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FY3/18 Consolidated 
Financial Summary
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FY3/18 Consolidated Financial Highlights 11

8th consecutive year of 
sales and earnings growth

Both sales and earnings rose to new record highs

Net sales

Operating
profit

16,775million yen

Ordinary
profit

Profit 
attributable to 

owners of parent

Up 15.1% YoY
Up 4.2% vs. plan

Up 10.0% YoY
Up 1.3% vs. plan

Up 10.9% YoY
Up 2.2% vs. plan

Up 17.0% YoY
Up 5.0% vs. plan

2,198million yen

2,300million yen

1,627million yen
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FY3/18 Consolidated Financial Highlights 21

Performance benefited from Japan’s strong labor market (higher job 
openings-to-applicants ratio and lower unemployment rate)

• Demand for workers at companies increased due to the strong 
economy and the labor shortage continued because of Japan’s aging 
population and declining number of children.

• Many companies in Japan are implementing “work style reforms.”

We provided a diverse array of services that matched the human 
resources needs of companies

• One priority was personnel placement and temporary staffing services 
for professionals, a job category with a severe shortage of qualified 
workers and difficulty recruiting people.

• We strengthened our recruiting consulting services and increased the 
effectiveness of our recruiting advertisements.

Point 1.

Operating
Environment

Point 2.

Our Activities



FY3/18 Consolidated Financial Highlights by Segment1
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Human Resources Services Business is growing rapidly

1. Human Resources Service Business

Net sales: 9,915 million yen Operating profit: 1,735 million yen

2. Recruiting Business

3. Information Publishing Business

4. Other Businesses

Net sales: 3,693 million yen Operating profit: 881 million yen

Net sales: 1,762 million yen Operating profit: 3 million yen

Net sales: 1,404 million yen Operating profit: 198 million yen
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FY3/18 Consolidated 
Financial Results

2
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2 Business Domains of the QUICK Group

Contributing to society through human resources and information businesses
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2 FY3/18 Segment Results

■ Sales (Millions of yen)

・ Personnel placement : 1,095 ➚

・ Temporary staffing: 467 ➚

(of which WORK PROJECT, Inc.* : 202)

■ Operating expenses (Millions of yen)

・ Personnel placement strengthened promotions: 250➚
・ Higher temporary staffing sales resulted in an increase in labor 

cost: 360➚
(of which WORK PROJECT, Inc.* 150)

・ Higher personnel expenses due to increased workforce and    
improved compensation, etc.: 537 ➚

1. Human Resources Service Business
The business performance remained solid in the placements of nurses and professionals

* Consolidated in FY3/18 (net increase)

Net sales: 9,915 million yen Operating profit: 1,735 million yen

6,629 

8,155 

9,915 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

FY3/16 FY3/17 FY3/18

Net sales(Millions of yen)

1,136 

1,491 
1,735 

17.1% 18.3% 17.5%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

FY3/16 FY3/17 FY3/18

Operating profit
Op Margin(Millions of yen)



© QUICK CO.,LTD. All Rights Reserved. 9

2 FY3/18 Segment Results

■ Sales (Millions of yen)

・ Recruiting advertising: 140 ➚

・ In-house planned products: 12 ➚

・ Recruit Holdings incentives: (23) ➘

■ Operating expenses (Millions of yen)

・ Higher cost of sales due to sales growth: 81 ➚

・ Personnel expenses for improved compensation, etc.: 71 ➚

2. Recruiting Business
A strong performance by recruiting media for hiring full-time and part-time workers

Net sales: 3,693 million yen Operating profit: 881 million yen
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3,575 3,693 
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2 FY3/18 Segment Results

■ Sales (Millions of yen)

・ Free paper: (65) ➘
(includes a decrease in sales due to combining 
and terminating some papers)

・ Other internal media: 22 ➚

・ Posting: 16 ➚

■ Operating expenses (Millions of yen)

・ Personnel and other related expenses: 30 ➚

3. Information Publishing Business
Posting service performed well but lifestyle information magazines faced challenges

* Operating profit does not include the bookstore 
sales of 22 million yen.

Net sales: 1,762 million yen Operating profit: 3 million yen (*)
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2 FY3/18 Segment Results

■ Sales (Millions of yen)

・ Nihon no Jinjibu: 69 ➚

・ Overseas Business: 322 ➚

(USA: 53, Mexico: 57*, UK: 217*)

■ Operating expenses (Millions of yen)

・ Internet-Related Business (Advertising and other 
expenses) : 37 ➚

・ Overseas Business : 285 ➚

(USA: 47, Mexico: 53*, UK: 208*)
* Consolidated in FY3/18 (net increase)

4. Other Businesses (Internet-Related Business、Overseas Business)
Nihon no Jinjibu (Japan’s Human Resources Department) continued to perform well. 
Operations in Mexico and the UK were consolidated starting in FY3/18.

Net sales: 1,404 million yen Operating profit: 198 million yen
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2 FY3/18 Segment Results

■ Other Businesses (Internet-Related Business, Overseas Business)
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FY3/19 Consolidated 
Earnings Forecast

3



© QUICK CO.,LTD. All Rights Reserved. 14

FY3/19 Management Policies

Take on the challenge of raising sales
to 100 billion yen in 2030

3

1
Strategic objectives for 10 years from now
 Growth of current businesses and launch and growth of new businesses

 Continue making substantial investments for M&A and new business models that use artificial 
intelligence

2
Aim for growth of the global human resources business and the expansion of Overseas 
Business.
As Japan’s working age population falls due to an aging population and declining number of children, 
start an employee relocation support business to assist clients with reassignments of their employees 
on a global scale.

3
Increase activities to develop employees’ skills and help them achieve their career 
goals.
Build a stronger organizational structure and make changes to personnel systems to achieve “work-
style reform”

Career advancement support encompassing all group business operations, an employee training 
program framework, and the expansion and strengthening of recruiting activities
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FY3/19 Consolidated Earnings Forecast3

Forecast 9th consecutive year of sales and 
earnings growth, and 6th consecutive record-high 
operating and ordinary profits

Net sales

Operating
profit

18,500million yen

Ordinary
profit

Profit 
attributable to 

owners of parent

Up 10.3% YoY

Up 4.6% YoY

Up 10.0% YoY

Up 7.8% YoY

2,300million yen

2,530million yen

1,750million yen
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FY3/19 Business Segment Goals3

Personnel placement –Become the leader in targeted market sectors

• Placements of professionals: Reinforce activities in current market sectors and add 
services for more categories of skilled professionals

• Placements of nurses: Continue increasing our presence in the provision of nurses to 
hospitals and strengthen activities involving at-home medical care and nursing care 
facilities

Temporary staffing – Strengthen sectors that other human resources companies do not 
normally serve

• Reinforcing medical/welfare care operations
• Increase the profitability of temporary staffing of childcare workers

1. Human Resources Service Business
Growth of placements and temporary staffing of skilled professionals in new categories by using 
highly effective promotional activities

Net sales: 11,258 million yen Ordinary profit: 1,866 million yen
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FY3/19 Business Segment Goals3

Strengthen sales activities that include consulting based on the firm support received 
from customers

• New graduates/mid-career professionals: By strengthening activities in value-
added categories, achieve recruiting success in ways that are not possible when 
using only recruiting advertisements
Be a one-stop source of all-inclusive solutions

• Part-time workers: Our goal is to be the leader in sales by far in Recruit Holdings 
partner sales

2. Recruiting Business
Strengthen sales activities that include consulting for more successful recruiting activities

Net sales: 3,702 million yen Operating profit: 832 million yen
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FY3/19 Business Segment Goals3

Aim to be the leading regional media and to conduct business activities that invigorate 
regional economies

• Infrastructure type media (lifestyle information magazines, Iedukuri Navi and Kekkon Sanka)
Acquire an enormous volume of information and increase the use of digital media

• Strengthen human resources services with a focus on regions
Make Cococolor Tenshoku more powerful

• Continue to strengthen the posting service (inserts in newspapers and other publications)

* Operating profit does not include the bookstore sales.

3. 情報出版事業
地域メディア、ポスティングの強化とリアルサービスの拡充

売上高 : 営業利益 :1,808 百万円 55 百万円(*)

3. Information Publishing Business
Reinforce regional media and the posting service and expand “real” services

Net sales: 1,808 million yen Operating profit: 55 million yen (*)
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FY3/19 Business Segment Goals3

Internet-Related Business –Capture the largest share by far in the human resources industry

• Establish Nihon no Jinjibu as the leading brand
Create a new business model for the Nihon no Jinjibu website
* Forecast a sales decrease of about 40 million yen due to a reexamination of the handling of advertisements using 

the media of certain companies

Overseas Business –Start a human resources services business for clients’ global employment 
needs

• As Japan’s working age population falls due to an aging population and 
declining number of children, start an employee relocation support business to 
assist clients with reassignments of their employees on a global scale.

* QUICK VIETNAM CO., LTD. and QUICK GLOBAL CO., LTD. became consolidated subsidiaries in FY3/19.

4. Other Businesses (Internet-Related Business, Overseas Business)
Establish Nihon no Jinjibu as the leading brand and make all overseas companies profitable

Net sales: 1,731 million yen Operating profit: 167 million yen



FY3/19 Business Segment Goals3
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■ Other Businesses (Internet-Related Business, Overseas Business)
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3 FY3/19 Dividends Forecast

The basic policy is to pay a dividend equal to 40% of 
profit attributable to owners of parent.

Payout ratio

Annual dividend 38 yen
*Interim dividend 19.0 yen + Year-end dividend 19.0 yen

FY3/19
Dividends Forecast

Notes 1: * Interim dividend for FY3/15 includes a commemorative dividend of ¥5 for listing on the First Section of the Tokyo Stock Exchange.
2: Dividend payout ratio increased from 30% to 40% from FY3/16.

Year-end dividend 
［ ］ Annual dividend 

Interim dividend 

(yen)
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Medium-term 
Management Plan

4
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Medium-term Management Plan4

Medium-term Management Plan (FY3/19-FY3/21) （Millions of yen）

Forecast YoY change Forecast YoY change Forecast YoY change

Net sales 16,775 18,500 10.3% 21,000 13.5% 23,850 13.6%

Gross profit 9,748 10,750 10.3% 12,320 14.6% 14,080 14.3%
Selling, general and
administrative expenses 7,549 8,450 11.9% 9,500 12.4% 10,650 12.1%

Operating profit 2,198 2,300 4.6% 2,820 22.6% 3,430 21.6%

Ordinary profit 2,300 2,530 10.0% 2,850 12.6% 3,460 21.4%
Profit attributable to owners of
parent 1,627 1,753 7.8% 1,970 12.3% 2,391 21.4%

Gross margin 58.1% 58.1% 0.0pt 58.7% 0.6pt 59.0% 0.3pt

Operating margin 13.1% 12.4% (0.7)pt 13.4% 1.0pt 14.4% 1.0pt

Ordinary margin 13.7% 13.7% 0.0pt 13.6% (0.1)pt 14.5% 0.9pt
Profit attributable to
owners of parent margin 9.7% 9.5% (0.2)pt 9.4% (0.1)pt 10.0% 0.6pt
Note : QUICK reexamines and revises its medium-term management plan every year on a roll ing basis.

FY3/18 FY3/19 FY3/20 FY3/21


中計（伸び率）



						Medium-term Management Plan (FY3/19-FY3/21)																（Millions of yen）

										FY3/18		FY3/19				FY3/20				FY3/21

												Forecast 		YoY change		Forecast 		YoY change		Forecast 		YoY change



						Net sales				16,775		18,500		10.3%		21,000		13.5%		23,850		13.6%

						Gross profit				9,748		10,750		10.3%		12,320		14.6%		14,080		14.3%

						Selling, general and 
administrative expenses 				7,549		8,450		11.9%		9,500		12.4%		10,650		12.1%

						Operating profit 				2,198		2,300		4.6%		2,820		22.6%		3,430		21.6%

						Ordinary profit 				2,300		2,530		10.0%		2,850		12.6%		3,460		21.4%

						Profit attributable to owners of parent				1,627		1,753		7.8%		1,970		12.3%		2,391		21.4%



						Gross margin		56.50%		58.1%		58.1%		0.0pt		58.7%		0.6pt		59.0%		0.3pt

						Operating margin				13.1%		12.4%		(0.7)pt		13.4%		1.0pt		14.4%		1.0pt

						Ordinary margin				13.7%		13.7%		0.0pt		13.6%		(0.1)pt		14.5%		0.9pt

						Profit attributable to 
owners of parent margin				9.7%		9.5%		(0.2)pt		9.4%		(0.1)pt		10.0%		0.6pt

						Note : QUICK reexamines and revises its medium-term management plan every year on a rolling basis.









						データ入力 ニュウリョク

						          期別 キ ベツ				FY3/18		FY3/19				FY3/20				FY3/21

						  業績 ギョウセキ				実績 ジツ セキ		予想 ヨソウ		（対前年比） タイ ゼンネンヒ		計画 ケイカク		（対前年比） タイ ゼンネンヒ		計画 ケイカク		（対前年比） タイ ゼンネンヒ



						売上高 ウリアゲ ダカ				16,775,078		18,500,000		10.3%		21,000,000		13.5%		23,850,000		13.6%

						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				9,748,094		10,750,000		10.3%		12,320,000		14.6%		14,080,000		14.3%

						販管費 ハン				7,549,332		8,450,000		11.9%		9,500,000		12.4%		10,650,000		12.1%

						営業利益 エイギョウ リエキ				2,198,762		2,300,000		4.6%		2,820,000		22.6%		3,430,000		21.6%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				2,300,551		2,530,000		10.0%		2,850,000		12.6%		3,460,000		21.4%

						当期純利益 トウキ ジュン リエキ				1,627,292		1,753,565		7.8%		1,970,011		12.3%		2,391,319		21.4%



						売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ				58.1%		58.1%		-0.0pt		58.7%		0.6pt		59.0%		0.4pt

						営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				13.1%		12.4%		-0.7pt		13.4%		1.0pt		14.4%		1.0pt

						経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ				13.7%		13.7%		-0.0pt		13.6%		-0.1pt		14.5%		0.9pt

						当期利益率 トウキ リエキ リツ				9.7%		9.5%		-0.2pt		9.4%		-0.1pt		10.0%		0.6pt





中計（事業別売上 利益 伸び率）

				Medium-term Management Plan（Segment）（FY3/19～FY3/21）																		（Millions of yen）																				（単位：百万円） タンイ ヒャク マンエン

										FY3/１８		FY3/19				FY3/20				FY3/21

				Segment								forecast (YoY change)				forecast (YoY change)				forecast (YoY change)



				Sales		Human Resources
Services Business 				9,915		11,258		(13.5%)		13,171		(17.0%)		15,314		(16.3%)

						Recruiting Business				3,693		3,702		(0.2%)		3,923		(6.0%)		4,056		(3.4%)

						Information 
Publishing Business 				1,762		1,808		(2.6%)		1,913		(5.8%)		2,080		(8.7%)

						Other 				1,404		1,731		(23.3%)		1,991		(15.0%)		2,398		(20.4%)

						Total				16,775		18,500		(10.3%)		21,000		(13.5%)		23,850		(13.6%)



				Operating profit		Human Resources
Services Business 				1,735		1,866		(7.6%)		2,234		(19.7%)		2,540		(13.7%)

						Recruiting Business				881		832		(-5.6%)		860		(3.3%)		901		(4.8%)

						Information 
Publishing Business 				3		55		(1,523.8%)		107		(95.0%)		187		(74.3%)

						Other 				198		167		(-15.5%)		243		(45.2%)		426		(75.3%)

						Adjustment				(619)		(621)		(0.3%)		(625)		(0.7%)		(626)		(0.1%)

						Total				2,198		2,300		(4.6%)		2,820		(22.6%)		3,430		(21.6%)



																																										（単位：千円） タンイ センエン

				計画・実績  ケイカク ジッセキ						１８／３期 キ		１９／３期 キ				２０／３期 キ				２１／３期 キ

				報告セグメント ホウコク						実績 ジツ セキ		予想（対前年比） ヨソウ				計画（対前年比） ケイカク				計画（対前年比） ケイカク



				売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				9,915,233		11,258,064		13.5%		13,171,453		17.0%		15,314,573		16.3%

						リクルーティング事業				3,693,440		3,702,145		0.2%		3,923,472		6.0%		4,056,959		3.4%

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				1,762,265		1,808,733		2.6%		1,913,531		5.8%		2,080,344		8.7%

						その他 タ				1,404,138		1,731,058		23.3%		1,991,544		15.0%		2,398,124		20.4%

						計 ケイ				16,775,078		18,500,000		10.3%		21,000,000		13.5%		23,850,000		13.6%



				営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,735,060		1,866,242		7.6%		2,234,370		19.7%		2,540,638		13.7%

						リクルーティング事業				881,467		832,409		-5.6%		860,095		3.3%		901,172		4.8%

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				3,407		55,322		1523.8%		107,851		95.0%		187,959		74.3%

						その他 タ				198,416		167,652		-15.5%		243,454		45.2%		426,894		75.3%

						調整額 チョウセイ ガク				(619,588)		(621,625)		0.3%		(625,771)		0.7%		(626,663)		0.1%

						計 ケイ				2,198,762		2,300,000		4.6%		2,820,000		22.6%		3,430,000		21.6%





業績（前期比、計画比）



						前年同期比・予想比 ゼンネン ドウキヒ ヨソウ ヒ																（Millions of yen）

										FY3/18				FY3/17								FY3/18  forecast

														Results		YoY change 
(amount)		YoY change 
(%)				Plan		YoY change 
(amount)		YoY change 
(%)



						Net sales				16,775				14,578		2,196		15.1%				16,100		675		4.2%								1170				7445

						Gross profit				9,748				8,674		1,073		12.4%				9,360		388		4.1%								832				4823

						Selling, general and 
administrative expenses 				7,549				6,676		872		13.1%				7,190		359		5.0%								568				3283

						Operating profit 				2,198				1,998		200		10.0%				2,170		28		1.3%								264				1540

						Ordinary profit 				2,300				2,073		226		10.9%				2,250		50		2.2%								278				1582

						Profit attributable to owners of parent				1,627				1,391		236		17.0%				1,550		77		5.0%								215				1074







						データ入力 ニュウリョク																				（単位：千円） タンイ センエン

						計画・実績  ケイカク ジッセキ				18年3月期 ネン ガツキ				17年3月期 実績比 ネン ガツキ ジッセキ ヒ								18年3月期 計画 ネン ガツキ ケイカク

						  業績 ギョウセキ				実績 ジッセキ				実績 ジッセキ		増減額 ゾウゲンガク		前期比 ゼンキヒ				計画 ケイカク		増減額 ゾウゲンガク		計画比 ケイカク ヒ



						売上高 ウリアゲ ダカ				16,775,078				14,578,829		2,196,249		15.1%				16,100,000		675,078		4.2%

						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				9,748,094				8,674,825		1,073,269		12.4%				9,360,000		388,094		4.1%

						販管費 ハン カン ヒ				7,549,332				6,676,660		872,672		13.1%				7,190,000		359,332		5.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				2,198,762				1,998,165		200,597		10.0%				2,170,000		28,762		1.3%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				2,300,551				2,073,770		226,781		10.9%				2,250,000		50,551		2.2%

						親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュン リエキ				1,627,292				1,391,104		236,188		17.0%				1,550,000		77,292		5.0%





事業別業績（前年、計画）

				前年同期比・予想比 ゼンネン ドウキヒ ヨソウ ヒ																						（Millions of yen）

										FY3/１８				FY3/17								FY3/18  forecast

				Segment										Results		YoY change 
(amount)		YoY change 
(%)				Plan		YoY change 
(amount)		YoY change 
(%)



				Net sales		Human Resources
Services Business 				9,915				8,155		1,759		21.6%				9,546		368		3.9%

						Recruiting Business				3,693				3,575		117		3.3%				3,673		19		0.5%

						Information 
Publishing Business 				1,762				1,794		▲ 32		▲ 1.8%				1,727		34		2.0%

						Other 				1,404				1,052		351		33.4%				1,152		252		21.9%

						Total				16,775				14,578		2,196		15.1%				16,100		675		4.2%



				Operating profit		Human Resources
Services Business 				1,735				1,491		243		16.3%				1,639		95		5.8%

						Recruiting Business				881				903		▲ 21		▲ 2.4%				870		11		1.3%

						Information 
Publishing Business 				3				68		▲ 65		▲ 95.0%				22		▲ 19		▲ 85.1%

						Other 				198				182		16		9.0%				210		▲ 12		▲ 5.8%

						Adjustment				▲ 619				▲ 647		27		- 				▲ 572		▲ 46		- 

						Total				2,198				1,998		200		10.0%				2,170		28		1.3%



						                        （注）主な増減要因の数値は、セグメント内及びセグメント間の取引を含む増減としております。

																										（単位：千円） タンイ センエン

				期別・増減 キ ベツ ゾウゲン						18/3期
（第2Q）
実績 キ ダイ ジッセキ				17/3期  実績 キ ジッセキ								18/3期  業績予想 キ ギョウセキ ヨソウ

				報告セグメント ホウコク										実績 ジッセキ		増減費 ゾウゲン ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				予想 ヨソウ		増減額 ゾウゲンガク		予想比 ヨソウ ヒ



				売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				9,915,233				8,155,566		1,759,667		21.6%				9,546,585		368,648		3.9%

						リクルーティング事業				3,693,440				3,575,889		117,551		3.3%				3,673,552		19,888		0.5%

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				1,762,265				1,794,595		▲ 32,330		-1.8%				1,727,749		34,516		2.0%

						その他 タ				1,404,138				1,052,778		351,360		33.4%				1,152,114		252,024		21.9%

						計 ケイ				16,775,076				14,578,828		2,196,248		15.1%				16,100,000		675,076		4.2%



				営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,735,060				1,491,492		243,568		16.3%				1,639,330		95,730		5.8%

						リクルーティング事業				881,467				903,235		▲ 21,768		-2.4%				870,285		11,182		1.3%

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				3,407				68,557		▲ 65,150		-95.0%				22,806		▲ 19,399		-85.1%

						その他 タ				198,416				182,112		16,304		9.0%				210,565		▲ 12,149		-5.8%

						調整額 チョウセイ ガク				▲ 619,588				▲ 647,231		27,643		-4.3%				▲ 572,985		▲ 46,603		8.1%

						計 ケイ				2,198,762				1,998,165		200,597		10.0%				2,170,001		28,761		1.3%





18年３月期業績予想（前年同期比）

				FY3/19　業績・配当予想（前年同期比） ギョウセキ ハイトウ ヨソウ ゼンネン ドウキヒ																												（単位：百万円）

