＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）を導入しており、グループ各社における余剰

資金の有効活用に努めております。

②資金調達の基本方針

　当社グループの事業活動の維持拡大に必要な資金を安定的、かつ機動的に確保するため、内部資金及び外部資金

の有効活用に努めております。月中の短期運転資金需要に対しては、金融機関との間に設定しているコミットメン

トラインや当座借越枠を機動的に活用しています。長期借入については、約定返済額や投資計画等を勘案しなが

ら、年度の資金調達計画を策定し、取引金融機関からの調達を実施しています。資金調達にあたっては、財務体質

や資本コストにも留意しながら、その可否を判断しています。自己資本比率やEBITDA有利子負債倍率等を見据えつ

つ、銀行借入、社債をはじめとした負債を有効に活用することで、資本コストの低減及び資本効率の向上に努めて

おります。

③資金配分についての考え方

　当社グループ全体として得られた資金は、成長投資、株主還元、手元資金に振り分けています。成長投資につい

ては、経営戦略を踏まえたグループとしての投資意義や、投資資金の回収可能性や期待されるリターン等を吟味

し、投資の可否を判断しています。また、業績に応じた株主還元を実施することを基本方針としており、配当政策

については、連結配当性向30％を目途とするとともに、継続的かつ安定的な配当の維持にも努めてまいります。手

元資金については、金融機関との間に設定しているコミットメントライン等を活用し、適切な水準に抑えること

で、グループ全体の資金効率を高めていくよう努めております。
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(6)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

おります。この連結財務諸表の作成にあたっての会計方針は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1）連

結財務諸表 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）」に記載のとおりです。

また、この連結財務諸表の作成にあたり、決算日における資産・負債の報告数値及び報告期間における収益・費

用の報告数値に影響を与える見積りや判断を行う必要があります。過去の実績や現在の状況に応じ、合理的と考え

られる様々な要因に基づき見積り及び判断を行っておりますが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果は

これらの見積りと異なる場合があります。

連結財務諸表を作成するにあたって、会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについて

は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1）連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り）」に記

載しております。

４ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

５ 【研究開発活動】

該当事項はありません。

　


