
平成23年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年4月5日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 キャリアバンク株式会社 上場取引所 札 

コード番号 4834 URL http://www.career-bank.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役 （氏名） 佐藤 良雄

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員管理部長 （氏名） 橋本 正太 TEL 011-251-3373
四半期報告書提出予定日 平成23年4月14日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成23年5月期第3四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成23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 ％

23年5月期第3四半期 3,883 9.6 157 125.4 156 140.6 80 235.5
22年5月期第3四半期 3,542 △6.5 69 ― 65 ― 23 ―

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

23年5月期第3四半期 8,379.09 ―

22年5月期第3四半期 2,497.33 ―

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

23年5月期第3四半期 1,907 752 29.8 59,557.48
22年5月期 1,608 705 30.7 51,743.07

（参考） 自己資本   23年5月期第3四半期  569百万円 22年5月期  494百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年5月期 ― ― ― 800.00 800.00
23年5月期 ― ― ―

23年5月期 
（予想）

800.00 800.00

3.  平成23年5月期の連結業績予想（平成22年6月1日～平成23年5月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 4,771 0.7 136 62.4 129 65.5 52 74.5 5,516.22



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算において、金融商品取引法に基づく四半期財務
諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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あたっての注意事項等について
は、［添付資料］２ページ「当四半期の連結業績等に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年5月期3Q 9,556株 22年5月期  9,556株

② 期末自己株式数 23年5月期3Q  ―株 22年5月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期3Q 9,556株 22年5月期3Q 9,556株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業業績の回復や政府の経済政策による個人消費の持ち直

しにより、緩やかな景気回復の兆しが見られました。しかし、雇用情勢においては、今春卒業者の就職内定率が

悪化するなど、依然として厳しい状況が続いております。 

この様な環境のもと、当社グループは企業と人材に対するマッチング並びにカウンセリングサービスにより、

双方のニーズに応える質の高い人材サービスと企業における業務の効率化及び企業が求める営業成果を実現する

サービスの提供を通して、北海道における雇用環境の改善と企業業績の拡大に向けた業務を展開し、収益の拡大

を目指してまいりました。 

 人材派遣関連事業においては、労働者派遣法改正に備えて人材派遣利用を手控える動きがあるものの、医療や

販売系の受託が伸び、前期を上回りました。人材紹介事業においては、成約件数を伸ばすことができ、前期を上

回りました。再就職支援事業においては、行政官庁からの雇用対策事業を受託することができ、前期を上回りま

した。ペイロール事業においては、新規顧客の獲得により前期に比べ処理件数は増加したものの、年末調整処理

業務の受託数が伸びず、前期を下回りました。前期第４四半期から受託したその他事業（施設管理業務等）は、

当四半期においては営業損失となりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高3,883,804千円（前年同期比

9.6％増）、営業利益157,385千円（同125.4％増）、経常利益156,648千円（同140.6％増）、四半期純利益

80,070千円（同235.5％増）となりました。   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況  

当第３四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ298,491千円増加し、

1,907,024千円となりました。これは主に売掛金の増加及び現金及び預金の減少によるものであります。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ250,835千円増加し、1,154,266千円となりました。これは主

に短期借入金の増加が長期借入金の減少等を上回ったためであります。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ47,655千円増加し、752,757千円となりました。これは主に

利益剰余金の増加が少数株主持分の減少を上回ったためであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、売上債権の増加額及び

長期借入金の返済による支出等が短期借入れによる収入及び税金等調整前四半期純利益151,702千円の計上等を

上回ったため、前連結会計年度末残高に比べて127,129千円減少し、751,664千円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間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。 

 営業活動の結果使用した資金は260,772千円（前年同期比51.7％増）となりました。これは主に売上債権の増

加額等が税金等調整前四半期純利益151,702千円の計上等を上回ったためであります。 

 投資活動の結果使用した資金は40,237千円（同38.9％減）となりました。これは主に連結子会社株式の追加取

得による支出によるものであります。 

 財務活動の結果得られた資金は173,880千円（前年同期は使用した資金33,021千円）となりました。これは主

に短期借入れによる収入が長期借入金の返済による支出等を上回ったためであります。   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年７月14日に発表いたしました平成23年５月期(平成22年６月１日から平成23年５月31日)通期の業績予