								FY3/19																								FY3/18
（Full year）						          　　　期別 キ ベツ				18年3月期
上期実績 ネン ガツキ カミキ ジッセキ		上期予想 カミキ ヨソウ										18年3月期
下期実績 ネン ガツキ シモキ ジッセキ		下期予想 シモキ ヨソウ										通期予想 ツウキ ヨソウ

								1H forecast								2H forecast								Full year forecast																				19年3月期 予想 ネン ガツキ ヨソウ						前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						19年3月期 予想 ネン ガツキ ヨソウ						前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				18年3月期 ネン ガツキ		19年3月期 ネン ガツキ		対前年比 タイ ゼンネンヒ

								Amount		YoY change						Amount		YoY change						Amount		YoY change						Amount						業績等 ギョウセキ トウ						1Q		２Q		上期 計 カミキ ケイ								3Q		４Q		下期 計 シモキ ケイ						実績 ジッセキ		予想 ヨソウ



				Net sales				9,695		15.4%						8,804		5.2%						18,500		10.3%						16,775						売上高 ウリアゲ ダカ				8,405,218		5,657,484		4,038,164		9,695,648		15.4%				8,369,860		4,061,410		4,742,942		8,804,352		5.2%				16,775,078		18,500,000		10.3%

				Gross profit				6,127		17.3%						4,622		2.1%						10,750		10.3%						9,748						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				5,222,153		3,886,681		2,240,707		6,127,388		17.3%				4,525,941		2,140,031		2,482,581		4,622,612		2.1%				9,748,094		10,750,000		10.3%

				Selling, general and 
administrative expenses 				4,197		19.0%						4,252		5.7%						8,450		11.9%						7,549						販管費 ハンカンヒ				3,527,552		2,162,161		2,035,555		4,197,716		19.0%				4,021,780		2,141,168		2,111,115		4,252,283		5.7%				7,549,332		8,449,999		11.9%

				Operating profit 				1,929		13.9%						370		-26.5%						2,300		4.6%						2,198						営業利益 エイギョウ リエキ				1,694,600		1,724,519		205,152		1,929,671		13.9%				504,162		△ 1,137		371,466		370,329		-26.5%				2,198,762		2,300,000		4.6%

				Ordinary profit 				1,951		11.8%						578		4.2%						2,530		10.0%						2,300						経常利益 ケイジョウ リエキ				1,745,079		1,736,463		214,914		1,951,377		11.8%				555,472		140,047		438,576		578,623		4.2%				2,300,551		2,530,000		10.0%

				Profit attributable to owners of parent				1,351		10.0%						401		0.8%						1,753		7.8%						1,627						親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				1,228,555		1,205,078		146,718		1,351,796		10.0%				398,737		97,114		304,655		401,769		0.8%		537		1,627,292		1,753,565		7.8%



				Dividend per Share（yen）				19.0		2.0yen						19.0		1.0yen						38.0		3.0yen						35.0						1株当たり配当額（円） カブ ア ハイトウ ガク エン				17.0		0.0		19.0		19.0		2.0				18.0		0.0		19.0		19.0		1.0				35.0		38.0		3.0

																																																						※ 17年3月期 下期予想＝各所へのヒアリングをベースに原価、販管費を修正 ネン ガツキ シモキ ヨソウ カクショ ゲンカ ハンカンヒ シュウセイ





																																																						17/3期 下期予想 キ シモキ ヨソウ

																																																						17年3月期 ネン ガツキ				17年3月期 ネン ガツキ				計画比 ケイカク ヒ

																																																						計画 ※1 ケイカク				見通し① ※2 ミトオ



																																																		売上高 ウリアゲ ダカ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		販管費 ハンカンヒ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		営業利益 エイギョウ リエキ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		経常利益 ケイジョウ リエキ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ												ERROR:#DIV/0!				0



																																																		1株当たり配当額（円） カブ ア ハイトウ ガク エン				-				-				-

																																																						※1   17年3月期 下期計画＝期首通年計画－期首上半期計画 ネン ガツキ シモキ ケイカク キシュ ツウネン ケイカク キシュ カミハンキ ケイカク

																																																						※2   17年3月期 下期予想＝各所へのヒアリングをベースに原価、販管費を修正 ネン ガツキ シモキ ヨソウ カクショ ゲンカ ハンカンヒ シュウセイ



																																																						17/3期 下期予想 キ シモキ ヨソウ

																																																						17年3月期 ネン ガツキ				17年3月期 ネン ガツキ				計画比 ケイカク ヒ

																																																						見通し② ※1 ミトオ				見通し① ※2 ミトオ



																																																		売上高 ウリアゲ ダカ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		販管費 ハンカンヒ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		営業利益 エイギョウ リエキ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		経常利益 ケイジョウ リエキ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ												ERROR:#DIV/0!				0



																																																		1株当たり配当額（円） カブ ア ハイトウ ガク エン				-				-				-

																																																						※1   17年3月期 下期見通し②＝9末 各所へのヒアリング集計 ネン ガツキ シモキ ミトオ マツ カクショ シュウケイ

																																																						※2   17年3月期 下期予想＝各所へのヒアリングをベースに原価、販管費を修正 ネン ガツキ シモキ ヨソウ カクショ ゲンカ ハンカンヒ シュウセイ



																																																						17/3期 下期予想 キ シモキ ヨソウ

																																																						17年3月期 ネン ガツキ				17年3月期 ネン ガツキ				見通し ミトオ

																																																						上期実績 カミキ ジッセキ				期首計画 ※ キシュ ケイカク								対前年比 タイ ゼンネンヒ		計画比 ケイカク ヒ



																																																		売上高 ウリアゲ ダカ												0				0.0%		0.0%

																																																		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ												0				0.0%		0.0%

																																																		販管費 ハンカンヒ												0				0.0%		0.0%

																																																		営業利益 エイギョウ リエキ												0				0.0%		0.0%

																																																		経常利益 ケイジョウ リエキ												0				0.0%		0.0%

																																																		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ												0				0.0%		0.0%



																																																		1株当たり配当額（円） カブ ア ハイトウ ガク エン												0.0

																																																						※ 17年3月期 下期計画＝期首通年計画－期首上半期計画 ネン ガツキ シモキ ケイカク キシュ ツウネン ケイカク キシュ カミハンキ ケイカク



																																																						17/3期 下期予想 キ シモキ ヨソウ

																																																						17年3月期 ネン ガツキ				17年3月期 ネン ガツキ				見通し ミトオ

																																																						上期実績 カミキ ジッセキ				見通し② ※ ミトオ								対前年比 タイ ゼンネンヒ		計画比 ケイカク ヒ



																																																		売上高 ウリアゲ ダカ												0				0.0%		0.0%

																																																		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ												0				0.0%		0.0%

																																																		販管費 ハンカンヒ												0				0.0%		0.0%

																																																		営業利益 エイギョウ リエキ												0				0.0%		0.0%

																																																		経常利益 ケイジョウ リエキ												0				0.0%		0.0%

																																																		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ												0				0.0%		0.0%



																																																		1株当たり配当額（円） カブ ア ハイトウ ガク エン												0.0

																																																						※ 17年3月期 下期見通し②＝9末 各所へのヒアリング集計 ネン ガツキ シモキ ミトオ マツ カクショ シュウケイ





事業別予想①

				FY3/19 セグメント別業績予想（前年同期比） ベツ ギョウセキ ヨソウ ゼンネン ドウキヒ																														（Millions of yen）

										FY3/19 forecast																								FY3/18
full year results						          　　　期別 キ ベツ						18年3月期
上期実績 ネン ガツキ カミキ ジッセキ		上期予想 カミキ ヨソウ										18年3月期
下期実績 ネン ガツキ シモキ ジッセキ		下期予想 シモキ ヨソウ										通期予想 ツウキ ヨソウ

										1H forecast								2H forecast								Full year forecast																						19年3月期 ネン ガツキ						前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						19年3月期 ネン ガツキ						前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				18年3月期 ネン ガツキ		19年3月期 ネン ガツキ		対前年比 タイ ゼンネンヒ

				Segment						Amount		YoY change						Amount		YoY change						Amount		YoY change						Amount						業績等 ギョウセキ トウ								1Q		2Q		上期 計 カミキ ケイ								３Q		４Q		下期 計 シモキ ケイ						実績 ジッセキ		予想 ヨソウ



				Net sales		Human Resources
Services Business 				6,336		16.7%						4,921		9.7%						11,258		13.5%						9,915						売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				5,428,923		3,905,126		2,431,596		6,336,722		16.7%				4,486,310		2,277,066		2,644,276		4,921,342		9.7%				9,915,233		11,258,064		13.5%

						Recruiting Business				1,633		4.0%						2,068		▲ 2.6%						3,702		0.2%						3,693								リクルーティング事業				1,569,720		850,651		782,607		1,633,258		4.0%				2,123,720		823,021		1,245,866		2,068,887		-2.6%				3,693,440		3,702,145		0.2%

						Information 
Publishing Business 				859		3.0%						949		2.3%						1,808		2.6%						1,762								情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				834,703		442,565		417,006		859,571		3.0%				927,562		495,061		454,101		949,162		2.3%				1,762,265		1,808,733		2.6%

						Other 				866		51.4%						864		3.9%						1,731		23.3%						1,404								その他 タ				571,870		459,142		406,955		866,097		51.4%				832,268		466,263		398,699		864,962		3.9%				1,404,138		1,731,059		23.3%

						Total				9,695		15.4%						8,804		5.2%						18,500		10.3%						16,775								計 ケイ				8,405,218		5,657,484		4,038,164		9,695,648		15.4%				8,369,860		4,061,410		4,742,942		8,804,352		5.2%				16,775,078		18,500,000		10.3%



				Operating profit		Human Resources
Services Business 				1,844		15.7%						21		▲ 84.5%						1,866		7.6%						1,735						営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,593,579		1,647,126		197,236		1,844,362		15.7%				141,481		-129,874 		151,754		21,880		-84.5%				1,735,060		1,866,242		7.6%

						Recruiting Business				315		▲ 2.3%						516		▲ 7.4%						832		▲ 5.6%						881								リクルーティング事業				322,943		173,080		142,414		315,494		-2.3%				558,524		168,370		348,545		516,915		-7.4%				881,467		832,409		-5.6%

						Information 
Publishing Business 				▲ 4		▲ 80.3%						59		136.6%						55		1,523.8%						3								情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				-21,789 		7,839		-12,129 		-4,290 		-80.3%				25,196		42,813		16,799		59,612		136.6%				3,407		55,322		1523.8%

						Other 				93		▲ 5.0%						74		▲ 25.9%						167		▲ 15.5%						198								その他 タ				98,388		69,469		24,024		93,493		-5.0%				100,028		65,673		8,486		74,159		-25.9%				198,416		167,652		-15.5%

						Adjustment				▲ 319		- 						▲ 302		- 						▲ 621		- 						▲ 619								調整額 チョウセイ ガク				-298,520 		-172,994 		-146,394 		-319,388 		7.0%				-321,068 		-148,119 		-154,118 		-302,237 		-5.9%				-619,588 		-621,625 		0.3%

						Total				1,929		13.9%						370		▲ 26.5%						2,300		4.6%						2,198								計 ケイ				1,694,600		1,724,519		205,152		1,929,671		13.9%				504,162		-1,137 		371,466		370,329		-26.5%				2,198,762		2,300,000		4.6%













ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上 利益

		○売上高 ウリアゲ ダカ

				2012年3月期 ネン ガツキ		2013年3月期 ネン ガツキ		2014年3月期 ネン ガツキ		2015年3月期 ネン ガツキ		2016年3月期 ネン ガツキ		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ

		人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		3,603		4,193		5,153		5,967		6,629		8,155		9,915

		リクルーティング事業 ジギョウ		1,980		2,285		2,686		2,844		3,294		3,575		3,693

		情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		1,602		1,651		1,639		1,657		1,668		1,794		1,762

		その他 タ		556		577		724		809		906		1,052		1,404

		計 ケイ		7,742		8,708		10,202		11,279		12,498		14,578		16,775







		○営業利益 エイギョウ リエキ

				2012年3月期 ネン ガツキ		2013年3月期 ネン ガツキ		2014年3月期 ネン ガツキ		2015年3月期 ネン ガツキ		2016年3月期 ネン ガツキ		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ

		人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		516		460		713		1,141		1,136		1,491		1,735

		リクルーティング事業 ジギョウ		466		571		754		672		878		903		881

		情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		23		9		18		36		44		68		3

		その他 タ		14		5		41		52		99		182		198

		計 ケイ		540		658		1,033		1,383		1,687		1,998		2,198

		○売上高 ウリアゲ ダカ

				2012年3月期 ネン ガツキ		2013年3月期 ネン ガツキ		2014年3月期 ネン ガツキ		2015年3月期 ネン ガツキ		2016年3月期 ネン ガツキ		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ

		人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		3,603		4,194		5,153		5,968		6,629		8,156		9,915

		リクルーティング事業 ジギョウ		1,980		2,286		2,686		2,845		3,294		3,576		3,693

		情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		1,602		1,651		1,639		1,657		1,669		1,795		1,762

		その他 タ		557		577		724		810		907		1,053		1,404

		計 ケイ		7,742		8,708		10,202		11,280		12,499		14,579		16,775







		○営業利益 エイギョウ リエキ

				2012年3月期 ネン ガツキ		2013年3月期 ネン ガツキ		2014年3月期 ネン ガツキ		2015年3月期 ネン ガツキ		2016年3月期 ネン ガツキ		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ

		人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		517		460		713		1,142		1,136		1,491		1,735

		リクルーティング事業 ジギョウ		467		572		754		672		879		903		881

		情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		23		9		18		36		44		69		3

		その他 タ		15		6		41		53		99		182		198

		計 ケイ		1,021		1,047		1,526		1,903		2,158		2,645		2,818



売上高



人材サービス事業	

2013年3月期	2018年3月期	4193	9915	リクルーティング事業	

2013年3月期	2018年3月期	2285	3693	情報出版事業	

2013年3月期	2018年3月期	1651	1762	その他	

2013年3月期	2018年3月期	577	1404	計	【[値]】
【[値]】

2013年3月期	2018年3月期	8708	16775	【[値]】








2018年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1735.06	881.46699999999998	3.407	198.416	2012年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	516.52300000000002	466.98899999999998	23.289000000000001	14.547000000000001	2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	460.32900000000001	571.66399999999999	9.3170000000000002	5.9	2014年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	712.505	753.81600000000003	18.161000000000001	41.274000000000001	2015年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1141.539	672.39300000000003	36.479999999999997	52.722999999999999	2016年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1136.4110000000001	878.56100000000004	44.136000000000003	99.322999999999993	2017年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1491.492	903.23500000000001	68.557000000000002	182.11199999999999	
営業利益

人材サービス事業	
2013年3月期	2018年3月期	460	1735	リクルーティング事業	
2013年3月期	2018年3月期	571	881	情報出版事業	
2013年3月期	2018年3月期	9	3	その他	
2013年3月期	2018年3月期	5	198	計	【[値]】
【[値]】

2013年3月期	2018年3月期	658	2198	【[値]】




売上高 2013年3月期

○売上高	2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	4193.6909999999998	2285.7370000000001	1651.164	577.43899999999996	○売上高	2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	4193	2285	1651	577	○売上高	2014年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	5152.8919999999998	2686.4229999999998	1638.604	724.10900000000004	○売上高	2015年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	5967	2844	1657	809	○売上高	2016年3月期	
人材サービス	事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	6629	3294	1668	906	○売上高	2017年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	8155	3575	1794	1052	○売上高	2018年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	9915	3693	1762	1404	
売上高 2018年3月期

○売上高	2018年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	9915.2330000000002	3693.44	1762.2650000000001	1404.1379999999999	○売	上高	2012年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	3603.194	1980.3240000000001	1602.1010000000001	556	○売上高	2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	4193	2285	1651	577	○売上高	2014年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	5152.8919999999998	2686.4229999999998	1638.604	724.10900000000004	○売上高	2015年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	5967	2844	1657	809	
営業利益 2013年3月期

○営業利益	2013年3月期	


人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	460.32900000000001	571.66399999999999	9.3170000000000002	5.9	○営業利益	2013年3月期	[パーセンテージ]

[パーセンテージ]

人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	460	571	9	5	○営業利益	2014年3月期	[パーセンテージ]
[パーセンテージ]

人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	712.505	753.81600000000003	18.161000000000001	41.274000000000001	○営業利益	2015年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1141	672	36	52	○営業利益	2016年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1136.4110000000001	878	44.136000000000003	99.322999999999993	
営業利益 2018年3月期

○営業利益	2018年3月期	

人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1735.06	881.46699999999998	3.407	198.416	○営業利益	2012年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	516	466	23.289000000000001	14	○営業利益	2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	460	571	9	5	○営業利益	2014年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	712.505	753.81600000000003	18.161000000000001	41.274000000000001	○営業利益	2015年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1141	672	36	52	
2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	460.32900000000001	571.66399999999999	9.3170000000000002	5.9	2012年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	516.52300000000002	466.9889999999	9998	23.289000000000001	14.547000000000001	
2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その	他	4193.6909999999998	2285.7370000000001	1651.164	577.43899999999996	2012年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	3603.194	1980.3240000000001	1602.1010000000001	556.50199999999995	
2018年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	9915.2330000000002	3693.44	1762.2650000000001	1404.1379999999999	2018年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	9915.2330000000002	3693.44	1762.2650000000001	1404.1379999999999	2012年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	3603.194	1980.3240000000001	1602.1010000000001	556.50199999999995	2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	4193.6909999999998	2285.7370000000001	1651.164	577.43899999999996	2014年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	5152.8919999999998	2686.4229999999998	1638.604	724.10900000000004	2015年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	5967.616	2844.7559999999999	1657.326	809.91200000000003	2016年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	6629.3620000000001	3294.1689999999999	1668.645	906.678	
■人材サービス事業    ■リクルーティング事業    ■情報出版事業    ■その他

(百万円)



半期業績推移

						11/3期（通） キ ツウ				12/3期（通） キ ツウ				13/3期（通） キ ツウ				14/3期（通） キ ツウ				15/3期（通） キ ツウ				16/3期（通） キ ツウ				17/3期（通） キ ツウ				18/3期（通） キ ツウ

		売上高 ウリアゲ ダカ				6,608,430				7,742,123				8,708,033				10,202,030				11,279,612				12,498,855				14,578,829				16,775,078

		経常利益 ケイジョウ リエキ				258,607				571,196				763,998				1,078,120				1,483,233				1,737,131				2,073,770				2,300,551



				11/3上期 カミ キ		11/3下期 シタ キ		12/3上期 カミ キ		12/3下期 シタ キ		13/3上期 カミ キ		13/3下期 シタ キ		14/3上期 カミ キ		14/3下期 シタ キ		15/3上期 カミ キ		15/3下期 シタ キ		16/3上期 カミ キ		16/3下期 シタ キ		17/3上期 カミ キ		17/3下期 シタ キ		18/3上期 カミ キ		18/3下期 シタ キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		3,130,241		3,478,189		3,712,017		4,030,106		4,334,974		4,373,059		5,004,089		5,197,941		5,779,470		5,500,142		6,274,848		6,224,007		7,445,831		7,132,998		8,405,218		8,369,860

		経常利益 ケイジョウ リエキ		180,661		77,946		444,505		126,691		682,468		81,530		938,421		139,699		1,206,884		276,349		1,303,985		433,146		1,582,727		491,043		1,745,079		555,472

						30.1%				22.2%				10.7%				13.0%				18.6%				24.9%				23.7%				24.1%



		(グラフ）

				11/3上期 カミ キ		下期 シタ キ		12/3上期 カミ キ		下期 シタ キ		13/3上期 カミ キ		13/3下期 シタ キ		14/3上期 カミ キ		14/3下期 シタ キ		15/3上期 カミ キ		15/3下期 シタ キ		16/3上期 カミ キ		16/3下期 シタ キ		17/3上期 カミ キ		17/3下期 シタ キ		18/3上期 カミ キ		18/3下期 シタ キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		3,130		3,478		3,712		4,030		4,334		4,373		5,004		5,197		5,779		5,500		6,274		6,224		7,445		7,132		8,405		8,369

		経常利益 ケイジョウ リエキ		180		77		444		126		682		81		938		139		1,206		276		1,303		433		1,582		491		1,745		555



































売上高（上/下期）



売上高	

14/3上期	14/3下期	15/3上期	15/3下期	16/3上期	16/3下期	17/3上期	17/3下期	18/3上期	18/3下期	5004	5197	5779	5500	6274	6224	7445	7132	8405	8369	





経常利益（上/下期）



経常利益	

14/3上期	14/3下期	15/3上期	15/3下期	16/3上期	16/3下期	17/3上期	17/3下期	18/3上期	18/3下期	938	139	1206	276	1303	433	1582	491	1745	555	売上高	14/3上期	14/3下期	15/3上期	15/3下期	16/3上期	16/3下期	17/3上期	17/3下期	18/3上期	18/3下期	5004	5197	5779	5500	6274	6224	7445	7132	8405	8369	







四半期業績推移

						11/3期（通） キ ツウ				12/3期（通） キ ツウ				13/3期（通） キ ツウ				14/3期（通） キ ツウ				15/3期（通） キ ツウ				16/3期（通） キ ツウ				17/3期（通） キ ツウ				18/3期（通） キ ツウ

		売上高 ウリアゲ ダカ				6,608,430				7,742,123				8,708,033				10,202,030				11,279,612				12,498,855				14,578,829				16,100,000

		経常利益 ケイジョウ リエキ				258,607				571,196				763,998				1,078,120				1,483,233				1,737,131				2,073,770				2,250,000



				11/3上期 カミ キ		11/3下期 シタ キ		12/3上期 カミ キ		12/3下期 シタ キ		13/3上期 カミ キ		13/3下期 シタ キ		14/3上期 カミ キ		14/3下期 シタ キ		15/3上期 カミ キ		15/3下期 シタ キ		16/3上期 カミ キ		16/3下期 シタ キ		17/3上期 カミ キ		17/3下期 シタ キ		18/3上期 カミ キ		18/3下期 シタ キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		3,130,241		3,478,189		3,712,017		4,030,106		4,334,974		4,373,059		5,004,089		5,197,941		5,779,470		5,500,142		6,274,848		6,224,007		7,445,831		7,132,998		8,405,218		7,694,782

		経常利益 ケイジョウ リエキ		180,661		77,946		444,505		126,691		682,468		81,530		938,421		139,699		1,206,884		276,349		1,303,985		433,146		1,582,727		491,043		1,745,079		504,921

						30.1%				22.2%				10.7%				13.0%				18.6%				24.9%				23.7%				22.4%



		(グラフ）

				11/3上期 カミ キ		下期 シタ キ		12/3上期 カミ キ		下期 シタ キ		13/3上期 カミ キ		13/3下期 シタ キ		14/3上期 カミ キ		14/3下期 シタ キ		15/3上期 カミ キ		15/3下期 シタ キ		16/3上期 カミ キ		16/3下期 シタ キ		17/3上期 カミ キ		17/3下期 シタ キ		18/3上期 カミ キ		18/3下期 シタ キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		3,130		3,478		3,712		4,030		4,334		4,373		5,004		5,197		5,779		5,500		6,274		6,224		7,445		7,132		8,405		7,694

		経常利益 ケイジョウ リエキ		180		77		444		126		682		81		938		139		1,206		276		1,303		433		1,582		491		1,745		504



										12/3期 キ								13/3期 キ								14/3期 キ								15/3期 キ								16/3期 キ								17/3期 キ								18/3期 キ								19/3期 キ

		売上高 ウリアゲ ダカ								7,742,123								8,708,033								10,202,030								11,279,612								12,498,855								14,578,829

		経常利益 ケイジョウ リエキ								571,196								763,998								1,078,120								1,483,233								1,737,131								2,073,770



				１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,960,353		1,751,664		1,978,499		2,051,607		2,476,762		1,858,212		2,191,053		2,182,006		2,851,219		2,152,870		2,538,271		2,659,670		3,308,110		2,471,360		2,394,609		3,105,533		3,473,602		2,801,246		2,727,763		3,496,244		4,171,543		3,274,288		3,199,385		3,933,613		4,823,465		3,581,753		3,812,975		4,556,885

		経常利益 ケイジョウ リエキ		381,417		63,088		116,048		10,643		689,995		(7,527)		66,483		15,047		924,341		14,080		129,980		9,719		1,039,026		167,858		70,048		206,301		991,574		312,411		67,612		365,534		1,315,665		267,062		169,932		321,111		1,471,023		274,056		238,187		317,285





		（グラフ）

				12/3期 キ								13/3期 キ								14/3期 キ								15/3期 キ								16/3期 キ								17/3期 キ								18/3期 キ

				１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,960		1,751		1,978		2,051		2,476		1,858		2,191		2,182		2,851		2,152		2,538		2,659		3,308		2,471		2,394		3,105		3,473		2,801		2,727		3,496		4,171		3,274		3,199		3,933		4,823		3,581		3,812		4,556

		経常利益 ケイジョウ リエキ		381		63		116		10		689		(7)		66		15		924		14		129		9		1,039		167		70		206		991		312		67		365		1,315		267		169		321		1,471		274		238		317





















売上高（四半期）



売上高	

１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	2476	1858	2191	2182	2851	2152	2538	2659	3308	2471	2394	3105	3473	2801	2727	3496	4171	3274	3199	3933	4823	3581	3812	4556	経常利益	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	689	-7	66	15	924	14	129	9	1039	167	70	206	991	312	67	365	1315	267	169	321	1471	274	238	317	





経常利益（四半期）



経常利益	

１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	689	-7	66	15	924	14	129	9	1039	167	70	206	991	312	67	365	1315	267	169	321	1471	274	238	317	売上高	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	2476	1858	2191	2182	2851	2152	2538	2659	3308	2471	2394	3105	3473	2801	2727	3496	4171	3274	3199	3933	4823	3581	3812	4556	







従業員推移

						（合計） ゴウケイ		人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		リクルーティング事業 ジギョウ		情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		その他 タ		共通他 キョウツウ タ		合計 ゴウケイ

				12／3期 キ		478		168		115		128		44		23		478

				12／9末 マツ		536		207		126		136		45		22		536

				13／3期 キ		531		201		131		132		44		23		531				べ   2

				13／9末 マツ		585		222		149		145		45		24		585				べ   3

				14／3期 キ		579		227		151		133		43		25		579				べ   3

				14／9末 マツ		652		261		183		137		47		24		652				べ   2

				15／3期 キ		650		268		179		133		45		25		650				べ   3

				15／9末 マツ		717		299		211		138		46		23		717				べ   3

				16／3期 キ		741		307		214		146		52		22		741		メ   2		べ   2

				16／9末 マツ		850		352		238		150		53		57		850		メ   4		べ   3		ワ   29

				17／3期 キ		852		361		228		150		52		61		852		メ   3		べ   3		ワ   35		ﾈｯﾄ  31		海外  21 カイガイ		全社  20 ゼンシャ

				17／9末 マツ		956		467		238		163		60		28		956		メ   5		べ   6		ワ   54		ﾈｯﾄ  32		海外  28 カイガイ		全社  20 ゼンシャ		QG   2

				18／3期 キ		979		503		221		154		74		26		978		メ   5		べ   4		ワ   60		ﾈｯﾄ  31		海外  43 カイガイ		全社  20 ゼンシャ		QG   2



（名） 

セグメント別従業員数の推移

（13年3月期末～18年3月期末）



人材サービス事業	

13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	201	227	268	307	361	503	リクルーティング事業	

13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	131	151	179	214	228	221	情報出版事業	

13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	132	133	133	146	150	154	その他	

13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	44	43	45	52	52	74	共通他	[値](2)
[値](3)
[値](3)
[値](4)
[値](41)
[値](6)

13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	23	25	25	22	61	26	合計	
13／3期	14／3期	15／3期	16／	3期	17／3期	18／3期	531	579	650	741	852	978	（合計）	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	531	579	650	741	852	979	



従業員数の推移（グループ全体）

合計	
13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	531	579	650	741	852	978	（合計）	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	531	579	650	741	852	979	人材サービス事業	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	201	227	268	307	361	503	リクルーティング事業	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	131	151	179	214	228	221	情報出版事業	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	132	133	133	146	150	154	その他	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	44	43	45	52	52	74	共通他	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	23	25	25	22	61	26	


（注） 従業員数は、期末時点の「正社員数＋臨時社員数（社保有り）」で示しております。
（注） 共通他には、内数として連結対象外子会社の人数を含めており（ ）で示しております。

（人）



従業員の状況

						セグメント別／拠点別　従業員数（2018年３月末） ベツ キョテン ベツ ジュウギョウイン スウ ネン ガツ マツ																								（単位：人）

						拠　点 キョ テン		大阪 オオサカ		東京 トウキョウ		名古屋 ナゴヤ		金沢・富山 カナザワ トヤマ		仙台 センダイ		中国 チュウゴク		アメリカ		ﾒｷｼｺ		英国 エイコク		その他 タ				従業員数(注） ジュウギョウイン スウ チュウ

						事　業 コト ギョウ		梅田・堺 ウメダ サカイ		赤坂・横浜 アカサカ ヨコハマ				福井・新潟 フクイ ニイガタ												国内 コクナイ		海外 カイガイ

						人材サービス事業 ジギョウ		○		○		○		○		○														503

																														（38）

						リクルーティング事業 ジギョウ		○		○		○																		221

																														（54）

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ								○																154

																														（29）

						ネット関連事業 カンレン ジギョウ		○		○																				31

																														（4）

						海外事業 カイガイ ジギョウ												○		○		○		○						43

																														（3）

						（本社部門） ホンシャ ブモン		○		○																○		○		26

																														（3）

						従業員数 ジュウギョウイン スウ		278		427		47		174		3		8		15		5		15		2		4		978

								（53）		（32）		（7）		（33）		（0）		（0）		（2）		(0)		(1)		（1）		（2）		(131)

						構成比 コウセイヒ		28.4%		43.7%		4.8%		17.8%		0.3%		0.8%		1.5%		0.5%		1.5%		0.2%		0.4%		100%

						（注）１. 臨時従業員数は、内数として（　）で示しております。 チュウ リンジ ジュウギョウイン スウ ウチスウ シメ

						（注）２. 海外の拠点は次のとおりです。中国（上海）、アメリカ（ニューヨーク、ロサンゼルス）、メキシコ（アグアスカリエンテス）、英国（ロンドン） チュウ カイガイ キョテン ツギ チュウゴク シャンハイ エイコク

						（注）３. その他は、非連結対象子会社を示しております。（国内：クイックグローバル、海外：ベトナム(ホーチミン)） チュウ ヒ











						クイック		128		176		27		0		0		0		0										331

						アイ・キュー		2		19		0		0		0		0		0										21

						ケー・シー・シー		0		0		0		121		0		0		0										121

						キャリア		6		5		4		13		3		0		0										31

						上海 シャンハイ		0		0		0		0		0		12		0										12

						USA		0		0		0		0		0		0		8										8

						合計 ゴウケイ		136		200		31		134		3		12		8										524						←人員表と一致 ジンイン ヒョウ イッチ





						構成比の調整 コウセイヒ チョウセイ

						調整前 チョウセイ マエ		28.4%		43.7%		4.8%		17.8%		0.3%		0.8%		1.5%										99.9%

						調整後 チョウセイ ゴ		25.4%		35.4%		5.7%		28.0%		1.2%		2.3%		2.0%										100.0%

						差 サ		-3.0%		-8.3%		0.9%		10.2%		0.9%		1.5%		0.5%										0.1%





						事業別／拠点別　従業員数（2012年３月末） ジギョウ ベツ キョテン ベツ ジュウギョウイン スウ ネン ガツ マツ																								（単位：人） タンイ ニン

						拠　点 キョ テン		大阪 オオサカ		東京 トウキョウ		名古屋 ナゴヤ		金沢・富山 カナザワ トヤマ		仙台 センダイ		中国 チュウゴク		アメリカ						その他 タ				【従業員数】 ジュウギョウイン スウ

						事　業 コト ギョウ		梅田・堺 ウメダ サカイ		赤坂・横浜 アカサカ ヨコハマ				福井・新潟 フクイ ニイガタ				上海 シャンハイ		ＮＹ・ＬＡ						国内 コクナイ		海外 カイガイ

						人材サービス(紹介）		○		○		○		○		○										○				369

																														(27)

						リクルーティング		○		○		○																		175

																														(53)

						情報出版 ジョウホウ シュッパン				（注2） チュウ				○																120

																														(30)

						ネット関連 カンレン		○		○		○																		25

																														(6)

						海外 カイガイ												○		○								○		24

																														(3)

						（本社管理部門） ホンシャ カンリ ブモン		○																						20

																														（0）

						従業員数 ジュウギョウイン スウ		189

株式会社クイック: R大阪+紹介大阪+全社　95名
エリア堺4名
IQ　2名
CS　8名		332

株式会社クイック: R東京+紹介東京+吉越+根本　100名
横浜　8名
IQ　23名
CS　6名（クイック雇用）
　　　1名（KCC雇用）
KCC　4名		36

株式会社クイック: R名古屋+紹介名古屋　22名
IQ 1名
CS　2名（クイック雇用）
　　　1名（KCC雇用）		134

株式会社クイック: KCC　121名
CS　11名		3		6		11						17		5		733

																										（18）		(1)		(119)

						(構成比) コウセイヒ		25.1%		42.8%		5.2%		19.6%		0.4%		0.7%		1.4%						4.1%		0.7%		［100%］

								214		365		44		167		3		6		12						35		6		852



						（注1）臨時従業員数は（　）内、外数で表示しております。 チュウ リンジ ジュウギョウイン スウ ナイ ソト スウ ヒョウジ

						（注2）（株）ケー・シー・シー東京支店は2011年3月末に閉鎖いたしましたが、従業員（4名）は情報出版事業/東京拠点の人員として チュウ カブ トウキョウ シテン ネン ガツ マツ ヘイサ ジュウギョウイン メイ ジョウホウ シュッパン ジギョウ トウキョウ キョテン ジンイン

						　　　　集計しております。





事業別予想②

				2018年３月期 事業別業績予想（予想比） ネン ガツキ ジギョウ ベツ ギョウセキ ヨソウ ヨソウ ヒ

				          　　　期別   キ ベツ						１９／３期 キ																								１８／３期
（通期実績） キ ツウキ ジッセキ						          　　　期別 キ ベツ						上期予想 カミキ ヨソウ												下期予想 シモキ ヨソウ								通期予想 ツウキ ヨソウ

										（上期予想） ヨソウ								（下期予想）								(通期予想）																				18年3月期 ネン ガツキ		19年3月期 ネン ガツキ						前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				18年3月期 ネン ガツキ		19年3月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				18年3月期 ネン ガツキ		19年3月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				  業績等 ギョウセキ トウ						金額 キンガク		予想比 ヨソウ ヒ						金額 キンガク		予想比 ヨソウ ヒ						金額 キンガク		予想比 ヨソウ ヒ						金額 キンガク						業績等 ギョウセキ トウ						上期実績 カミキ ジッセキ		1Q予想 ヨソウ		2Q予想 ヨソウ		上期予想 カミキ ヨソウ						下期実績 シモキ ジッセキ		下期予想 シモキ ヨソウ						通期実績 ツウキ ジッセキ		通期予想 ツウキ ヨソウ



				売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				5,428		1.1%						3,994		▲ 3.0%						11,258		▲ 0.7%						9,915						売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				5,428,923						0		0.0%				4,486,310				0.0%				9,915,233		0		0.0%

						リクルーティング事業				1,569		▲ 2.4%						2,063		▲ 1.9%						3,702		▲ 2.1%						3,693								リクルーティング事業				1,569,720						0		0.0%				2,123,720				0.0%				3,693,440		0		0.0%

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				834		▲ 3.8%						908		▲ 4.2%						1,808		▲ 4.0%						1,762								情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				834,703						0		0.0%				927,562				0.0%				1,762,265		0		0.0%

						その他 タ				571		13.2%						728		25.5%						1,731		19.8%						1,404								その他 タ				571,870						0		0.0%				832,268				0.0%				1,404,138		0		0.0%

						計 ケイ				8,405		0.7%						7,694		▲ 0.7%						18,500		0.0%						16,775								計 ケイ				8,405,218						0		0.0%				9,369,860				0.0%				16,775,076		0		0.0%



				営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,593		4.4%						65		43.7%						1,866		5.5%						1,735						営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,593,579						0		0.0%				141,481				0.0%				1,735,060		0		0.0%

						リクルーティング事業				322		▲ 1.6%						541		▲ 1.0%						832		▲ 1.2%						881								リクルーティング事業				322,943						0		0.0%				558,524				0.0%				881,467		0		0.0%

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				▲ 21		— ％						54		▲ 35.7%						55		▲ 70.5%						3								情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				-21,789 						0		0.0%				25,196				0.0%				3,407		0		0.0%

						その他 タ				98		74.1%						88		▲ 21.3%						167		10.6%						198								その他 タ				98,388						0		0.0%				100,028				0.0%				198,416		0		0.0%

						調整額 チョウセイ ガク				▲ 298		6.0%						▲ 274		— %						▲ 621		3.0%						▲ 619								調整額 チョウセイ ガク				-298,520 						0		0.0%				-321,068 				0.0%				-619,588 		0		0.0%

						計 ケイ				1,694		2.4%						475		▲ 7.7%						2,300		0.0%						2,198								計 ケイ				1,694,600						0		0.0%				504,162		0		0.0%				2,198,762		0		0.0%
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配当推移 （中間・期末) 

						12/3期 キ		13/3期 キ		14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ		17/3期 キ		18/3期 キ		19/3期（予想） キ ヨソウ

				第2四半期末 ダイ シ ハンキ マツ		2.0		4.0		5.0		12.0		13.0		14.0		17.0		19.0

				期末 キマツ		4.0		4.0		8.0		9.0		12.0		16.0		18.0		19.0

				計 ケイ		6.0		8.0		13.0		21.0		25.0		30.0		35.0		38.0



						12/3期 キ		13/3期 キ		14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ		17/3期 キ		18/3期 キ		18/3期（予想） キ ヨソウ

				配当性向（％） ハイトウ セイコウ		31.2		31.6		36.7		39.9		40.1		40.5		40.4		40.7









［年間配当］

１株当たり年間配当金額の推移

第2四半期末	[値]※

15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期（予想）	12	13	14	17	19	期末	18.0

15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期（予想）	9	12	16	18	19	［[値]］
［[値]］
［[値]］
［[値]］
[[値]]
15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期（予想）	21	25	30	35	38	

［6.0］

(注) １. ※　東証一部指定記念配当５.０円を含んでおります。
(注) ２. 16年3月期より、配当性向を30％から40％としております。
          



中計



						中期計画（19/3期～21/3期） チュウキ ケイカク キ キ														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						                   期別  キ ベツ				１７／３期 キ		１８／３期 キ				１９／３期 キ		２０／３期 キ		２１／３期 キ

						 業績 ギョウセキ				（実績） ジッセキ		（実績） ジッセキ				（予想） ヨソウ		（計画） ケイカク		（計画） ケイカク



						売上高 ウリアゲ ダカ				14,578		16,775				18,500		21,000		23,850

						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				8,674		9,748				10,750		12,320		14,080

						販売費及び
一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				6,676		7,549				8,450		9,500		10,650

						営業利益 エイギョウ リエキ				1,998		2,198				2,300		2,820		3,430

						経常利益 ケイジョウ リエキ				2,073		2,300				2,530		2,850		3,460

						親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウ キ ジュンリエキ				1,391		1,627



						売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ		56.50%		59.5%		58.1%				58.1%		58.7%		59.0%

						営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				13.7%		13.1%				12.4%		13.4%		14.4%

						経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ				14.2%		13.7%				13.7%		13.6%		14.5%

						親会社株主に帰属する
当期純利益率 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ リツ				9.5%		9.7%

						（注１）当社はローリング方式により中期計画を見直しております。 チュウ トウシャ ホウシキ チュウキ ケイカク ミナオ









						データ入力 ニュウリョク

						          期別 キ ベツ				１７／３期		１８／３期				１９／３期		２０／３期		２１／３期

						  業績 ギョウセキ				（実績） ジッセキ		（実績） ジッセキ				（予想） ヨソウ		（計画） ケイカク		（計画） ケイカク



						売上高 ウリアゲ ダカ				14,578,829		16,775,078				18,500,000		21,000,000		23,850,000

						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				8,674,825		9,748,094				10,750,000		12,320,000		14,080,000

						販管費 ハン				6,676,660		7,549,332				8,450,000		9,500,000		10,650,000

						営業利益 エイギョウ リエキ				1,998,165		2,198,762				2,300,000		2,820,000		3,430,000

						経常利益 ケイジョウ リエキ				2,073,770		2,300,551				2,530,000		2,850,000		3,460,000

						当期純利益 トウキ ジュン リエキ				1,391,104		1,627,292



						売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ				59.5%		58.1%				58.1%		58.7%		59.0%

						営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				13.7%		13.1%				12.4%		13.4%		14.4%

						経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ				14.2%		13.7%				13.7%		13.6%		14.5%

						当期利益率 トウキ リエキ リツ				9.5%		9.7%				0.0%		0.0%		0.0%





中計（事業別 売上 利益）

				中期計画 事業別（19/3期～21/3期） チュウキ ケイカク ジギョウ ベツ キ キ														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン																				（単位：百万円） タンイ ヒャク マンエン

				期別  キ ベツ						１７／３期
(実績)		１８／３期
(実績)		１９／３期
(予想) ヨソウ		２０／３期
(計画) キ ケイカク		２１／３期
(計画) ケイカク

				 報告セグメント ホウコク



				売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				8,155		9,915		11,358		13,221		15,384

						リクルーティング事業				3,575		3,693		3,702		3,923		4,056

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				1,794		1,762		1,808		1,913		2,080

						その他 タ				1,052		1,404		1,731		1,991		2,398

						計 ケイ				14,578		16,775		18,600		21,050		23,920



				営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,491		1,735		1,901		2,264		2,590

						リクルーティング事業				903		881		832		860		901

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				68		3		55		107		187

						その他 タ				182		198		167		243		426

						調整額 チョウセイ ガク				▲ 647		▲ 619		▲ 646		▲ 645		▲ 656

						計 ケイ				1,998		2,198		2,310		2,830		3,450



																																						（単位：千円） タンイ センエン

				計画・実績  ケイカク ジッセキ						１７／３期
(実績)		１８／３期
(実績)		１９／３期
(予想) ヨソウ		２０／３期
(計画) キ ケイカク		２１／３期
(計画) ケイカク

				報告セグメント ホウコク



				売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				8,155,566		9,915,233		11,358,064		13,221,453		15,384,573

						リクルーティング事業				3,575,889		3,693,440		3,702,145		3,923,472		4,056,959

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				1,794,595		1,762,265		1,808,733		1,913,531		2,080,344

						その他 タ				1,052,778		1,404,138		1,731,058		1,991,544		2,398,124

						計 ケイ				14,578,829		16,775,078		18,600,000		21,050,000		23,920,000



				営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,491,492		1,735,060		1,901,169		2,264,370		2,590,638

						リクルーティング事業				903,235		881,467		832,409		860,095		901,172

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				68,557		3,407		55,322		107,851		187,959

						その他 タ				182,112		198,416		167,652		243,454		426,894

						調整額 チョウセイ ガク				(647,231)		(619,588)		(646,552)		(645,771)		(656,663)

						計 ケイ				1,998,165		2,198,762		2,310,000		2,830,000		3,450,000





ギロウ関推移、中計







				（値） アタイ																						(千円） センエン

				上場来の業績＋中期計画 ジョウジョウ ライ ギョウセキ チュウキ ケイカク														(百万円） ヒャクマンエン								上場来の業績＋中期計画 ジョウジョウ ライ ギョウセキ チュウキ ケイカク														(百万円） ヒャクマンエン

				期別 キ ベツ		売上高 ウリアゲ ダカ		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ				期別 キ ベツ		売上高 ウリアゲ ダカ		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ

				01/3		5,080		1,557		30.7%		415		8.2%		419		8.2%		226		4.5%				01/3		5,081		1,557		30.7%		415		8.2%		419		8.2%		227		4.5%

				02/3		5,485		1,698		31.0%		483		8.8%		455		8.3%		259		4.7%				02/3		5,486		1,698		31.0%		484		8.8%		456		8.3%		260		4.7%

				03/3		5,282		1,520		28.8%		112		2.1%		104		2.0%		35		0.7%				03/3		5,282		1,520		28.8%		112		2.1%		104		2.0%		36		0.7%

				04/3		7,676		2,971		38.7%		386		5.0%		408		5.3%		212		2.8%				04/3		7,676		2,972		38.7%		386		5.0%		409		5.3%		213		2.8%

				05/3		9,509		3,681		38.7%		524		5.5%		546		5.7%		207		2.2%				05/3		9,510		3,682		38.7%		525		5.5%		546		5.7%		207		2.2%

				06/3		10,633		4,457		41.9%		626		5.9%		654		6.2%		347		3.3%				06/3		10,633		4,458		41.9%		627		5.9%		654		6.2%		348		3.3%