想に関しまして、変更はありません。 

 また、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。   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 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出する方法に

よっております。 

    ② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第３四半期連結累計期間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。  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  ○会計処理基準に関する事項の変更 

  資産除去債務に関する会計基準の適用 

   当第３四半期連結累計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

  これにより、当第３四半期累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ1,798千円減少し、税金等調整前四

半期純利益は4,484千円減少しております。  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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23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22年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 801,664 928,794

売掛金 895,253 472,845

その他 27,776 27,870

貸倒引当金 △2,603 △1,078

流動資産合計 1,722,091 1,428,432

固定資産   

有形固定資産 22,520 20,738

無形固定資産 14,853 11,897

投資その他の資産 147,558 147,464

固定資産合計 184,932 180,099

資産合計 1,907,024 1,608,532

負債の部   

流動負債   

買掛金 108,355 80,119

短期借入金 300,000 －

1年内返済予定の長期借入金 154,388 154,388

未払費用 265,050 249,739

未払法人税等 59,113 25,368

未払消費税等 46,126 29,621

その他 53,092 79,233

流動負債合計 986,125 618,471

固定負債   

長期借入金 165,170 280,961

その他 2,970 3,998

固定負債合計 168,140 284,959

負債合計 1,154,266 903,430

純資産の部   

株主資本   

資本金 242,181 242,181

資本剰余金 49,181 49,181

利益剰余金 273,622 201,196

株主資本合計 564,984 492,558

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,146 1,898

評価・換算差額等合計 4,146 1,898

新株予約権 303 －

少数株主持分 183,322 210,645

純資産合計 752,757 705,101

負債純資産合計 1,907,024 1,608,532
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（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21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 3,542,044 3,883,804

売上原価 2,740,308 3,040,747

売上総利益 801,736 843,056

販売費及び一般管理費 731,902 685,670

営業利益 69,834 157,385

営業外収益   

受取賃貸料 17,696 20,040

その他 2,313 4,953

営業外収益合計 20,009 24,994

営業外費用   

支払利息 6,219 5,691

賃貸費用 17,696 20,040

その他 832 －

営業外費用合計 24,748 25,732

経常利益 65,095 156,648

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,398 －

特別利益合計 3,398 －

特別損失   

投資有価証券評価損 750 －

訴訟関連損失 － 1,655

持分変動損失 84 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,685

その他 － 604

特別損失合計 835 4,945

税金等調整前四半期純利益 67,659 151,702

法人税等 60,251 74,680

少数株主損益調整前四半期純利益 － 77,022

少数株主損失（△） △16,456 △3,048

四半期純利益 23,864 80,070
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（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21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成23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 67,659 151,702

減価償却費 13,649 11,582

支払利息 6,219 5,691

投資事業組合運用損益（△は益） 829 △5

投資有価証券評価損益（△は益） 750 －

売上債権の増減額（△は増加） △280,015 △422,407

営業債務の増減額（△は減少） 41,758 28,235

未払金の増減額（△は減少） 3,189 △15,414

未払費用の増減額（△は減少） 7,183 15,512

預り金の増減額（△は減少） △2,374 1,492

前受金の増減額（△は減少） 23,832 △11,950

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,114 16,504

その他 △12,332 103

小計 △133,763 △218,952

利息及び配当金の受取額 1,160 －

利息の支払額 △6,428 －

法人税等の支払額 △37,910 △37,011

法人税等の還付額 5,034 －

その他 － △4,808

営業活動によるキャッシュ・フロー △171,907 △260,772

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △50,000 －

有形固定資産の取得による支出 △6,938 △7,544

無形固定資産の取得による支出 △1,919 △7,177

投資有価証券の取得による支出 △6,850 △566

子会社株式の取得による支出 － △24,000

その他 △128 △949

投資活動によるキャッシュ・フロー △65,835 △40,237

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 10,000 750,000

短期借入金の返済による支出 △10,000 △450,000

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △123,032 △115,791

少数株主からの払込みによる収入 387 －

配当金の支払額 △8,159 △7,694

少数株主への配当金の支払額 △2,217 △2,634

財務活動によるキャッシュ・フロー △33,021 173,880

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △270,765 △127,129

現金及び現金同等物の期首残高 899,356 878,794

現金及び現金同等物の四半期末残高 628,590 751,664
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  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）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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