				07/3		11,689		5,245		44.9%		760		6.5%		780		6.7%		382		3.3%				07/3		11,690		5,245		44.9%		761		6.5%		781		6.7%		383		3.3%

				08/3		11,435		5,150		45.0%		366		3.2%		400		3.5%		306		2.7%				08/3		11,435		5,150		45.0%		367		3.2%		400		3.5%		306		2.7%

				09/3		9,110		4,316		47.4%		△ 134		-1.5%		△ 107		-1.2%		△ 478		-5.3%				09/3		9,110		4,317		47.4%		△ 135		-1.5%		△ 108		-1.2%		△ 478		-5.3%

				10/3		6,277		3,337		53.2%		△ 186		-3.0%		△ 80		-1.3%		△ 81		-1.3%				10/3		6,278		3,338		53.2%		△ 186		-3.0%		△ 80		-1.3%		△ 81		-1.3%

				11/3		6,608		3,721		56.3%		228		3.5%		258		3.9%		258		3.9%				11/3		6,608		3,721		56.3%		228		3.5%		259		3.9%		258		3.9%

				12/3		7,742		4,496		58.1%		540		7.0%		571		7.4%		357		4.6%				12/3		7,742		4,496		58.1%		540		7.0%		571		7.4%		357		4.6%

				13/3期 キ		8,708		4,918		56.5%		658		7.6%		763		8.8%		473		5.4%				13/3期 キ		8,708		4,919		56.5%		658		7.6%		764		8.8%		473		5.4%

				14/3期 キ		10,202		5,582		54.7%		1,033		10.1%		1,078		10.6%		665		6.5%				14/3期 キ		10,202		5,582		54.7%		1,034		10.1%		1,078		10.6%		665		6.5%

				15/3期 キ		11,279		6,434		57.0%		1,383		12.3%		1,483		13.1%		988		8.8%				15/3期 キ		11,280		6,434		57.0%		1,383		12.3%		1,483		13.1%		988		8.8%

				16/3期 キ		12,498		7,328		58.6%		1,687		13.5%		1,737		13.9%		1,170		9.4%				16/3期 キ		12,499		7,328		58.6%		1,687		13.5%		1,737		13.9%		1,171		9.4%

				17/3期 キ		14,578		8,674		59.5%		1,998		13.7%		2,073		14.2%		1,391		9.5%				17/3期 キ		14,579		8,675		59.5%		1,998		13.7%		2,074		14.2%		1,391		9.5%

				18/3期 キ		16,775		9,748		58.1%		2,198		13.1%		2,300		13.7%		1,627		9.7%				18/3期 キ		16,775		9,748		58.1%		2,199		13.1%		2,301		13.7%		1,627		9.7%

				19/3期 予想 キ ヨソウ		18,500		10,750		58.1%		2,300		12.4%		2,530		13.7%		1,753		9.5%				19/3期 予想 キ ヨソウ		18,500		10,750		58.1%		2,300		12.4%		2,530		13.7%		1,753		9.5%

				20/3期 計画 キ ケイカク		21,000		12,320		58.7%		2,820		13.4%		2,850		13.6%		1,970		9.4%				20/3期 計画 キ ケイカク		21,000		12,320		58.7%		2,820		13.4%		2,850		13.6%		1,970		9.4%

				21/3期 計画 キ ケイカク		23,850		14,080		59.0%		3,430		14.4%		3,460		14.5%		2,391		10.0%				20/3期 計画 キ ケイカク		23,850		14,080		59.0%		3,430		14.4%		3,460		14.5%		2,391		10.0%



売上高・売上総利益・売上総利益率（12/3期-21/3期)

売上高	





[値]





[値]

12/3	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	7742	8708	10202	11279	12498	14578	16775	18500	21000	23850	売上総利益	5,582 

12/3	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	4496	4918	5582	6434	7328	8674	9748	10750	12320	14080	売上総利益率	12/3	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.58072456353380075	0.56485339456109085	0.54714600917660505	0.57043167796906491	0.58632042695110875	0.59502892859227585	0.5811057331596311	0.58108108108108103	0.58666666666666667	0.59035639412997909	(百万円）



経常利益・経常利益率（12/3期-21/3期)
経常利益	

1,078




12/3	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	571	763	1078	1483	1737	2073	2300	2530	2850	3460	経常利益率	
01/3	02/3	03/3	04/3	05/3	06/3	07/3	08/3	09/3	10/3	11/3	12/3	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 予想	7.3777696376045698E-2	8.7734853554183825E-2	0.10567700741911167	0.13149681035127805	0.13898321086211499	0.14224530653319276	0.13714100166926196	0.13675675675675675	0.1357142857142857	0.14507337526205449	

（百万円）



売上高推移


17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	14578	16775	18500	21000	23850	売上総利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	8674	9748	10750	12320	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.59502892859227585	0.5811057331596311	0.58108108108108103	0.58666666666666667	営業利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1998	2198	2300	2820	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.13705936190073975	0.13107313122478476	0.12432432432432433	0.13428571428571429	経常利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	2073	2300	2530	2850	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.14224530653319276	0.13714100166926196	0.13675675675675675	0.1357142857142857	当期利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1391	1627	1753	1970	


利益率推移

営業利益率	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.13705936190073975	0.13107313122478476	0.12432432432432433	0.13428571428571429	0.14381551362683437	経常利益率	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.14224530653319276	0.13714100166926196	0.13675675675675675	0.1357142857142857	0.14507337526205449	当期純利益率	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	9.5419460643924148E-2	9.700652360603032E-2	9.4756756756756752E-2	9.3809523809523815E-2	0.10025157232704403	売上高	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	5485	5282	7676	9509	10633	11689	11435	9110	6277	6608	7742	8708	10202	11279	12498	14578	16775	18500	21000	売上総利益	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1698	1520	2971	3681	4457	5245	5150	4316	3337	3721	4496	4918	5582	6434	7328	8674	9748	10750	12320	売上総利益率	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.58632042695110875	0.59502892859227585	0.5811057331596311	0.58108108108108103	0.58666666666666667	営業利益	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	483	112	386	524	626	760	366	-134	-186	228	540	658	1033	1383	1687	1998	2198	2300	2820	経常利益	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	455	104	408	546	654	780	400	-107	-80	258	571	763	1078	1483	1737	2073	2300	2530	2850	当期純利益	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	259	35	212	207	347	382	305.77600000000001	-478.44900000000001	-80.945999999999998	258.14800000000002	356.98599999999999	473.07799999999997	665.47900000000004	988	1170	1391	1627	1753	1970	




14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	10202	11279	12498	14578	16775	



14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	1033	1383	1687	1998	2198	
14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	1078	1483	1737	2073	2300	
14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	665.47900000000004	988	1170	1391	1627	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	8708	10202	11279	12498	14578	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	4918	5582	6434	7328	8674	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	0.56485339456109085	0.54714600917660505	0.57043167796906491	0.58632042695110875	0.59502892859227585	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	7.558205165276706E-2	0.1013465947463397	0.12263631053975971	0.13500572652454965	0.13705936190073975	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	8.7734853554183825E-2	0.10567700741911167	0.13149681035127805	0.13898321086211499	0.14224530653319276	



各利益推移

営業利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1998	2198	2300	2820	3430	経常利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	2073	2300	2530	2850	3460	当期利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1391	1627	1753	1970	2391	売上高	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	12498	14578	16775	18500	21000	売上総利益	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	7328	8674	9748	10750	12320	売上総利益率	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.58632042695110875	0.59502892859227585	0.5811057331596311	0.58108108108108103	0.58666666666666667	営業利益率	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.13500572652454965	0.13705936190073975	0.13107313122478476	0.12432432432432433	0.13428571428571429	経常利益率	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.13898321086211499	0.14224530653319276	0.13714100166926196	0.13675675675675675	0.1357142857142857	当期純利益率	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	9.365049838565212E-2	9.5419460643924148E-2	9.700652360603032E-2	9.4756756756756752E-2	9.3809523809523815E-2	





中計ｸﾞﾗﾌ  (事業別売上）

				売上高 ウリアゲ ダカ

						14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ		1７/3期 キ		18/3期 キ		19/3期予想 キ ヨソウ		20/3期計画 キ ケイカク		21/3期計画 キ ケイカク

				人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		5,152		5,967		6,629		8,155		9,915		11,258		13,171		15,314

				リクルーティング事業 ジギョウ		2,686		2,844		3,294		3,575		3,693		3,702		3,923		4,056

				情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		1,638		1,657		1,668		1,794		1,762		1,808		1,913		2,080

				その他 タ		724		809		906		1,052		1,404		1,731		1,991		2,398

				合計 ゴウケイ		10,200		11,277		12,497		14,576		16,774		18,499		20,998		19,768

				（連結）売上高 レンケツ ウリアゲ ダカ		10,202		11,279		12,498		14,578		16,775		18,500		21,000		23,850

				合計との差 ゴウケイ サ		(2)		(2)		(1)		(2)		(1)		(1)		(2)		(2)





				営業利益 エイギョウ リエキ

						14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ		1７/3期 キ		18/3期 キ		19/3期 予想 キ ヨソウ		20/3期 計画 キ ケイカク		21/3期 計画 キ ケイカク

				人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		712		1,141		1,136		1,491		1,735		1,866		2,234		2,540

				リクルーティング事業 ジギョウ		753		672		878		903		881		832		860		901

				情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		18		36		44		68		3		55		107		187

				その他 タ		41		52		99		182		198		167		243		426

				調整額 チョウセイ ガク		(491)		(519)		(471)		(647)		(619)		(621)		(625)		(626)

				合計 ゴウケイ		1,033		1,382		1,686		1,997		2,198		2,299		2,819		3,428

				（連結）営業利益 レンケツ エイギョウ リエキ		1,033		1,383		1,687		1,998		2,198		2,300		2,820		3,430

				合計との差 ゴウケイ サ		0		(1)		(1)		(1)		0		(1)		(1)		(2)



中期計画（事業別売上高）



人材サービス事業	

1７/3期	18/3期	19/3期予想	20/3期計画	21/3期計画	8155	9915	11258	13171	15314	リクルーティング事業	

1７/3期	18/3期	19/3期予想	20/3期計画	21/3期計画	3575	3693	3702	3923	4056	情報出版事業	

1７/3期	18/3期	19/3期予想	20/3期計画	21/3期計画	1794	1762	1808	1913	2080	その他	

1７/3期	18/3期	19/3期予想	20/3期計画	21/3期計画	1052	1404	1731	1991	2398	（連結）売上高	【[値]】
【[値]】
【[値]】
【[値]】
【[値]】

1７/3期	18/3期	19/3期予想	20/3期計画	21/3期計画	14578	16775	18500	21000	23850	【[値]】
合計	
1７/3期	18/3期	19/3期予想	20/3期計画	21/3期計画	14576	16774	18499	20998	19768	



中期計画（事業別営業利益）

人材サービス事業	
1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1491	1735	1866	2234	2540	リクルーティング事業	
1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	903	881	832	860	901	情報出版事業	
1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	68	3	55	107	187	その他	
1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	182	198	167	243	426	調整額	[値]
[値]
[値]
[値]
[値]

1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	-647	-619	-621	-625	-626	（連結）営業利益	【[値]】
【[値]】

【[値]】
【[値]】
【[値]】

1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1998	2198	2300	2820	3430	【[値]】
合計	1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1997	2198	2299	2819	3428	合計との差	1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	-1	0	-1	-1	-2	



（百万円）

（百万円）
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Medium-term Management Plan (Segment Sales and Operating Profit)4

Medium-term Management Plan (Segment) (FY3/19-FY3/21) （Millions of yen）

Forecast YoY change Forecast YoY change Forecast YoY change

Human Resources
Services Business 9,915 11,258 13.5% 13,171 17.0% 15,314 16.3%

Recruiting Business 3,693 3,702 0.2% 3,923 6.0% 4,056 3.4%
Information
Publishing Business 1,762 1,808 2.6% 1,913 5.8% 2,080 8.7%

Other 1,404 1,731 23.3% 1,991 15.0% 2,398 20.4%

Total 16,775 18,500 10.3% 21,000 13.5% 23,850 13.6%

Human Resources
Services Business 1,735 1,866 7.6% 2,234 19.7% 2,540 13.7%

Recruiting Business 881 832 (5.6)% 860 3.3% 901 4.8%
Information
Publishing Business 3 55 1,523.8% 107 95.0% 187 74.3%

Other 198 167 (15.5)% 243 45.2% 426 75.3%

Adjustment (619) (621) 0.3% (625) 0.7% (626) 0.1%

Total 2,198 2,300 4.6% 2,820 22.6% 3,430 21.6%

FY3/19 FY3/20

Sales
O

perating profit

FY3/21FY3/18
Segment


中計（伸び率）



						Medium-term Management Plan（FY3/19～FY3/21）																（Millions of yen）

										FY3/１８		FY3/19				FY3/20				FY3/21

												forecast (YoY change)				forecast (YoY change)				forecast (YoY change)



						Net sales				16,775		18,500		(10.3%)		21,000		(13.5%)		23,850		(13.6%)

						Gross profit				9,748		10,750		(10.3%)		12,320		(14.6%)		14,080		(14.3%)

						Selling, general and 
administrative expenses 				7,549		8,450		(11.9%)		9,500		(12.4%)		10,650		(12.1%)

						Operating profit 				2,198		2,300		(4.6%)		2,820		(22.6%)		3,430		(21.6%)

						Ordinary profit 				2,300		2,530		(10.0%)		2,850		(12.6%)		3,460		(21.4%)

						Profit attributable to owners of parent				1,627		1,753		(7.8%)		1,970		(12.3%)		2,391		(21.4%)



						Gross margin		56.50%		58.1%		58.1%		(0.0pt)		58.7%		(0.6pt)		59.0%		(0.3pt)

						Operating margin				13.1%		12.4%		(-0.7pt)		13.4%		(1.0pt)		14.4%		(1.0pt)

						Ordinary margin				13.7%		13.7%		(0.0pt)		13.6%		(-0.1pt)		14.5%		(0.9pt)

						Profit attributable to 
owners of parent margin				9.7%		9.5%		(-0.2pt)		9.4%		(-0.1pt)		10.0%		(0.6pt)

						Note 1: QUICK reexamines and revises its medium-term management plan every year on a rolling basis.









						データ入力 ニュウリョク

						          期別 キ ベツ				FY3/１８		FY3/19				FY3/20				FY3/21

						  業績 ギョウセキ				実績 ジツ セキ		予想 ヨソウ		（対前年比） タイ ゼンネンヒ		計画 ケイカク		（対前年比） タイ ゼンネンヒ		計画 ケイカク		（対前年比） タイ ゼンネンヒ



						売上高 ウリアゲ ダカ				16,775,078		18,500,000		10.3%		21,000,000		13.5%		23,850,000		13.6%

						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				9,748,094		10,750,000		10.3%		12,320,000		14.6%		14,080,000		14.3%

						販管費 ハン				7,549,332		8,450,000		11.9%		9,500,000		12.4%		10,650,000		12.1%

						営業利益 エイギョウ リエキ				2,198,762		2,300,000		4.6%		2,820,000		22.6%		3,430,000		21.6%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				2,300,551		2,530,000		10.0%		2,850,000		12.6%		3,460,000		21.4%

						当期純利益 トウキ ジュン リエキ				1,627,292		1,753,565		7.8%		1,970,011		12.3%		2,391,319		21.4%



						売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ				58.1%		58.1%		-0.0pt		58.7%		0.6pt		59.0%		0.4pt

						営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				13.1%		12.4%		-0.7pt		13.4%		1.0pt		14.4%		1.0pt

						経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ				13.7%		13.7%		-0.0pt		13.6%		-0.1pt		14.5%		0.9pt

						当期利益率 トウキ リエキ リツ				9.7%		9.5%		-0.2pt		9.4%		-0.1pt		10.0%		0.6pt





中計（事業別売上 利益 伸び率）

				Medium-term Management Plan (Segment) (FY3/19-FY3/21)																		（Millions of yen）																				（単位：百万円） タンイ ヒャク マンエン

										FY3/18		FY3/19				FY3/20				FY3/21

				Segment								Forecast		YoY change		Forecast		YoY change		Forecast		YoY change



				Sales		Human Resources
Services Business 				9,915		11,258		13.5%		13,171		17.0%		15,314		16.3%

						Recruiting Business				3,693		3,702		0.2%		3,923		6.0%		4,056		3.4%

						Information 
Publishing Business 				1,762		1,808		2.6%		1,913		5.8%		2,080		8.7%

						Other 				1,404		1,731		23.3%		1,991		15.0%		2,398		20.4%

						Total				16,775		18,500		10.3%		21,000		13.5%		23,850		13.6%



				Operating profit		Human Resources
Services Business 				1,735		1,866		7.6%		2,234		19.7%		2,540		13.7%

						Recruiting Business				881		832		5.6()%		860		3.3%		901		4.8%

						Information 
Publishing Business 				3		55		1,523.8%		107		95.0%		187		74.3%

						Other 				198		167		(15.5)%		243		45.2%		426		75.3%

						Adjustment				(619)		(621)		0.3%		(625)		0.7%		(626)		0.1%

						Total				2,198		2,300		4.6%		2,820		22.6%		3,430		21.6%



																																										（単位：千円） タンイ センエン

				計画・実績  ケイカク ジッセキ						１８／３期 キ		１９／３期 キ				２０／３期 キ				２１／３期 キ

				報告セグメント ホウコク						実績 ジツ セキ		予想（対前年比） ヨソウ				計画（対前年比） ケイカク				計画（対前年比） ケイカク



				売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				9,915,233		11,258,064		13.5%		13,171,453		17.0%		15,314,573		16.3%

						リクルーティング事業				3,693,440		3,702,145		0.2%		3,923,472		6.0%		4,056,959		3.4%

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				1,762,265		1,808,733		2.6%		1,913,531		5.8%		2,080,344		8.7%

						その他 タ				1,404,138		1,731,058		23.3%		1,991,544		15.0%		2,398,124		20.4%

						計 ケイ				16,775,078		18,500,000		10.3%		21,000,000		13.5%		23,850,000		13.6%



				営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,735,060		1,866,242		7.6%		2,234,370		19.7%		2,540,638		13.7%

						リクルーティング事業				881,467		832,409		-5.6%		860,095		3.3%		901,172		4.8%

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				3,407		55,322		1523.8%		107,851		95.0%		187,959		74.3%

						その他 タ				198,416		167,652		-15.5%		243,454		45.2%		426,894		75.3%

						調整額 チョウセイ ガク				(619,588)		(621,625)		0.3%		(625,771)		0.7%		(626,663)		0.1%

						計 ケイ				2,198,762		2,300,000		4.6%		2,820,000		22.6%		3,430,000		21.6%





業績（前期比、計画比）



						前年同期比・予想比 ゼンネン ドウキヒ ヨソウ ヒ																（Millions of yen）

										FY3/18				FY3/17								FY3/18  forecast

														Results		YoY change 
(amount)		YoY change 
(%)				Plan		YoY change 
(amount)		YoY change 
(%)



						Net sales				16,775				14,578		2,196		15.1%				16,100		675		4.2%								1170				7445

						Gross profit				9,748				8,674		1,073		12.4%				9,360		388		4.1%								832				4823

						Selling, general and 
administrative expenses 				7,549				6,676		872		13.1%				7,190		359		5.0%								568				3283

						Operating profit 				2,198				1,998		200		10.0%				2,170		28		1.3%								264				1540

						Ordinary profit 				2,300				2,073		226		10.9%				2,250		50		2.2%								278				1582

						Profit attributable to owners of parent				1,627				1,391		236		17.0%				1,550		77		5.0%								215				1074







						データ入力 ニュウリョク																				（単位：千円） タンイ センエン

						計画・実績  ケイカク ジッセキ				18年3月期 ネン ガツキ				17年3月期 実績比 ネン ガツキ ジッセキ ヒ								18年3月期 計画 ネン ガツキ ケイカク

						  業績 ギョウセキ				実績 ジッセキ				実績 ジッセキ		増減額 ゾウゲンガク		前期比 ゼンキヒ				計画 ケイカク		増減額 ゾウゲンガク		計画比 ケイカク ヒ



						売上高 ウリアゲ ダカ				16,775,078				14,578,829		2,196,249		15.1%				16,100,000		675,078		4.2%

						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				9,748,094				8,674,825		1,073,269		12.4%				9,360,000		388,094		4.1%

						販管費 ハン カン ヒ				7,549,332				6,676,660		872,672		13.1%				7,190,000		359,332		5.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				2,198,762				1,998,165		200,597		10.0%				2,170,000		28,762		1.3%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				2,300,551				2,073,770		226,781		10.9%				2,250,000		50,551		2.2%

						親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュン リエキ				1,627,292				1,391,104		236,188		17.0%				1,550,000		77,292		5.0%





事業別業績（前年、計画）

				前年同期比・予想比 ゼンネン ドウキヒ ヨソウ ヒ																						（Millions of yen）

										FY3/１８				FY3/17								FY3/18  forecast

				Segment										Results		YoY change 
(amount)		YoY change 
(%)				Plan		YoY change 
(amount)		YoY change 
(%)



				Net sales		Human Resources
Services Business 				9,915				8,155		1,759		21.6%				9,546		368		3.9%

						Recruiting Business				3,693				3,575		117		3.3%				3,673		19		0.5%

						Information 
Publishing Business 				1,762				1,794		▲ 32		▲ 1.8%				1,727		34		2.0%

						Other 				1,404				1,052		351		33.4%				1,152		252		21.9%

						Total				16,775				14,578		2,196		15.1%				16,100		675		4.2%



				Operating profit		Human Resources
Services Business 				1,735				1,491		243		16.3%				1,639		95		5.8%

						Recruiting Business				881				903		▲ 21		▲ 2.4%				870		11		1.3%

						Information 
Publishing Business 				3				68		▲ 65		▲ 95.0%				22		▲ 19		▲ 85.1%

						Other 				198				182		16		9.0%				210		▲ 12		▲ 5.8%

						Adjustment				▲ 619				▲ 647		27		- 				▲ 572		▲ 46		- 

						Total				2,198				1,998		200		10.0%				2,170		28		1.3%



						                        （注）主な増減要因の数値は、セグメント内及びセグメント間の取引を含む増減としております。

																										（単位：千円） タンイ センエン

				期別・増減 キ ベツ ゾウゲン						18/3期
（第2Q）
実績 キ ダイ ジッセキ				17/3期  実績 キ ジッセキ								18/3期  業績予想 キ ギョウセキ ヨソウ

				報告セグメント ホウコク										実績 ジッセキ		増減費 ゾウゲン ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				予想 ヨソウ		増減額 ゾウゲンガク		予想比 ヨソウ ヒ



				売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				9,915,233				8,155,566		1,759,667		21.6%				9,546,585		368,648		3.9%

						リクルーティング事業				3,693,440				3,575,889		117,551		3.3%				3,673,552		19,888		0.5%

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				1,762,265				1,794,595		▲ 32,330		-1.8%				1,727,749		34,516		2.0%

						その他 タ				1,404,138				1,052,778		351,360		33.4%				1,152,114		252,024		21.9%

						計 ケイ				16,775,076				14,578,828		2,196,248		15.1%				16,100,000		675,076		4.2%



				営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,735,060				1,491,492		243,568		16.3%				1,639,330		95,730		5.8%

						リクルーティング事業				881,467				903,235		▲ 21,768		-2.4%				870,285		11,182		1.3%

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				3,407				68,557		▲ 65,150		-95.0%				22,806		▲ 19,399		-85.1%

						その他 タ				198,416				182,112		16,304		9.0%				210,565		▲ 12,149		-5.8%

						調整額 チョウセイ ガク				▲ 619,588				▲ 647,231		27,643		-4.3%				▲ 572,985		▲ 46,603		8.1%

						計 ケイ				2,198,762				1,998,165		200,597		10.0%				2,170,001		28,761		1.3%





18年３月期業績予想（前年同期比）

				FY3/19　業績・配当予想（前年同期比） ギョウセキ ハイトウ ヨソウ ゼンネン ドウキヒ																												（単位：百万円）

								FY3/19																								FY3/18
（Full year）						          　　　期別 キ ベツ				18年3月期
上期実績 ネン ガツキ カミキ ジッセキ		上期予想 カミキ ヨソウ										18年3月期
下期実績 ネン ガツキ シモキ ジッセキ		下期予想 シモキ ヨソウ										通期予想 ツウキ ヨソウ

								1H forecast								2H forecast								Full year forecast																				19年3月期 予想 ネン ガツキ ヨソウ						前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						19年3月期 予想 ネン ガツキ ヨソウ						前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				18年3月期 ネン ガツキ		19年3月期 ネン ガツキ		対前年比 タイ ゼンネンヒ

								Amount		YoY change						Amount		YoY change						Amount		YoY change						Amount						業績等 ギョウセキ トウ						1Q		２Q		上期 計 カミキ ケイ								3Q		４Q		下期 計 シモキ ケイ						実績 ジッセキ		予想 ヨソウ



				Net sales				9,695		15.4%						8,804		5.2%						18,500		10.3%						16,775						売上高 ウリアゲ ダカ				8,405,218		5,657,484		4,038,164		9,695,648		15.4%				8,369,860		4,061,410		4,742,942		8,804,352		5.2%				16,775,078		18,500,000		10.3%

				Gross profit				6,127		17.3%						4,622		2.1%						10,750		10.3%						9,748						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				5,222,153		3,886,681		2,240,707		6,127,388		17.3%				4,525,941		2,140,031		2,482,581		4,622,612		2.1%				9,748,094		10,750,000		10.3%

				Selling, general and 
administrative expenses 				4,197		19.0%						4,252		5.7%						8,450		11.9%						7,549						販管費 ハンカンヒ				3,527,552		2,162,161		2,035,555		4,197,716		19.0%				4,021,780		2,141,168		2,111,115		4,252,283		5.7%				7,549,332		8,449,999		11.9%

				Operating profit 				1,929		13.9%						370		-26.5%						2,300		4.6%						2,198						営業利益 エイギョウ リエキ				1,694,600		1,724,519		205,152		1,929,671		13.9%				504,162		△ 1,137		371,466		370,329		-26.5%				2,198,762		2,300,000		4.6%

				Ordinary profit 				1,951		11.8%						578		4.2%						2,530		10.0%						2,300						経常利益 ケイジョウ リエキ				1,745,079		1,736,463		214,914		1,951,377		11.8%				555,472		140,047		438,576		578,623		4.2%				2,300,551		2,530,000		10.0%

				Profit attributable to owners of parent				1,351		10.0%						401		0.8%						1,753		7.8%						1,627						親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				1,228,555		1,205,078		146,718		1,351,796		10.0%				398,737		97,114		304,655		401,769		0.8%		537		1,627,292		1,753,565		7.8%



				Dividend per Share（yen）				19.0		2.0yen						19.0		1.0yen						38.0		3.0yen						35.0						1株当たり配当額（円） カブ ア ハイトウ ガク エン				17.0		0.0		19.0		19.0		2.0				18.0		0.0		19.0		19.0		1.0				35.0		38.0		3.0

																																																						※ 17年3月期 下期予想＝各所へのヒアリングをベースに原価、販管費を修正 ネン ガツキ シモキ ヨソウ カクショ ゲンカ ハンカンヒ シュウセイ





																																																						17/3期 下期予想 キ シモキ ヨソウ

																																																						17年3月期 ネン ガツキ				17年3月期 ネン ガツキ				計画比 ケイカク ヒ

																																																						計画 ※1 ケイカク				見通し① ※2 ミトオ



																																																		売上高 ウリアゲ ダカ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		販管費 ハンカンヒ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		営業利益 エイギョウ リエキ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		経常利益 ケイジョウ リエキ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ												ERROR:#DIV/0!				0



																																																		1株当たり配当額（円） カブ ア ハイトウ ガク エン				-				-				-

																																																						※1   17年3月期 下期計画＝期首通年計画－期首上半期計画 ネン ガツキ シモキ ケイカク キシュ ツウネン ケイカク キシュ カミハンキ ケイカク

																																																						※2   17年3月期 下期予想＝各所へのヒアリングをベースに原価、販管費を修正 ネン ガツキ シモキ ヨソウ カクショ ゲンカ ハンカンヒ シュウセイ



																																																						17/3期 下期予想 キ シモキ ヨソウ

																																																						17年3月期 ネン ガツキ				17年3月期 ネン ガツキ				計画比 ケイカク ヒ

																																																						見通し② ※1 ミトオ				見通し① ※2 ミトオ



																																																		売上高 ウリアゲ ダカ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		販管費 ハンカンヒ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		営業利益 エイギョウ リエキ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		経常利益 ケイジョウ リエキ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ												ERROR:#DIV/0!				0



																																																		1株当たり配当額（円） カブ ア ハイトウ ガク エン				-				-				-

																																																						※1   17年3月期 下期見通し②＝9末 各所へのヒアリング集計 ネン ガツキ シモキ ミトオ マツ カクショ シュウケイ

																																																						※2   17年3月期 下期予想＝各所へのヒアリングをベースに原価、販管費を修正 ネン ガツキ シモキ ヨソウ カクショ ゲンカ ハンカンヒ シュウセイ



																																																						17/3期 下期予想 キ シモキ ヨソウ

																																																						17年3月期 ネン ガツキ				17年3月期 ネン ガツキ				見通し ミトオ

																																																						上期実績 カミキ ジッセキ				期首計画 ※ キシュ ケイカク								対前年比 タイ ゼンネンヒ		計画比 ケイカク ヒ



																																																		売上高 ウリアゲ ダカ												0				0.0%		0.0%

																																																		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ												0				0.0%		0.0%

																																																		販管費 ハンカンヒ												0				0.0%		0.0%

																																																		営業利益 エイギョウ リエキ												0				0.0%		0.0%

																																																		経常利益 ケイジョウ リエキ												0				0.0%		0.0%

																																																		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ												0				0.0%		0.0%



																																																		1株当たり配当額（円） カブ ア ハイトウ ガク エン												0.0

																																																						※ 17年3月期 下期計画＝期首通年計画－期首上半期計画 ネン ガツキ シモキ ケイカク キシュ ツウネン ケイカク キシュ カミハンキ ケイカク



																																																						17/3期 下期予想 キ シモキ ヨソウ

																																																						17年3月期 ネン ガツキ				17年3月期 ネン ガツキ				見通し ミトオ

																																																						上期実績 カミキ ジッセキ				見通し② ※ ミトオ								対前年比 タイ ゼンネンヒ		計画比 ケイカク ヒ



																																																		売上高 ウリアゲ ダカ												0				0.0%		0.0%

																																																		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ												0				0.0%		0.0%

																																																		販管費 ハンカンヒ												0				0.0%		0.0%

																																																		営業利益 エイギョウ リエキ												0				0.0%		0.0%

																																																		経常利益 ケイジョウ リエキ												0				0.0%		0.0%

																																																		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ												0				0.0%		0.0%



																																																		1株当たり配当額（円） カブ ア ハイトウ ガク エン												0.0

																																																						※ 17年3月期 下期見通し②＝9末 各所へのヒアリング集計 ネン ガツキ シモキ ミトオ マツ カクショ シュウケイ





事業別予想①

				FY3/19 セグメント別業績予想（前年同期比） ベツ ギョウセキ ヨソウ ゼンネン ドウキヒ																														（Millions of yen）

										FY3/19 forecast																								FY3/18
full year results						          　　　期別 キ ベツ						18年3月期
上期実績 ネン ガツキ カミキ ジッセキ		上期予想 カミキ ヨソウ										18年3月期
下期実績 ネン ガツキ シモキ ジッセキ		下期予想 シモキ ヨソウ										通期予想 ツウキ ヨソウ

										1H forecast								2H forecast								Full year forecast																						19年3月期 ネン ガツキ						前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						19年3月期 ネン ガツキ						前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				18年3月期 ネン ガツキ		19年3月期 ネン ガツキ		対前年比 タイ ゼンネンヒ

				Segment						Amount		YoY change						Amount		YoY change						Amount		YoY change						Amount						業績等 ギョウセキ トウ								1Q		2Q		上期 計 カミキ ケイ								３Q		４Q		下期 計 シモキ ケイ						実績 ジッセキ		予想 ヨソウ



				Net sales		Human Resources
Services Business 				6,336		16.7%						4,921		9.7%						11,258		13.5%						9,915						売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				5,428,923		3,905,126		2,431,596		6,336,722		16.7%				4,486,310		2,277,066		2,644,276		4,921,342		9.7%				9,915,233		11,258,064		13.5%

						Recruiting Business				1,633		4.0%						2,068		▲ 2.6%						3,702		0.2%						3,693								リクルーティング事業				1,569,720		850,651		782,607		1,633,258		4.0%				2,123,720		823,021		1,245,866		2,068,887		-2.6%				3,693,440		3,702,145		0.2%

						Information 
Publishing Business 				859		3.0%						949		2.3%						1,808		2.6%						1,762								情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				834,703		442,565		417,006		859,571		3.0%				927,562		495,061		454,101		949,162		2.3%				1,762,265		1,808,733		2.6%

						Other 				866		51.4%						864		3.9%						1,731		23.3%						1,404								その他 タ				571,870		459,142		406,955		866,097		51.4%				832,268		466,263		398,699		864,962		3.9%				1,404,138		1,731,059		23.3%

						Total				9,695		15.4%						8,804		5.2%						18,500		10.3%						16,775								計 ケイ				8,405,218		5,657,484		4,038,164		9,695,648		15.4%				8,369,860		4,061,410		4,742,942		8,804,352		5.2%				16,775,078		18,500,000		10.3%



				Operating profit		Human Resources
Services Business 				1,844		15.7%						21		▲ 84.5%						1,866		7.6%						1,735						営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,593,579		1,647,126		197,236		1,844,362		15.7%				141,481		-129,874 		151,754		21,880		-84.5%				1,735,060		1,866,242		7.6%

						Recruiting Business				315		▲ 2.3%						516		▲ 7.4%						832		▲ 5.6%						881								リクルーティング事業				322,943		173,080		142,414		315,494		-2.3%				558,524		168,370		348,545		516,915		-7.4%				881,467		832,409		-5.6%

						Information 
Publishing Business 				▲ 4		▲ 80.3%						59		136.6%						55		1,523.8%						3								情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				-21,789 		7,839		-12,129 		-4,290 		-80.3%				25,196		42,813		16,799		59,612		136.6%				3,407		55,322		1523.8%

						Other 				93		▲ 5.0%						74		▲ 25.9%						167		▲ 15.5%						198								その他 タ				98,388		69,469		24,024		93,493		-5.0%				100,028		65,673		8,486		74,159		-25.9%				198,416		167,652		-15.5%

						Adjustment				▲ 319		- 						▲ 302		- 						▲ 621		- 						▲ 619								調整額 チョウセイ ガク				-298,520 		-172,994 		-146,394 		-319,388 		7.0%				-321,068 		-148,119 		-154,118 		-302,237 		-5.9%				-619,588 		-621,625 		0.3%

						Total				1,929		13.9%						370		▲ 26.5%						2,300		4.6%						2,198								計 ケイ				1,694,600		1,724,519		205,152		1,929,671		13.9%				504,162		-1,137 		371,466		370,329		-26.5%				2,198,762		2,300,000		4.6%













ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上 利益

		○売上高 ウリアゲ ダカ

				2012年3月期 ネン ガツキ		2013年3月期 ネン ガツキ		2014年3月期 ネン ガツキ		2015年3月期 ネン ガツキ		2016年3月期 ネン ガツキ		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ

		人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		3,603		4,193		5,153		5,967		6,629		8,155		9,915

		リクルーティング事業 ジギョウ		1,980		2,285		2,686		2,844		3,294		3,575		3,693

		情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		1,602		1,651		1,639		1,657		1,668		1,794		1,762

		その他 タ		556		577		724		809		906		1,052		1,404

		計 ケイ		7,742		8,708		10,202		11,279		12,498		14,578		16,775







		○営業利益 エイギョウ リエキ

				2012年3月期 ネン ガツキ		2013年3月期 ネン ガツキ		2014年3月期 ネン ガツキ		2015年3月期 ネン ガツキ		2016年3月期 ネン ガツキ		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ

		人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		516		460		713		1,141		1,136		1,491		1,735

		リクルーティング事業 ジギョウ		466		571		754		672		878		903		881

		情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		23		9		18		36		44		68		3

		その他 タ		14		5		41		52		99		182		198

		計 ケイ		540		658		1,033		1,383		1,687		1,998		2,198

		○売上高 ウリアゲ ダカ

				2012年3月期 ネン ガツキ		2013年3月期 ネン ガツキ		2014年3月期 ネン ガツキ		2015年3月期 ネン ガツキ		2016年3月期 ネン ガツキ		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ

		人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		3,603		4,194		5,153		5,968		6,629		8,156		9,915

		リクルーティング事業 ジギョウ		1,980		2,286		2,686		2,845		3,294		3,576		3,693

		情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		1,602		1,651		1,639		1,657		1,669		1,795		1,762

		その他 タ		557		577		724		810		907		1,053		1,404

		計 ケイ		7,742		8,708		10,202		11,280		12,499		14,579		16,775







		○営業利益 エイギョウ リエキ

				2012年3月期 ネン ガツキ		2013年3月期 ネン ガツキ		2014年3月期 ネン ガツキ		2015年3月期 ネン ガツキ		2016年3月期 ネン ガツキ		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ

		人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		517		460		713		1,142		1,136		1,491		1,735

		リクルーティング事業 ジギョウ		467		572		754		672		879		903		881

		情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		23		9		18		36		44		69		3

		その他 タ		15		6		41		53		99		182		198

		計 ケイ		1,021		1,047		1,526		1,903		2,158		2,645		2,818



売上高



人材サービス事業	

2013年3月期	2018年3月期	4193	9915	リクルーティング事業	

2013年3月期	2018年3月期	2285	3693	情報出版事業	

2013年3月期	2018年3月期	1651	1762	その他	

2013年3月期	2018年3月期	577	1404	計	【[値]】
【[値]】

2013年3月期	2018年3月期	8708	16775	【[値]】








2018年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1735.06	881.46699999999998	3.407	198.416	2012年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	516.52300000000002	466.98899999999998	23.289000000000001	14.547000000000001	2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	460.32900000000001	571.66399999999999	9.3170000000000002	5.9	2014年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	712.505	753.81600000000003	18.161000000000001	41.274000000000001	2015年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1141.539	672.39300000000003	36.479999999999997	52.722999999999999	2016年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1136.4110000000001	878.56100000000004	44.136000000000003	99.322999999999993	2017年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1491.492	903.23500000000001	68.557000000000002	182.11199999999999	
営業利益

人材サービス事業	
2013年3月期	2018年3月期	460	1735	リクルーティング事業	
2013年3月期	2018年3月期	571	881	情報出版事業	
2013年3月期	2018年3月期	9	3	その他	
2013年3月期	2018年3月期	5	198	計	【[値]】
【[値]】

2013年3月期	2018年3月期	658	2198	【[値]】




売上高 2013年3月期

○売上高	2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	4193.6909999999998	2285.7370000000001	1651.164	577.43899999999996	○売上高	2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	4193	2285	1651	577	○売上高	2014年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	5152.8919999999998	2686.4229999999998	1638.604	724.10900000000004	○売上高	2015年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	5967	2844	1657	809	○売上高	2016年3月期	
人材サービス	事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	6629	3294	1668	906	○売上高	2017年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	8155	3575	1794	1052	○売上高	2018年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	9915	3693	1762	1404	
売上高 2018年3月期

○売上高	2018年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	9915.2330000000002	3693.44	1762.2650000000001	1404.1379999999999	○売	上高	2012年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	3603.194	1980.3240000000001	1602.1010000000001	556	○売上高	2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	4193	2285	1651	577	○売上高	2014年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	5152.8919999999998	2686.4229999999998	1638.604	724.10900000000004	○売上高	2015年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	5967	2844	1657	809	
営業利益 2013年3月期

○営業利益	2013年3月期	


人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	460.32900000000001	571.66399999999999	9.3170000000000002	5.9	○営業利益	2013年3月期	[パーセンテージ]

[パーセンテージ]

人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	460	571	9	5	○営業利益	2014年3月期	[パーセンテージ]
[パーセンテージ]

人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	712.505	753.81600000000003	18.161000000000001	41.274000000000001	○営業利益	2015年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1141	672	36	52	○営業利益	2016年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1136.4110000000001	878	44.136000000000003	99.322999999999993	
営業利益 2018年3月期

○営業利益	2018年3月期	

人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1735.06	881.46699999999998	3.407	198.416	○営業利益	2012年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	516	466	23.289000000000001	14	○営業利益	2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	460	571	9	5	○営業利益	2014年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	712.505	753.81600000000003	18.161000000000001	41.274000000000001	○営業利益	2015年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1141	672	36	52	
2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	460.32900000000001	571.66399999999999	9.3170000000000002	5.9	2012年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	516.52300000000002	466.9889999999	9998	23.289000000000001	14.547000000000001	
2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その	他	4193.6909999999998	2285.7370000000001	1651.164	577.43899999999996	2012年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	3603.194	1980.3240000000001	1602.1010000000001	556.50199999999995	
2018年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	9915.2330000000002	3693.44	1762.2650000000001	1404.1379999999999	2018年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	9915.2330000000002	3693.44	1762.2650000000001	1404.1379999999999	2012年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	3603.194	1980.3240000000001	1602.1010000000001	556.50199999999995	2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	4193.6909999999998	2285.7370000000001	1651.164	577.43899999999996	2014年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	5152.8919999999998	2686.4229999999998	1638.604	724.10900000000004	2015年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	5967.616	2844.7559999999999	1657.326	809.91200000000003	2016年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	6629.3620000000001	3294.1689999999999	1668.645	906.678	
■人材サービス事業    ■リクルーティング事業    ■情報出版事業    ■その他

(百万円)



半期業績推移

						11/3期（通） キ ツウ				12/3期（通） キ ツウ				13/3期（通） キ ツウ				14/3期（通） キ ツウ				15/3期（通） キ ツウ				16/3期（通） キ ツウ				17/3期（通） キ ツウ				18/3期（通） キ ツウ

		売上高 ウリアゲ ダカ				6,608,430				7,742,123				8,708,033				10,202,030				11,279,612				12,498,855				14,578,829				16,775,078

		経常利益 ケイジョウ リエキ				258,607				571,196				763,998				1,078,120				1,483,233				1,737,131				2,073,770				2,300,551



				11/3上期 カミ キ		11/3下期 シタ キ		12/3上期 カミ キ		12/3下期 シタ キ		13/3上期 カミ キ		13/3下期 シタ キ		14/3上期 カミ キ		14/3下期 シタ キ		15/3上期 カミ キ		15/3下期 シタ キ		16/3上期 カミ キ		16/3下期 シタ キ		17/3上期 カミ キ		17/3下期 シタ キ		18/3上期 カミ キ		18/3下期 シタ キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		3,130,241		3,478,189		3,712,017		4,030,106		4,334,974		4,373,059		5,004,089		5,197,941		5,779,470		5,500,142		6,274,848		6,224,007		7,445,831		7,132,998		8,405,218		8,369,860

		経常利益 ケイジョウ リエキ		180,661		77,946		444,505		126,691		682,468		81,530		938,421		139,699		1,206,884		276,349		1,303,985		433,146		1,582,727		491,043		1,745,079		555,472

						30.1%				22.2%				10.7%				13.0%				18.6%				24.9%				23.7%				24.1%



		(グラフ）

				11/3上期 カミ キ		下期 シタ キ		12/3上期 カミ キ		下期 シタ キ		13/3上期 カミ キ		13/3下期 シタ キ		14/3上期 カミ キ		14/3下期 シタ キ		15/3上期 カミ キ		15/3下期 シタ キ		16/3上期 カミ キ		16/3下期 シタ キ		17/3上期 カミ キ		17/3下期 シタ キ		18/3上期 カミ キ		18/3下期 シタ キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		3,130		3,478		3,712		4,030		4,334		4,373		5,004		5,197		5,779		5,500		6,274		6,224		7,445		7,132		8,405		8,369

		経常利益 ケイジョウ リエキ		180		77		444		126		682		81		938		139		1,206		276		1,303		433		1,582		491		1,745		555



































売上高（上/下期）



売上高	

14/3上期	14/3下期	15/3上期	15/3下期	16/3上期	16/3下期	17/3上期	17/3下期	18/3上期	18/3下期	5004	5197	5779	5500	6274	6224	7445	7132	8405	8369	





経常利益（上/下期）



経常利益	

14/3上期	14/3下期	15/3上期	15/3下期	16/3上期	16/3下期	17/3上期	17/3下期	18/3上期	18/3下期	938	139	1206	276	1303	433	1582	491	1745	555	売上高	14/3上期	14/3下期	15/3上期	15/3下期	16/3上期	16/3下期	17/3上期	17/3下期	18/3上期	18/3下期	5004	5197	5779	5500	6274	6224	7445	7132	8405	8369	







四半期業績推移

						11/3期（通） キ ツウ				12/3期（通） キ ツウ				13/3期（通） キ ツウ				14/3期（通） キ ツウ				15/3期（通） キ ツウ				16/3期（通） キ ツウ				17/3期（通） キ ツウ				18/3期（通） キ ツウ

		売上高 ウリアゲ ダカ				6,608,430				7,742,123				8,708,033				10,202,030				11,279,612				12,498,855				14,578,829				16,100,000

		経常利益 ケイジョウ リエキ				258,607				571,196				763,998				1,078,120				1,483,233				1,737,131				2,073,770				2,250,000



				11/3上期 カミ キ		11/3下期 シタ キ		12/3上期 カミ キ		12/3下期 シタ キ		13/3上期 カミ キ		13/3下期 シタ キ		14/3上期 カミ キ		14/3下期 シタ キ		15/3上期 カミ キ		15/3下期 シタ キ		16/3上期 カミ キ		16/3下期 シタ キ		17/3上期 カミ キ		17/3下期 シタ キ		18/3上期 カミ キ		18/3下期 シタ キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		3,130,241		3,478,189		3,712,017		4,030,106		4,334,974		4,373,059		5,004,089		5,197,941		5,779,470		5,500,142		6,274,848		6,224,007		7,445,831		7,132,998		8,405,218		7,694,782

		経常利益 ケイジョウ リエキ		180,661		77,946		444,505		126,691		682,468		81,530		938,421		139,699		1,206,884		276,349		1,303,985		433,146		1,582,727		491,043		1,745,079		504,921

						30.1%				22.2%				10.7%				13.0%				18.6%				24.9%				23.7%				22.4%



		(グラフ）

				11/3上期 カミ キ		下期 シタ キ		12/3上期 カミ キ		下期 シタ キ		13/3上期 カミ キ		13/3下期 シタ キ		14/3上期 カミ キ		14/3下期 シタ キ		15/3上期 カミ キ		15/3下期 シタ キ		16/3上期 カミ キ		16/3下期 シタ キ		17/3上期 カミ キ		17/3下期 シタ キ		18/3上期 カミ キ		18/3下期 シタ キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		3,130		3,478		3,712		4,030		4,334		4,373		5,004		5,197		5,779		5,500		6,274		6,224		7,445		7,132		8,405		7,694

		経常利益 ケイジョウ リエキ		180		77		444		126		682		81		938		139		1,206		276		1,303		433		1,582		491		1,745		504



										12/3期 キ								13/3期 キ								14/3期 キ								15/3期 キ								16/3期 キ								17/3期 キ								18/3期 キ								19/3期 キ

		売上高 ウリアゲ ダカ								7,742,123								8,708,033								10,202,030								11,279,612								12,498,855								14,578,829

		経常利益 ケイジョウ リエキ								571,196								763,998								1,078,120								1,483,233								1,737,131								2,073,770



				１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,960,353		1,751,664		1,978,499		2,051,607		2,476,762		1,858,212		2,191,053		2,182,006		2,851,219		2,152,870		2,538,271		2,659,670		3,308,110		2,471,360		2,394,609		3,105,533		3,473,602		2,801,246		2,727,763		3,496,244		4,171,543		3,274,288		3,199,385		3,933,613		4,823,465		3,581,753		3,812,975		4,556,885

		経常利益 ケイジョウ リエキ		381,417		63,088		116,048		10,643		689,995		(7,527)		66,483		15,047		924,341		14,080		129,980		9,719		1,039,026		167,858		70,048		206,301		991,574		312,411		67,612		365,534		1,315,665		267,062		169,932		321,111		1,471,023		274,056		238,187		317,285





		（グラフ）

				12/3期 キ								13/3期 キ								14/3期 キ								15/3期 キ								16/3期 キ								17/3期 キ								18/3期 キ

				１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,960		1,751		1,978		2,051		2,476		1,858		2,191		2,182		2,851		2,152		2,538		2,659		3,308		2,471		2,394		3,105		3,473		2,801		2,727		3,496		4,171		3,274		3,199		3,933		4,823		3,581		3,812		4,556

		経常利益 ケイジョウ リエキ		381		63		116		10		689		(7)		66		15		924		14		129		9		1,039		167		70		206		991		312		67		365		1,315		267		169		321		1,471		274		238		317





















売上高（四半期）



売上高	

１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	2476	1858	2191	2182	2851	2152	2538	2659	3308	2471	2394	3105	3473	2801	2727	3496	4171	3274	3199	3933	4823	3581	3812	4556	経常利益	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	689	-7	66	15	924	14	129	9	1039	167	70	206	991	312	67	365	1315	267	169	321	1471	274	238	317	





経常利益（四半期）



経常利益	

１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	689	-7	66	15	924	14	129	9	1039	167	70	206	991	312	67	365	1315	267	169	321	1471	274	238	317	売上高	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	2476	1858	2191	2182	2851	2152	2538	2659	3308	2471	2394	3105	3473	2801	2727	3496	4171	3274	3199	3933	4823	3581	3812	4556	







従業員推移

						（合計） ゴウケイ		人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		リクルーティング事業 ジギョウ		情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		その他 タ		共通他 キョウツウ タ		合計 ゴウケイ

				12／3期 キ		478		168		115		128		44		23		478

				12／9末 マツ		536		207		126		136		45		22		536

				13／3期 キ		531		201		131		132		44		23		531				べ   2

				13／9末 マツ		585		222		149		145		45		24		585				べ   3

				14／3期 キ		579		227		151		133		43		25		579				べ   3

				14／9末 マツ		652		261		183		137		47		24		652				べ   2

				15／3期 キ		650		268		179		133		45		25		650				べ   3

				15／9末 マツ		717		299		211		138		46		23		717				べ   3

				16／3期 キ		741		307		214		146		52		22		741		メ   2		べ   2

				16／9末 マツ		850		352		238		150		53		57		850		メ   4		べ   3		ワ   29

				17／3期 キ		852		361		228		150		52		61		852		メ   3		べ   3		ワ   35		ﾈｯﾄ  31		海外  21 カイガイ		全社  20 ゼンシャ

				17／9末 マツ		956		467		238		163		60		28		956		メ   5		べ   6		ワ   54		ﾈｯﾄ  32		海外  28 カイガイ		全社  20 ゼンシャ		QG   2

				18／3期 キ		979		503		221		154		74		26		978		メ   5		べ   4		ワ   60		ﾈｯﾄ  31		海外  43 カイガイ		全社  20 ゼンシャ		QG   2



（名） 

セグメント別従業員数の推移

（13年3月期末～18年3月期末）



人材サービス事業	

13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	201	227	268	307	361	503	リクルーティング事業	

13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	131	151	179	214	228	221	情報出版事業	

13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	132	133	133	146	150	154	その他	

13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	44	43	45	52	52	74	共通他	[値](2)
[値](3)
[値](3)
[値](4)
[値](41)
[値](6)

13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	23	25	25	22	61	26	合計	
13／3期	14／3期	15／3期	16／	3期	17／3期	18／3期	531	579	650	741	852	978	（合計）	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	531	579	650	741	852	979	



従業員数の推移（グループ全体）

合計	
13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	531	579	650	741	852	978	（合計）	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	531	579	650	741	852	979	人材サービス事業	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	201	227	268	307	361	503	リクルーティング事業	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	131	151	179	214	228	221	情報出版事業	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	132	133	133	146	150	154	その他	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	44	43	45	52	52	74	共通他	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	23	25	25	22	61	26	


（注） 従業員数は、期末時点の「正社員数＋臨時社員数（社保有り）」で示しております。
（注） 共通他には、内数として連結対象外子会社の人数を含めており（ ）で示しております。

（人）



従業員の状況

						セグメント別／拠点別　従業員数（2018年３月末） ベツ キョテン ベツ ジュウギョウイン スウ ネン ガツ マツ																								（単位：人）

						拠　点 キョ テン		大阪 オオサカ		東京 トウキョウ		名古屋 ナゴヤ		金沢・富山 カナザワ トヤマ		仙台 センダイ		中国 チュウゴク		アメリカ		ﾒｷｼｺ		英国 エイコク		その他 タ				従業員数(注） ジュウギョウイン スウ チュウ

						事　業 コト ギョウ		梅田・堺 ウメダ サカイ		赤坂・横浜 アカサカ ヨコハマ				福井・新潟 フクイ ニイガタ												国内 コクナイ		海外 カイガイ

						人材サービス事業 ジギョウ		○		○		○		○		○														503

																														（38）

						リクルーティング事業 ジギョウ		○		○		○																		221

																														（54）

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ								○																154

																														（29）

						ネット関連事業 カンレン ジギョウ		○		○																				31

																														（4）

						海外事業 カイガイ ジギョウ												○		○		○		○						43

																														（3）

						（本社部門） ホンシャ ブモン		○		○																○		○		26

																														（3）

						従業員数 ジュウギョウイン スウ		278		427		47		174		3		8		15		5		15		2		4		978

								（53）		（32）		（7）		（33）		（0）		（0）		（2）		(0)		(1)		（1）		（2）		(131)

						構成比 コウセイヒ		28.4%		43.7%		4.8%		17.8%		0.3%		0.8%		1.5%		0.5%		1.5%		0.2%		0.4%		100%

						（注）１. 臨時従業員数は、内数として（　）で示しております。 チュウ リンジ ジュウギョウイン スウ ウチスウ シメ

						（注）２. 海外の拠点は次のとおりです。中国（上海）、アメリカ（ニューヨーク、ロサンゼルス）、メキシコ（アグアスカリエンテス）、英国（ロンドン） チュウ カイガイ キョテン ツギ チュウゴク シャンハイ エイコク

						（注）３. その他は、非連結対象子会社を示しております。（国内：クイックグローバル、海外：ベトナム(ホーチミン)） チュウ ヒ











						クイック		128		176		27		0		0		0		0										331

						アイ・キュー		2		19		0		0		0		0		0										21

						ケー・シー・シー		0		0		0		121		0		0		0										121

						キャリア		6		5		4		13		3		0		0										31

						上海 シャンハイ		0		0		0		0		0		12		0										12

						USA		0		0		0		0		0		0		8										8

						合計 ゴウケイ		136		200		31		134		3		12		8										524						←人員表と一致 ジンイン ヒョウ イッチ





						構成比の調整 コウセイヒ チョウセイ

						調整前 チョウセイ マエ		28.4%		43.7%		4.8%		17.8%		0.3%		0.8%		1.5%										99.9%

						調整後 チョウセイ ゴ		25.4%		35.4%		5.7%		28.0%		1.2%		2.3%		2.0%										100.0%

						差 サ		-3.0%		-8.3%		0.9%		10.2%		0.9%		1.5%		0.5%										0.1%





						事業別／拠点別　従業員数（2012年３月末） ジギョウ ベツ キョテン ベツ ジュウギョウイン スウ ネン ガツ マツ																								（単位：人） タンイ ニン

						拠　点 キョ テン		大阪 オオサカ		東京 トウキョウ		名古屋 ナゴヤ		金沢・富山 カナザワ トヤマ		仙台 センダイ		中国 チュウゴク		アメリカ						その他 タ				【従業員数】 ジュウギョウイン スウ

						事　業 コト ギョウ		梅田・堺 ウメダ サカイ		赤坂・横浜 アカサカ ヨコハマ				福井・新潟 フクイ ニイガタ				上海 シャンハイ		ＮＹ・ＬＡ						国内 コクナイ		海外 カイガイ

						人材サービス(紹介）		○		○		○		○		○										○				369

																														(27)

						リクルーティング		○		○		○																		175

																														(53)

						情報出版 ジョウホウ シュッパン				（注2） チュウ				○																120

																														(30)

						ネット関連 カンレン		○		○		○																		25

																														(6)

						海外 カイガイ												○		○								○		24

																														(3)

						（本社管理部門） ホンシャ カンリ ブモン		○																						20

																														（0）

						従業員数 ジュウギョウイン スウ		189

株式会社クイック: R大阪+紹介大阪+全社　95名
エリア堺4名
IQ　2名
CS　8名		332

株式会社クイック: R東京+紹介東京+吉越+根本　100名
横浜　8名
IQ　23名
CS　6名（クイック雇用）
　　　1名（KCC雇用）
KCC　4名		36

株式会社クイック: R名古屋+紹介名古屋　22名
IQ 1名
CS　2名（クイック雇用）
　　　1名（KCC雇用）		134

株式会社クイック: KCC　121名
CS　11名		3		6		11						17		5		733

																										（18）		(1)		(119)

						(構成比) コウセイヒ		25.1%		42.8%		5.2%		19.6%		0.4%		0.7%		1.4%						4.1%		0.7%		［100%］

								214		365		44		167		3		6		12						35		6		852



						（注1）臨時従業員数は（　）内、外数で表示しております。 チュウ リンジ ジュウギョウイン スウ ナイ ソト スウ ヒョウジ

						（注2）（株）ケー・シー・シー東京支店は2011年3月末に閉鎖いたしましたが、従業員（4名）は情報出版事業/東京拠点の人員として チュウ カブ トウキョウ シテン ネン ガツ マツ ヘイサ ジュウギョウイン メイ ジョウホウ シュッパン ジギョウ トウキョウ キョテン ジンイン

						　　　　集計しております。





事業別予想②

				2018年３月期 事業別業績予想（予想比） ネン ガツキ ジギョウ ベツ ギョウセキ ヨソウ ヨソウ ヒ

				          　　　期別   キ ベツ						１９／３期 キ																								１８／３期
（通期実績） キ ツウキ ジッセキ						          　　　期別 キ ベツ						上期予想 カミキ ヨソウ												下期予想 シモキ ヨソウ								通期予想 ツウキ ヨソウ

										（上期予想） ヨソウ								（下期予想）								(通期予想）																				18年3月期 ネン ガツキ		19年3月期 ネン ガツキ						前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				18年3月期 ネン ガツキ		19年3月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				18年3月期 ネン ガツキ		19年3月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				  業績等 ギョウセキ トウ						金額 キンガク		予想比 ヨソウ ヒ						金額 キンガク		予想比 ヨソウ ヒ						金額 キンガク		予想比 ヨソウ ヒ						金額 キンガク						業績等 ギョウセキ トウ						上期実績 カミキ ジッセキ		1Q予想 ヨソウ		2Q予想 ヨソウ		上期予想 カミキ ヨソウ						下期実績 シモキ ジッセキ		下期予想 シモキ ヨソウ						通期実績 ツウキ ジッセキ		通期予想 ツウキ ヨソウ



				売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				5,428		1.1%						3,994		▲ 3.0%						11,258		▲ 0.7%						9,915						売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				5,428,923						0		0.0%				4,486,310				0.0%				9,915,233		0		0.0%

						リクルーティング事業				1,569		▲ 2.4%						2,063		▲ 1.9%						3,702		▲ 2.1%						3,693								リクルーティング事業				1,569,720						0		0.0%				2,123,720				0.0%				3,693,440		0		0.0%

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				834		▲ 3.8%						908		▲ 4.2%						1,808		▲ 4.0%						1,762								情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				834,703						0		0.0%				927,562				0.0%				1,762,265		0		0.0%

						その他 タ				571		13.2%						728		25.5%						1,731		19.8%						1,404								その他 タ				571,870						0		0.0%				832,268				0.0%				1,404,138		0		0.0%

						計 ケイ				8,405		0.7%						7,694		▲ 0.7%						18,500		0.0%						16,775								計 ケイ				8,405,218						0		0.0%				9,369,860				0.0%				16,775,076		0		0.0%



				営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,593		4.4%						65		43.7%						1,866		5.5%						1,735						営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,593,579						0		0.0%				141,481				0.0%				1,735,060		0		0.0%

						リクルーティング事業				322		▲ 1.6%						541		▲ 1.0%						832		▲ 1.2%						881								リクルーティング事業				322,943						0		0.0%				558,524				0.0%				881,467		0		0.0%

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				▲ 21		— ％						54		▲ 35.7%						55		▲ 70.5%						3								情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				-21,789 						0		0.0%				25,196				0.0%				3,407		0		0.0%

						その他 タ				98		74.1%						88		▲ 21.3%						167		10.6%						198								その他 タ				98,388						0		0.0%				100,028				0.0%				198,416		0		0.0%

						調整額 チョウセイ ガク				▲ 298		6.0%						▲ 274		— %						▲ 621		3.0%						▲ 619								調整額 チョウセイ ガク				-298,520 						0		0.0%				-321,068 				0.0%				-619,588 		0		0.0%

						計 ケイ				1,694		2.4%						475		▲ 7.7%						2,300		0.0%						2,198								計 ケイ				1,694,600						0		0.0%				504,162		0		0.0%				2,198,762		0		0.0%
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配当推移 （中間・期末) 

						12/3期 キ		13/3期 キ		14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ		17/3期 キ		18/3期 キ		19/3期（予想） キ ヨソウ

				第2四半期末 ダイ シ ハンキ マツ		2.0		4.0		5.0		12.0		13.0		14.0		17.0		19.0

				期末 キマツ		4.0		4.0		8.0		9.0		12.0		16.0		18.0		19.0

				計 ケイ		6.0		8.0		13.0		21.0		25.0		30.0		35.0		38.0



						12/3期 キ		13/3期 キ		14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ		17/3期 キ		18/3期 キ		18/3期（予想） キ ヨソウ

				配当性向（％） ハイトウ セイコウ		31.2		31.6		36.7		39.9		40.1		40.5		40.4		40.7









［年間配当］

１株当たり年間配当金額の推移

第2四半期末	[値]※

15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期（予想）	12	13	14	17	19	期末	18.0

15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期（予想）	9	12	16	18	19	［[値]］
［[値]］
［[値]］
［[値]］
[[値]]
15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期（予想）	21	25	30	35	38	

［6.0］

(注) １. ※　東証一部指定記念配当５.０円を含んでおります。
(注) ２. 16年3月期より、配当性向を30％から40％としております。
          



中計



						中期計画（19/3期～21/3期） チュウキ ケイカク キ キ														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						                   期別  キ ベツ				１７／３期 キ		１８／３期 キ				１９／３期 キ		２０／３期 キ		２１／３期 キ

						 業績 ギョウセキ				（実績） ジッセキ		（実績） ジッセキ				（予想） ヨソウ		（計画） ケイカク		（計画） ケイカク



						売上高 ウリアゲ ダカ				14,578		16,775				18,500		21,000		23,850

						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				8,674		9,748				10,750		12,320		14,080

						販売費及び
一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				6,676		7,549				8,450		9,500		10,650

						営業利益 エイギョウ リエキ				1,998		2,198				2,300		2,820		3,430

						経常利益 ケイジョウ リエキ				2,073		2,300				2,530		2,850		3,460

						親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウ キ ジュンリエキ				1,391		1,627



						売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ		56.50%		59.5%		58.1%				58.1%		58.7%		59.0%

						営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				13.7%		13.1%				12.4%		13.4%		14.4%

						経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ				14.2%		13.7%				13.7%		13.6%		14.5%

						親会社株主に帰属する
当期純利益率 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ リツ				9.5%		9.7%

						（注１）当社はローリング方式により中期計画を見直しております。 チュウ トウシャ ホウシキ チュウキ ケイカク ミナオ









						データ入力 ニュウリョク

						          期別 キ ベツ				１７／３期		１８／３期				１９／３期		２０／３期		２１／３期

						  業績 ギョウセキ				（実績） ジッセキ		（実績） ジッセキ				（予想） ヨソウ		（計画） ケイカク		（計画） ケイカク



						売上高 ウリアゲ ダカ				14,578,829		16,775,078				18,500,000		21,000,000		23,850,000

						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				8,674,825		9,748,094				10,750,000		12,320,000		14,080,000

						販管費 ハン				6,676,660		7,549,332				8,450,000		9,500,000		10,650,000

						営業利益 エイギョウ リエキ				1,998,165		2,198,762				2,300,000		2,820,000		3,430,000

						経常利益 ケイジョウ リエキ				2,073,770		2,300,551				2,530,000		2,850,000		3,460,000

						当期純利益 トウキ ジュン リエキ				1,391,104		1,627,292



						売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ				59.5%		58.1%				58.1%		58.7%		59.0%

						営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				13.7%		13.1%				12.4%		13.4%		14.4%

						経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ				14.2%		13.7%				13.7%		13.6%		14.5%

						当期利益率 トウキ リエキ リツ				9.5%		9.7%				0.0%		0.0%		0.0%





中計（事業別 売上 利益）

				中期計画 事業別（19/3期～21/3期） チュウキ ケイカク ジギョウ ベツ キ キ														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン																				（単位：百万円） タンイ ヒャク マンエン

				期別  キ ベツ						１７／３期
(実績)		１８／３期
(実績)		１９／３期
(予想) ヨソウ		２０／３期
(計画) キ ケイカク		２１／３期
(計画) ケイカク

				 報告セグメント ホウコク



				売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				8,155		9,915		11,358		13,221		15,384

						リクルーティング事業				3,575		3,693		3,702		3,923		4,056

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				1,794		1,762		1,808		1,913		2,080

						その他 タ				1,052		1,404		1,731		1,991		2,398

						計 ケイ				14,578		16,775		18,600		21,050		23,920



				営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,491		1,735		1,901		2,264		2,590

						リクルーティング事業				903		881		832		860		901

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				68		3		55		107		187

						その他 タ				182		198		167		243		426

						調整額 チョウセイ ガク				▲ 647		▲ 619		▲ 646		▲ 645		▲ 656

						計 ケイ				1,998		2,198		2,310		2,830		3,450



																																						（単位：千円） タンイ センエン

				計画・実績  ケイカク ジッセキ						１７／３期
(実績)		１８／３期
(実績)		１９／３期
(予想) ヨソウ		２０／３期
(計画) キ ケイカク		２１／３期
(計画) ケイカク

				報告セグメント ホウコク



				売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				8,155,566		9,915,233		11,358,064		13,221,453		15,384,573

						リクルーティング事業				3,575,889		3,693,440		3,702,145		3,923,472		4,056,959

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				1,794,595		1,762,265		1,808,733		1,913,531		2,080,344

						その他 タ				1,052,778		1,404,138		1,731,058		1,991,544		2,398,124

						計 ケイ				14,578,829		16,775,078		18,600,000		21,050,000		23,920,000



				営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,491,492		1,735,060		1,901,169		2,264,370		2,590,638

						リクルーティング事業				903,235		881,467		832,409		860,095		901,172

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				68,557		3,407		55,322		107,851		187,959

						その他 タ				182,112		198,416		167,652		243,454		426,894

						調整額 チョウセイ ガク				(647,231)		(619,588)		(646,552)		(645,771)		(656,663)

						計 ケイ				1,998,165		2,198,762		2,310,000		2,830,000		3,450,000





ギロウ関推移、中計







				（値） アタイ																						(千円） センエン

				上場来の業績＋中期計画 ジョウジョウ ライ ギョウセキ チュウキ ケイカク														(百万円） ヒャクマンエン								上場来の業績＋中期計画 ジョウジョウ ライ ギョウセキ チュウキ ケイカク														(百万円） ヒャクマンエン

				期別 キ ベツ		売上高 ウリアゲ ダカ		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ				期別 キ ベツ		売上高 ウリアゲ ダカ		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ

				01/3		5,080		1,557		30.7%		415		8.2%		419		8.2%		226		4.5%				01/3		5,081		1,557		30.7%		415		8.2%		419		8.2%		227		4.5%

				02/3		5,485		1,698		31.0%		483		8.8%		455		8.3%		259		4.7%				02/3		5,486		1,698		31.0%		484		8.8%		456		8.3%		260		4.7%

				03/3		5,282		1,520		28.8%		112		2.1%		104		2.0%		35		0.7%				03/3		5,282		1,520		28.8%		112		2.1%		104		2.0%		36		0.7%

				04/3		7,676		2,971		38.7%		386		5.0%		408		5.3%		212		2.8%				04/3		7,676		2,972		38.7%		386		5.0%		409		5.3%		213		2.8%

				05/3		9,509		3,681		38.7%		524		5.5%		546		5.7%		207		2.2%				05/3		9,510		3,682		38.7%		525		5.5%		546		5.7%		207		2.2%

				06/3		10,633		4,457		41.9%		626		5.9%		654		6.2%		347		3.3%				06/3		10,633		4,458		41.9%		627		5.9%		654		6.2%		348		3.3%

				07/3		11,689		5,245		44.9%		760		6.5%		780		6.7%		382		3.3%				07/3		11,690		5,245		44.9%		761		6.5%		781		6.7%		383		3.3%

				08/3		11,435		5,150		45.0%		366		3.2%		400		3.5%		306		2.7%				08/3		11,435		5,150		45.0%		367		3.2%		400		3.5%		306		2.7%

				09/3		9,110		4,316		47.4%		△ 134		-1.5%		△ 107		-1.2%		△ 478		-5.3%				09/3		9,110		4,317		47.4%		△ 135		-1.5%		△ 108		-1.2%		△ 478		-5.3%

				10/3		6,277		3,337		53.2%		△ 186		-3.0%		△ 80		-1.3%		△ 81		-1.3%				10/3		6,278		3,338		53.2%		△ 186		-3.0%		△ 80		-1.3%		△ 81		-1.3%

				11/3		6,608		3,721		56.3%		228		3.5%		258		3.9%		258		3.9%				11/3		6,608		3,721		56.3%		228		3.5%		259		3.9%		258		3.9%

				12/3		7,742		4,496		58.1%		540		7.0%		571		7.4%		357		4.6%				12/3		7,742		4,496		58.1%		540		7.0%		571		7.4%		357		4.6%

				13/3期 キ		8,708		4,918		56.5%		658		7.6%		763		8.8%		473		5.4%				13/3期 キ		8,708		4,919		56.5%		658		7.6%		764		8.8%		473		5.4%

				14/3期 キ		10,202		5,582		54.7%		1,033		10.1%		1,078		10.6%		665		6.5%				14/3期 キ		10,202		5,582		54.7%		1,034		10.1%		1,078		10.6%		665		6.5%

				15/3期 キ		11,279		6,434		57.0%		1,383		12.3%		1,483		13.1%		988		8.8%				15/3期 キ		11,280		6,434		57.0%		1,383		12.3%		1,483		13.1%		988		8.8%

				16/3期 キ		12,498		7,328		58.6%		1,687		13.5%		1,737		13.9%		1,170		9.4%				16/3期 キ		12,499		7,328		58.6%		1,687		13.5%		1,737		13.9%		1,171		9.4%

				17/3期 キ		14,578		8,674		59.5%		1,998		13.7%		2,073		14.2%		1,391		9.5%				17/3期 キ		14,579		8,675		59.5%		1,998		13.7%		2,074		14.2%		1,391		9.5%

				18/3期 キ		16,775		9,748		58.1%		2,198		13.1%		2,300		13.7%		1,627		9.7%				18/3期 キ		16,775		9,748		58.1%		2,199		13.1%		2,301		13.7%		1,627		9.7%

				19/3期 予想 キ ヨソウ		18,500		10,750		58.1%		2,300		12.4%		2,530		13.7%		1,753		9.5%				19/3期 予想 キ ヨソウ		18,500		10,750		58.1%		2,300		12.4%		2,530		13.7%		1,753		9.5%

				20/3期 計画 キ ケイカク		21,000		12,320		58.7%		2,820		13.4%		2,850		13.6%		1,970		9.4%				20/3期 計画 キ ケイカク		21,000		12,320		58.7%		2,820		13.4%		2,850		13.6%		1,970		9.4%

				21/3期 計画 キ ケイカク		23,850		14,080		59.0%		3,430		14.4%		3,460		14.5%		2,391		10.0%				20/3期 計画 キ ケイカク		23,850		14,080		59.0%		3,430		14.4%		3,460		14.5%		2,391		10.0%



売上高・売上総利益・売上総利益率（12/3期-21/3期)

売上高	





[値]





[値]

12/3	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	7742	8708	10202	11279	12498	14578	16775	18500	21000	23850	売上総利益	5,582 

12/3	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	4496	4918	5582	6434	7328	8674	9748	10750	12320	14080	売上総利益率	12/3	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.58072456353380075	0.56485339456109085	0.54714600917660505	0.57043167796906491	0.58632042695110875	0.59502892859227585	0.5811057331596311	0.58108108108108103	0.58666666666666667	0.59035639412997909	(百万円）



経常利益・経常利益率（12/3期-21/3期)
経常利益	

1,078




12/3	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	571	763	1078	1483	1737	2073	2300	2530	2850	3460	経常利益率	
01/3	02/3	03/3	04/3	05/3	06/3	07/3	08/3	09/3	10/3	11/3	12/3	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 予想	7.3777696376045698E-2	8.7734853554183825E-2	0.10567700741911167	0.13149681035127805	0.13898321086211499	0.14224530653319276	0.13714100166926196	0.13675675675675675	0.1357142857142857	0.14507337526205449	

（百万円）



売上高推移


17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	14578	16775	18500	21000	23850	売上総利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	8674	9748	10750	12320	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.59502892859227585	0.5811057331596311	0.58108108108108103	0.58666666666666667	営業利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1998	2198	2300	2820	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.13705936190073975	0.13107313122478476	0.12432432432432433	0.13428571428571429	経常利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	2073	2300	2530	2850	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.14224530653319276	0.13714100166926196	0.13675675675675675	0.1357142857142857	当期利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1391	1627	1753	1970	


利益率推移

営業利益率	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.13705936190073975	0.13107313122478476	0.12432432432432433	0.13428571428571429	0.14381551362683437	経常利益率	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.14224530653319276	0.13714100166926196	0.13675675675675675	0.1357142857142857	0.14507337526205449	当期純利益率	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	9.5419460643924148E-2	9.700652360603032E-2	9.4756756756756752E-2	9.3809523809523815E-2	0.10025157232704403	売上高	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	5485	5282	7676	9509	10633	11689	11435	9110	6277	6608	7742	8708	10202	11279	12498	14578	16775	18500	21000	売上総利益	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1698	1520	2971	3681	4457	5245	5150	4316	3337	3721	4496	4918	5582	6434	7328	8674	9748	10750	12320	売上総利益率	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.58632042695110875	0.59502892859227585	0.5811057331596311	0.58108108108108103	0.58666666666666667	営業利益	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	483	112	386	524	626	760	366	-134	-186	228	540	658	1033	1383	1687	1998	2198	2300	2820	経常利益	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	455	104	408	546	654	780	400	-107	-80	258	571	763	1078	1483	1737	2073	2300	2530	2850	当期純利益	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	259	35	212	207	347	382	305.77600000000001	-478.44900000000001	-80.945999999999998	258.14800000000002	356.98599999999999	473.07799999999997	665.47900000000004	988	1170	1391	1627	1753	1970	




14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	10202	11279	12498	14578	16775	



14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	1033	1383	1687	1998	2198	
14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	1078	1483	1737	2073	2300	
14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	665.47900000000004	988	1170	1391	1627	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	8708	10202	11279	12498	14578	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	4918	5582	6434	7328	8674	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	0.56485339456109085	0.54714600917660505	0.57043167796906491	0.58632042695110875	0.59502892859227585	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	7.558205165276706E-2	0.1013465947463397	0.12263631053975971	0.13500572652454965	0.13705936190073975	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	8.7734853554183825E-2	0.10567700741911167	0.13149681035127805	0.13898321086211499	0.14224530653319276	



各利益推移

営業利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1998	2198	2300	2820	3430	経常利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	2073	2300	2530	2850	3460	当期利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1391	1627	1753	1970	2391	売上高	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	12498	14578	16775	18500	21000	売上総利益	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	7328	8674	9748	10750	12320	売上総利益率	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.58632042695110875	0.59502892859227585	0.5811057331596311	0.58108108108108103	0.58666666666666667	営業利益率	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.13500572652454965	0.13705936190073975	0.13107313122478476	0.12432432432432433	0.13428571428571429	経常利益率	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.13898321086211499	0.14224530653319276	0.13714100166926196	0.13675675675675675	0.1357142857142857	当期純利益率	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	9.365049838565212E-2	9.5419460643924148E-2	9.700652360603032E-2	9.4756756756756752E-2	9.3809523809523815E-2	





中計ｸﾞﾗﾌ  (事業別売上）

				売上高 ウリアゲ ダカ

						14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ		1７/3期 キ		18/3期 キ		19/3期予想 キ ヨソウ		20/3期計画 キ ケイカク		21/3期計画 キ ケイカク

				人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		5,152		5,967		6,629		8,155		9,915		11,258		13,171		15,314

				リクルーティング事業 ジギョウ		2,686		2,844		3,294		3,575		3,693		3,702		3,923		4,056

				情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		1,638		1,657		1,668		1,794		1,762		1,808		1,913		2,080

				その他 タ		724		809		906		1,052		1,404		1,731		1,991		2,398

				合計 ゴウケイ		10,200		11,277		12,497		14,576		16,774		18,499		20,998		19,768

				（連結）売上高 レンケツ ウリアゲ ダカ		10,202		11,279		12,498		14,578		16,775		18,500		21,000		23,850

				合計との差 ゴウケイ サ		(2)		(2)		(1)		(2)		(1)		(1)		(2)		(2)





				営業利益 エイギョウ リエキ

						14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ		1７/3期 キ		18/3期 キ		19/3期 予想 キ ヨソウ		20/3期 計画 キ ケイカク		21/3期 計画 キ ケイカク

				人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		712		1,141		1,136		1,491		1,735		1,866		2,234		2,540

				リクルーティング事業 ジギョウ		753		672		878		903		881		832		860		901

				情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		18		36		44		68		3		55		107		187

				その他 タ		41		52		99		182		198		167		243		426

				調整額 チョウセイ ガク		(491)		(519)		(471)		(647)		(619)		(621)		(625)		(626)

				合計 ゴウケイ		1,033		1,382		1,686		1,997		2,198		2,299		2,819		3,428

				（連結）営業利益 レンケツ エイギョウ リエキ		1,033		1,383		1,687		1,998		2,198		2,300		2,820		3,430

				合計との差 ゴウケイ サ		0		(1)		(1)		(1)		0		(1)		(1)		(2)



中期計画（事業別売上高）



人材サービス事業	

1７/3期	18/3期	19/3期予想	20/3期計画	21/3期計画	8155	9915	11258	13171	15314	リクルーティング事業	

1７/3期	18/3期	19/3期予想	20/3期計画	21/3期計画	3575	3693	3702	3923	4056	情報出版事業	

1７/3期	18/3期	19/3期予想	20/3期計画	21/3期計画	1794	1762	1808	1913	2080	その他	

1７/3期	18/3期	19/3期予想	20/3期計画	21/3期計画	1052	1404	1731	1991	2398	（連結）売上高	【[値]】
【[値]】
【[値]】
【[値]】
【[値]】

1７/3期	18/3期	19/3期予想	20/3期計画	21/3期計画	14578	16775	18500	21000	23850	【[値]】
合計	
1７/3期	18/3期	19/3期予想	20/3期計画	21/3期計画	14576	16774	18499	20998	19768	



中期計画（事業別営業利益）

人材サービス事業	
1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1491	1735	1866	2234	2540	リクルーティング事業	
1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	903	881	832	860	901	情報出版事業	
1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	68	3	55	107	187	その他	
1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	182	198	167	243	426	調整額	[値]
[値]
[値]
[値]
[値]

1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	-647	-619	-621	-625	-626	（連結）営業利益	【[値]】
【[値]】

【[値]】
【[値]】
【[値]】

1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1998	2198	2300	2820	3430	【[値]】
合計	1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1997	2198	2299	2819	3428	合計との差	1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	-1	0	-1	-1	-2	



（百万円）

（百万円）
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前年同期比・予想比 （Millions of yen）

FY3/18
FY3/17 FY3/18  Plan

Results YoY change 
(amount)

YoY change 
(%) Plan Vs. Plan 

(amount)
Vs. Plan

(%)

Net sales 16,775 14,578 2,196 15.1% 16,100 675 4.2%

Gross profit 9,748 8,674 1,073 12.4% 9,360 388 4.1%

Selling, general and 
administrative expenses 7,549 6,676 872 13.1% 7,190 359 5.0%

Operating profit 2,198 1,998 200 10.0% 2,170 28 1.3%

Ordinary profit 2,300 2,073 226 10.9% 2,250 50 2.2%

Profit attributable to 
owners of parent 1,627 1,391 236 17.0% 1,550 77 5.0%
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5 FY3/18 Financial Results (YoY Change/Vs. Plan)

YoY Change/Vs. Plan



前年同期比・予想比 (Millions of yen)

Results YoY change
(amount)

YoY change
(%) Plan Vs. Plan

(amount)
Vs. Plan

(%)

Human Resources
Services Business 9,915 8,155 1,759 21.6% 9,546 368 3.9%

Recruiting Business 3,693 3,575 117 3.3% 3,673 19 0.5%
Information
Publishing Business 1,762 1,794 (32) (1.8)% 1,727 34 2.0%

Other 1,404 1,052 351 33.4% 1,152 252 21.9%

Total 16,775 14,578 2,196 15.1% 16,100 675 4.2%

Human Resources
Services Business 1,735 1,491 243 16.3% 1,639 95 5.8%

Recruiting Business 881 903 (21) (2.4)% 870 11 1.3%
Information
Publishing Business 3 68 (65) (95.0)% 22 (19) (85.1)%

Other 198 182 16 9.0% 210 (12) (5.8)%

Adjustment (619) (647) 27 - (572) (46) - 

Total 2,198 1,998 200 10.0% 2,170 28 1.3%

Note: Major figures that impact segment sales and profit include inter-segment transactions.

FY3/１８
FY3/17 FY3/18  Plan

Sales
O

perating profit

Segment
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5 FY3/18 Segment Results (YoY Change/Vs. Plan)

YoY Change/Vs. Plan


中計（伸び率）



						Medium-term Management Plan（FY3/19～FY3/21）																（Millions of yen）

										FY3/１８		FY3/19				FY3/20				FY3/21

												forecast (YoY change)				forecast (YoY change)				forecast (YoY change)



						Net sales				16,775		18,500		(10.3%)		21,000		(13.5%)		23,850		(13.6%)

						Gross profit				9,748		10,750		(10.3%)		12,320		(14.6%)		14,080		(14.3%)

						Selling, general and 
administrative expenses 				7,549		8,450		(11.9%)		9,500		(12.4%)		10,650		(12.1%)

						Operating profit 				2,198		2,300		(4.6%)		2,820		(22.6%)		3,430		(21.6%)

						Ordinary profit 				2,300		2,530		(10.0%)		2,850		(12.6%)		3,460		(21.4%)

						Profit attributable to owners of parent				1,627		1,753		(7.8%)		1,970		(12.3%)		2,391		(21.4%)



						Gross margin		56.50%		58.1%		58.1%		(0.0pt)		58.7%		(0.6pt)		59.0%		(0.3pt)

						Operating margin				13.1%		12.4%		(-0.7pt)		13.4%		(1.0pt)		14.4%		(1.0pt)

						Ordinary margin				13.7%		13.7%		(0.0pt)		13.6%		(-0.1pt)		14.5%		(0.9pt)

						Profit attributable to 
owners of parent margin				9.7%		9.5%		(-0.2pt)		9.4%		(-0.1pt)		10.0%		(0.6pt)

						Note 1: QUICK reexamines and revises its medium-term management plan every year on a rolling basis.









						データ入力 ニュウリョク

						          期別 キ ベツ				FY3/１８		FY3/19				FY3/20				FY3/21

						  業績 ギョウセキ				実績 ジツ セキ		予想 ヨソウ		（対前年比） タイ ゼンネンヒ		計画 ケイカク		（対前年比） タイ ゼンネンヒ		計画 ケイカク		（対前年比） タイ ゼンネンヒ



						売上高 ウリアゲ ダカ				16,775,078		18,500,000		10.3%		21,000,000		13.5%		23,850,000		13.6%

						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				9,748,094		10,750,000		10.3%		12,320,000		14.6%		14,080,000		14.3%

						販管費 ハン				7,549,332		8,450,000		11.9%		9,500,000		12.4%		10,650,000		12.1%

						営業利益 エイギョウ リエキ				2,198,762		2,300,000		4.6%		2,820,000		22.6%		3,430,000		21.6%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				2,300,551		2,530,000		10.0%		2,850,000		12.6%		3,460,000		21.4%

						当期純利益 トウキ ジュン リエキ				1,627,292		1,753,565		7.8%		1,970,011		12.3%		2,391,319		21.4%



						売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ				58.1%		58.1%		-0.0pt		58.7%		0.6pt		59.0%		0.4pt

						営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				13.1%		12.4%		-0.7pt		13.4%		1.0pt		14.4%		1.0pt

						経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ				13.7%		13.7%		-0.0pt		13.6%		-0.1pt		14.5%		0.9pt

						当期利益率 トウキ リエキ リツ				9.7%		9.5%		-0.2pt		9.4%		-0.1pt		10.0%		0.6pt





中計（事業別売上 利益 伸び率）

				Medium-term Management Plan（Segment）（FY3/19～FY3/21）																		（Millions of yen）																				（単位：百万円） タンイ ヒャク マンエン

										FY3/１８		FY3/19				FY3/20				FY3/21

				Segment								forecast (YoY change)				forecast (YoY change)				forecast (YoY change)



				Sales		Human Resources
Services Business 				9,915		11,258		(13.5%)		13,171		(17.0%)		15,314		(16.3%)

						Recruiting Business				3,693		3,702		(0.2%)		3,923		(6.0%)		4,056		(3.4%)

						Information 
Publishing Business 				1,762		1,808		(2.6%)		1,913		(5.8%)		2,080		(8.7%)

						Other 				1,404		1,731		(23.3%)		1,991		(15.0%)		2,398		(20.4%)

						Total				16,775		18,500		(10.3%)		21,000		(13.5%)		23,850		(13.6%)



				Operating profit		Human Resources
Services Business 				1,735		1,866		(7.6%)		2,234		(19.7%)		2,540		(13.7%)

						Recruiting Business				881		832		(-5.6%)		860		(3.3%)		901		(4.8%)

						Information 
Publishing Business 				3		55		(1,523.8%)		107		(95.0%)		187		(74.3%)

						Other 				198		167		(-15.5%)		243		(45.2%)		426		(75.3%)

						Adjustment				(619)		(621)		(0.3%)		(625)		(0.7%)		(626)		(0.1%)

						Total				2,198		2,300		(4.6%)		2,820		(22.6%)		3,430		(21.6%)



																																										（単位：千円） タンイ センエン

				計画・実績  ケイカク ジッセキ						１８／３期 キ		１９／３期 キ				２０／３期 キ				２１／３期 キ

				報告セグメント ホウコク						実績 ジツ セキ		予想（対前年比） ヨソウ				計画（対前年比） ケイカク				計画（対前年比） ケイカク



				売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				9,915,233		11,258,064		13.5%		13,171,453		17.0%		15,314,573		16.3%

						リクルーティング事業				3,693,440		3,702,145		0.2%		3,923,472		6.0%		4,056,959		3.4%

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				1,762,265		1,808,733		2.6%		1,913,531		5.8%		2,080,344		8.7%

						その他 タ				1,404,138		1,731,058		23.3%		1,991,544		15.0%		2,398,124		20.4%

						計 ケイ				16,775,078		18,500,000		10.3%		21,000,000		13.5%		23,850,000		13.6%



				営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,735,060		1,866,242		7.6%		2,234,370		19.7%		2,540,638		13.7%

						リクルーティング事業				881,467		832,409		-5.6%		860,095		3.3%		901,172		4.8%

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				3,407		55,322		1523.8%		107,851		95.0%		187,959		74.3%

						その他 タ				198,416		167,652		-15.5%		243,454		45.2%		426,894		75.3%

						調整額 チョウセイ ガク				(619,588)		(621,625)		0.3%		(625,771)		0.7%		(626,663)		0.1%

						計 ケイ				2,198,762		2,300,000		4.6%		2,820,000		22.6%		3,430,000		21.6%





業績（前期比、計画比）



						前年同期比・予想比 ゼンネン ドウキヒ ヨソウ ヒ																（Millions of yen）

										FY3/18				FY3/17								FY3/18  forecast

														Results		YoY change 
(amount)		YoY change 
(%)				Plan		YoY change 
(amount)		YoY change 
(%)



						Net sales				16,775				14,578		2,196		15.1%				16,100		675		4.2%								1170				7445

						Gross profit				9,748				8,674		1,073		12.4%				9,360		388		4.1%								832				4823

						Selling, general and 
administrative expenses 				7,549				6,676		872		13.1%				7,190		359		5.0%								568				3283

						Operating profit 				2,198				1,998		200		10.0%				2,170		28		1.3%								264				1540

						Ordinary profit 				2,300				2,073		226		10.9%				2,250		50		2.2%								278				1582

						Profit attributable to owners of parent				1,627				1,391		236		17.0%				1,550		77		5.0%								215				1074







						データ入力 ニュウリョク																				（単位：千円） タンイ センエン

						計画・実績  ケイカク ジッセキ				18年3月期 ネン ガツキ				17年3月期 実績比 ネン ガツキ ジッセキ ヒ								18年3月期 計画 ネン ガツキ ケイカク

						  業績 ギョウセキ				実績 ジッセキ				実績 ジッセキ		増減額 ゾウゲンガク		前期比 ゼンキヒ				計画 ケイカク		増減額 ゾウゲンガク		計画比 ケイカク ヒ



						売上高 ウリアゲ ダカ				16,775,078				14,578,829		2,196,249		15.1%				16,100,000		675,078		4.2%

						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				9,748,094				8,674,825		1,073,269		12.4%				9,360,000		388,094		4.1%

						販管費 ハン カン ヒ				7,549,332				6,676,660		872,672		13.1%				7,190,000		359,332		5.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				2,198,762				1,998,165		200,597		10.0%				2,170,000		28,762		1.3%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				2,300,551				2,073,770		226,781		10.9%				2,250,000		50,551		2.2%

						親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュン リエキ				1,627,292				1,391,104		236,188		17.0%				1,550,000		77,292		5.0%





事業別業績（前年、計画）

				前年同期比・予想比 ゼンネン ドウキヒ ヨソウ ヒ																						(Millions of yen)

										FY3/１８				FY3/17								FY3/18  Plan

				Segment										Results		YoY change 
(amount)		YoY change 
(%)				Plan		Vs. Plan 
(amount)		Vs. Plan 
(%)



				Sales		Human Resources
Services Business 				9,915				8,155		1,759		21.6%				9,546		368		3.9%

						Recruiting Business				3,693				3,575		117		3.3%				3,673		19		0.5%

						Information 
Publishing Business 				1,762				1,794		(32)		(1.8)%				1,727		34		2.0%

						Other 				1,404				1,052		351		33.4%				1,152		252		21.9%

						Total				16,775				14,578		2,196		15.1%				16,100		675		4.2%



				Operating profit		Human Resources
Services Business 				1,735				1,491		243		16.3%				1,639		95		5.8%

						Recruiting Business				881				903		(21)		(2.4)%				870		11		1.3%

						Information 
Publishing Business 				3				68		(65)		(95.0)%				22		(19)		(85.1)%

						Other 				198				182		16		9.0%				210		(12)		(5.8)%

						Adjustment				(619)				(647)		27		- 				(572)		(46)		- 

						Total				2,198				1,998		200		10.0%				2,170		28		1.3%



						Note: Major figures that impact segment sales and profit include inter-segment transactions.

																										（単位：千円） タンイ センエン

				期別・増減 キ ベツ ゾウゲン						18/3期
（第2Q）
実績 キ ダイ ジッセキ				17/3期  実績 キ ジッセキ								18/3期  業績予想 キ ギョウセキ ヨソウ

				報告セグメント ホウコク										実績 ジッセキ		増減費 ゾウゲン ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				予想 ヨソウ		増減額 ゾウゲンガク		予想比 ヨソウ ヒ



				売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				9,915,233				8,155,566		1,759,667		21.6%				9,546,585		368,648		3.9%

						リクルーティング事業				3,693,440				3,575,889		117,551		3.3%				3,673,552		19,888		0.5%

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				1,762,265				1,794,595		▲ 32,330		-1.8%				1,727,749		34,516		2.0%

						その他 タ				1,404,138				1,052,778		351,360		33.4%				1,152,114		252,024		21.9%

						計 ケイ				16,775,076				14,578,828		2,196,248		15.1%				16,100,000		675,076		4.2%



				営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,735,060				1,491,492		243,568		16.3%				1,639,330		95,730		5.8%

						リクルーティング事業				881,467				903,235		▲ 21,768		-2.4%				870,285		11,182		1.3%

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				3,407				68,557		▲ 65,150		-95.0%				22,806		▲ 19,399		-85.1%

						その他 タ				198,416				182,112		16,304		9.0%				210,565		▲ 12,149		-5.8%

						調整額 チョウセイ ガク				▲ 619,588				▲ 647,231		27,643		-4.3%				▲ 572,985		▲ 46,603		8.1%

						計 ケイ				2,198,762				1,998,165		200,597		10.0%				2,170,001		28,761		1.3%





18年３月期業績予想（前年同期比）

				FY3/19　業績・配当予想（前年同期比） ギョウセキ ハイトウ ヨソウ ゼンネン ドウキヒ																												（単位：百万円）

								FY3/19																								FY3/18
（Full year）						          　　　期別 キ ベツ				18年3月期
上期実績 ネン ガツキ カミキ ジッセキ		上期予想 カミキ ヨソウ										18年3月期
下期実績 ネン ガツキ シモキ ジッセキ		下期予想 シモキ ヨソウ										通期予想 ツウキ ヨソウ

								1H forecast								2H forecast								Full year forecast																				19年3月期 予想 ネン ガツキ ヨソウ						前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						19年3月期 予想 ネン ガツキ ヨソウ						前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				18年3月期 ネン ガツキ		19年3月期 ネン ガツキ		対前年比 タイ ゼンネンヒ

								Amount		YoY change						Amount		YoY change						Amount		YoY change						Amount						業績等 ギョウセキ トウ						1Q		２Q		上期 計 カミキ ケイ								3Q		４Q		下期 計 シモキ ケイ						実績 ジッセキ		予想 ヨソウ



				Net sales				9,695		15.4%						8,804		5.2%						18,500		10.3%						16,775						売上高 ウリアゲ ダカ				8,405,218		5,657,484		4,038,164		9,695,648		15.4%				8,369,860		4,061,410		4,742,942		8,804,352		5.2%				16,775,078		18,500,000		10.3%

				Gross profit				6,127		17.3%						4,622		2.1%						10,750		10.3%						9,748						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				5,222,153		3,886,681		2,240,707		6,127,388		17.3%				4,525,941		2,140,031		2,482,581		4,622,612		2.1%				9,748,094		10,750,000		10.3%

				Selling, general and 
administrative expenses 				4,197		19.0%						4,252		5.7%						8,450		11.9%						7,549						販管費 ハンカンヒ				3,527,552		2,162,161		2,035,555		4,197,716		19.0%				4,021,780		2,141,168		2,111,115		4,252,283		5.7%				7,549,332		8,449,999		11.9%

				Operating profit 				1,929		13.9%						370		-26.5%						2,300		4.6%						2,198						営業利益 エイギョウ リエキ				1,694,600		1,724,519		205,152		1,929,671		13.9%				504,162		△ 1,137		371,466		370,329		-26.5%				2,198,762		2,300,000		4.6%

				Ordinary profit 				1,951		11.8%						578		4.2%						2,530		10.0%						2,300						経常利益 ケイジョウ リエキ				1,745,079		1,736,463		214,914		1,951,377		11.8%				555,472		140,047		438,576		578,623		4.2%				2,300,551		2,530,000		10.0%

				Profit attributable to owners of parent				1,351		10.0%						401		0.8%						1,753		7.8%						1,627						親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				1,228,555		1,205,078		146,718		1,351,796		10.0%				398,737		97,114		304,655		401,769		0.8%		537		1,627,292		1,753,565		7.8%



				Dividend per share（yen）				19.0		2.0yen						19.0		1.0yen						38.0		3.0yen						35.0						1株当たり配当額（円） カブ ア ハイトウ ガク エン				17.0		0.0		19.0		19.0		2.0				18.0		0.0		19.0		19.0		1.0				35.0		38.0		3.0

																																																						※ 17年3月期 下期予想＝各所へのヒアリングをベースに原価、販管費を修正 ネン ガツキ シモキ ヨソウ カクショ ゲンカ ハンカンヒ シュウセイ





																																																						17/3期 下期予想 キ シモキ ヨソウ

																																																						17年3月期 ネン ガツキ				17年3月期 ネン ガツキ				計画比 ケイカク ヒ

																																																						計画 ※1 ケイカク				見通し① ※2 ミトオ



																																																		売上高 ウリアゲ ダカ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		販管費 ハンカンヒ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		営業利益 エイギョウ リエキ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		経常利益 ケイジョウ リエキ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ												ERROR:#DIV/0!				0



																																																		1株当たり配当額（円） カブ ア ハイトウ ガク エン				-				-				-

																																																						※1   17年3月期 下期計画＝期首通年計画－期首上半期計画 ネン ガツキ シモキ ケイカク キシュ ツウネン ケイカク キシュ カミハンキ ケイカク

																																																						※2   17年3月期 下期予想＝各所へのヒアリングをベースに原価、販管費を修正 ネン ガツキ シモキ ヨソウ カクショ ゲンカ ハンカンヒ シュウセイ



																																																						17/3期 下期予想 キ シモキ ヨソウ

																																																						17年3月期 ネン ガツキ				17年3月期 ネン ガツキ				計画比 ケイカク ヒ

																																																						見通し② ※1 ミトオ				見通し① ※2 ミトオ



																																																		売上高 ウリアゲ ダカ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		販管費 ハンカンヒ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		営業利益 エイギョウ リエキ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		経常利益 ケイジョウ リエキ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ												ERROR:#DIV/0!				0



																																																		1株当たり配当額（円） カブ ア ハイトウ ガク エン				-				-				-

																																																						※1   17年3月期 下期見通し②＝9末 各所へのヒアリング集計 ネン ガツキ シモキ ミトオ マツ カクショ シュウケイ

																																																						※2   17年3月期 下期予想＝各所へのヒアリングをベースに原価、販管費を修正 ネン ガツキ シモキ ヨソウ カクショ ゲンカ ハンカンヒ シュウセイ



																																																						17/3期 下期予想 キ シモキ ヨソウ

																																																						17年3月期 ネン ガツキ				17年3月期 ネン ガツキ				見通し ミトオ

																																																						上期実績 カミキ ジッセキ				期首計画 ※ キシュ ケイカク								対前年比 タイ ゼンネンヒ		計画比 ケイカク ヒ



																																																		売上高 ウリアゲ ダカ												0				0.0%		0.0%

																																																		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ												0				0.0%		0.0%

																																																		販管費 ハンカンヒ												0				0.0%		0.0%

																																																		営業利益 エイギョウ リエキ												0				0.0%		0.0%

																																																		経常利益 ケイジョウ リエキ												0				0.0%		0.0%

																																																		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ												0				0.0%		0.0%



																																																		1株当たり配当額（円） カブ ア ハイトウ ガク エン												0.0

																																																						※ 17年3月期 下期計画＝期首通年計画－期首上半期計画 ネン ガツキ シモキ ケイカク キシュ ツウネン ケイカク キシュ カミハンキ ケイカク



																																																						17/3期 下期予想 キ シモキ ヨソウ

																																																						17年3月期 ネン ガツキ				17年3月期 ネン ガツキ				見通し ミトオ

																																																						上期実績 カミキ ジッセキ				見通し② ※ ミトオ								対前年比 タイ ゼンネンヒ		計画比 ケイカク ヒ



																																																		売上高 ウリアゲ ダカ												0				0.0%		0.0%

																																																		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ												0				0.0%		0.0%

																																																		販管費 ハンカンヒ												0				0.0%		0.0%

																																																		営業利益 エイギョウ リエキ												0				0.0%		0.0%

																																																		経常利益 ケイジョウ リエキ												0				0.0%		0.0%

																																																		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ												0				0.0%		0.0%



																																																		1株当たり配当額（円） カブ ア ハイトウ ガク エン												0.0

																																																						※ 17年3月期 下期見通し②＝9末 各所へのヒアリング集計 ネン ガツキ シモキ ミトオ マツ カクショ シュウケイ





事業別予想①

				FY3/19 セグメント別業績予想（前年同期比） ベツ ギョウセキ ヨソウ ゼンネン ドウキヒ																														（Millions of yen）

										FY3/19 forecast																								FY3/18
full year results						          　　　期別 キ ベツ						18年3月期
上期実績 ネン ガツキ カミキ ジッセキ		上期予想 カミキ ヨソウ										18年3月期
下期実績 ネン ガツキ シモキ ジッセキ		下期予想 シモキ ヨソウ										通期予想 ツウキ ヨソウ

										1H forecast								2H forecast								Full year forecast																						19年3月期 ネン ガツキ						前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						19年3月期 ネン ガツキ						前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				18年3月期 ネン ガツキ		19年3月期 ネン ガツキ		対前年比 タイ ゼンネンヒ

				Segment						Amount		YoY change						Amount		YoY change						Amount		YoY change						Amount						業績等 ギョウセキ トウ								1Q		2Q		上期 計 カミキ ケイ								３Q		４Q		下期 計 シモキ ケイ						実績 ジッセキ		予想 ヨソウ



				Sales		Human Resources
Services Business 				6,336		16.7%						4,921		9.7%						11,258		13.5%						9,915						売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				5,428,923		3,905,126		2,431,596		6,336,722		16.7%				4,486,310		2,277,066		2,644,276		4,921,342		9.7%				9,915,233		11,258,064		13.5%

						Recruiting Business				1,633		4.0%						2,068		-2.6%						3,702		0.2%						3,693								リクルーティング事業				1,569,720		850,651		782,607		1,633,258		4.0%				2,123,720		823,021		1,245,866		2,068,887		-2.6%				3,693,440		3,702,145		0.2%

						Information 
Publishing Business 				859		3.0%						949		2.3%						1,808		2.6%						1,762								情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				834,703		442,565		417,006		859,571		3.0%				927,562		495,061		454,101		949,162		2.3%				1,762,265		1,808,733		2.6%

						Other 				866		51.4%						864		3.9%						1,731		23.3%						1,404								その他 タ				571,870		459,142		406,955		866,097		51.4%				832,268		466,263		398,699		864,962		3.9%				1,404,138		1,731,059		23.3%

						Total				9,695		15.4%						8,804		5.2%						18,500		10.3%						16,775								計 ケイ				8,405,218		5,657,484		4,038,164		9,695,648		15.4%				8,369,860		4,061,410		4,742,942		8,804,352		5.2%				16,775,078		18,500,000		10.3%



				Operating profit		Human Resources
Services Business 				1,844		15.7%						21		-84.5%						1,866		7.6%						1,735						営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,593,579		1,647,126		197,236		1,844,362		15.7%				141,481		-129,874 		151,754		21,880		-84.5%				1,735,060		1,866,242		7.6%

						Recruiting Business				315		-2.3%						516		-7.4%						832		-5.6%						881								リクルーティング事業				322,943		173,080		142,414		315,494		-2.3%				558,524		168,370		348,545		516,915		-7.4%				881,467		832,409		-5.6%

						Information 
Publishing Business 				(4)		-80.3%						59		136.6%						55		1,523.8%						3								情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				-21,789 		7,839		-12,129 		-4,290 		-80.3%				25,196		42,813		16,799		59,612		136.6%				3,407		55,322		1523.8%

						Other 				93		-5.0%						74		-25.9%						167		-15.5%						198								その他 タ				98,388		69,469		24,024		93,493		-5.0%				100,028		65,673		8,486		74,159		-25.9%				198,416		167,652		-15.5%

						Adjustment				(319)		- 						(302)		- 						(621)		- 						(619)								調整額 チョウセイ ガク				-298,520 		-172,994 		-146,394 		-319,388 		7.0%				-321,068 		-148,119 		-154,118 		-302,237 		-5.9%				-619,588 		-621,625 		0.3%

						Total				1,929		13.9%						370		-26.5%						2,300		4.6%						2,198								計 ケイ				1,694,600		1,724,519		205,152		1,929,671		13.9%				504,162		-1,137 		371,466		370,329		-26.5%				2,198,762		2,300,000		4.6%













ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上 利益

		○売上高 ウリアゲ ダカ

				2012年3月期 ネン ガツキ		2013年3月期 ネン ガツキ		2014年3月期 ネン ガツキ		2015年3月期 ネン ガツキ		2016年3月期 ネン ガツキ		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ

		人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		3,603		4,193		5,153		5,967		6,629		8,155		9,915

		リクルーティング事業 ジギョウ		1,980		2,285		2,686		2,844		3,294		3,575		3,693

		情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		1,602		1,651		1,639		1,657		1,668		1,794		1,762

		その他 タ		556		577		724		809		906		1,052		1,404

		計 ケイ		7,742		8,708		10,202		11,279		12,498		14,578		16,775







		○営業利益 エイギョウ リエキ

				2012年3月期 ネン ガツキ		2013年3月期 ネン ガツキ		2014年3月期 ネン ガツキ		2015年3月期 ネン ガツキ		2016年3月期 ネン ガツキ		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ

		人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		516		460		713		1,141		1,136		1,491		1,735

		リクルーティング事業 ジギョウ		466		571		754		672		878		903		881

		情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		23		9		18		36		44		68		3

		その他 タ		14		5		41		52		99		182		198

		計 ケイ		540		658		1,033		1,383		1,687		1,998		2,198

		○売上高 ウリアゲ ダカ

				2012年3月期 ネン ガツキ		2013年3月期 ネン ガツキ		2014年3月期 ネン ガツキ		2015年3月期 ネン ガツキ		2016年3月期 ネン ガツキ		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ

		人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		3,603		4,194		5,153		5,968		6,629		8,156		9,915

		リクルーティング事業 ジギョウ		1,980		2,286		2,686		2,845		3,294		3,576		3,693

		情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		1,602		1,651		1,639		1,657		1,669		1,795		1,762

		その他 タ		557		577		724		810		907		1,053		1,404

		計 ケイ		7,742		8,708		10,202		11,280		12,499		14,579		16,775







		○営業利益 エイギョウ リエキ

				2012年3月期 ネン ガツキ		2013年3月期 ネン ガツキ		2014年3月期 ネン ガツキ		2015年3月期 ネン ガツキ		2016年3月期 ネン ガツキ		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ

		人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		517		460		713		1,142		1,136		1,491		1,735

		リクルーティング事業 ジギョウ		467		572		754		672		879		903		881

		情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		23		9		18		36		44		69		3

		その他 タ		15		6		41		53		99		182		198

		計 ケイ		1,021		1,047		1,526		1,903		2,158		2,645		2,818



売上高



人材サービス事業	

2013年3月期	2018年3月期	4193	9915	リクルーティング事業	

2013年3月期	2018年3月期	2285	3693	情報出版事業	

2013年3月期	2018年3月期	1651	1762	その他	

2013年3月期	2018年3月期	577	1404	計	【[値]】
【[値]】

2013年3月期	2018年3月期	8708	16775	【[値]】








2018年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1735.06	881.46699999999998	3.407	198.416	2012年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	516.52300000000002	466.98899999999998	23.289000000000001	14.547000000000001	2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	460.32900000000001	571.66399999999999	9.3170000000000002	5.9	2014年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	712.505	753.81600000000003	18.161000000000001	41.274000000000001	2015年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1141.539	672.39300000000003	36.479999999999997	52.722999999999999	2016年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1136.4110000000001	878.56100000000004	44.136000000000003	99.322999999999993	2017年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1491.492	903.23500000000001	68.557000000000002	182.11199999999999	
営業利益

人材サービス事業	
2013年3月期	2018年3月期	460	1735	リクルーティング事業	
2013年3月期	2018年3月期	571	881	情報出版事業	
2013年3月期	2018年3月期	9	3	その他	
2013年3月期	2018年3月期	5	198	計	【[値]】
【[値]】

2013年3月期	2018年3月期	658	2198	【[値]】




売上高 2013年3月期

○売上高	2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	4193.6909999999998	2285.7370000000001	1651.164	577.43899999999996	○売上高	2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	4193	2285	1651	577	○売上高	2014年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	5152.8919999999998	2686.4229999999998	1638.604	724.10900000000004	○売上高	2015年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	5967	2844	1657	809	○売上高	2016年3月期	
人材サービス	事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	6629	3294	1668	906	○売上高	2017年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	8155	3575	1794	1052	○売上高	2018年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	9915	3693	1762	1404	
売上高 2018年3月期

○売上高	2018年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	9915.2330000000002	3693.44	1762.2650000000001	1404.1379999999999	○売	上高	2012年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	3603.194	1980.3240000000001	1602.1010000000001	556	○売上高	2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	4193	2285	1651	577	○売上高	2014年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	5152.8919999999998	2686.4229999999998	1638.604	724.10900000000004	○売上高	2015年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	5967	2844	1657	809	
営業利益 2013年3月期

○営業利益	2013年3月期	


人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	460.32900000000001	571.66399999999999	9.3170000000000002	5.9	○営業利益	2013年3月期	[パーセンテージ]

[パーセンテージ]

人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	460	571	9	5	○営業利益	2014年3月期	[パーセンテージ]
[パーセンテージ]

人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	712.505	753.81600000000003	18.161000000000001	41.274000000000001	○営業利益	2015年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1141	672	36	52	○営業利益	2016年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1136.4110000000001	878	44.136000000000003	99.322999999999993	
営業利益 2018年3月期

○営業利益	2018年3月期	

人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1735.06	881.46699999999998	3.407	198.416	○営業利益	2012年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	516	466	23.289000000000001	14	○営業利益	2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	460	571	9	5	○営業利益	2014年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	712.505	753.81600000000003	18.161000000000001	41.274000000000001	○営業利益	2015年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1141	672	36	52	
2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	460.32900000000001	571.66399999999999	9.3170000000000002	5.9	2012年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	516.52300000000002	466.9889999999	9998	23.289000000000001	14.547000000000001	
2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その	他	4193.6909999999998	2285.7370000000001	1651.164	577.43899999999996	2012年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	3603.194	1980.3240000000001	1602.1010000000001	556.50199999999995	
2018年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	9915.2330000000002	3693.44	1762.2650000000001	1404.1379999999999	2018年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	9915.2330000000002	3693.44	1762.2650000000001	1404.1379999999999	2012年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	3603.194	1980.3240000000001	1602.1010000000001	556.50199999999995	2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	4193.6909999999998	2285.7370000000001	1651.164	577.43899999999996	2014年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	5152.8919999999998	2686.4229999999998	1638.604	724.10900000000004	2015年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	5967.616	2844.7559999999999	1657.326	809.91200000000003	2016年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	6629.3620000000001	3294.1689999999999	1668.645	906.678	
■人材サービス事業    ■リクルーティング事業    ■情報出版事業    ■その他

(百万円)



半期業績推移

						11/3期（通） キ ツウ				12/3期（通） キ ツウ				13/3期（通） キ ツウ				14/3期（通） キ ツウ				15/3期（通） キ ツウ				16/3期（通） キ ツウ				17/3期（通） キ ツウ				18/3期（通） キ ツウ

		売上高 ウリアゲ ダカ				6,608,430				7,742,123				8,708,033				10,202,030				11,279,612				12,498,855				14,578,829				16,775,078

		経常利益 ケイジョウ リエキ				258,607				571,196				763,998				1,078,120				1,483,233				1,737,131				2,073,770				2,300,551



				11/3上期 カミ キ		11/3下期 シタ キ		12/3上期 カミ キ		12/3下期 シタ キ		13/3上期 カミ キ		13/3下期 シタ キ		14/3上期 カミ キ		14/3下期 シタ キ		15/3上期 カミ キ		15/3下期 シタ キ		16/3上期 カミ キ		16/3下期 シタ キ		17/3上期 カミ キ		17/3下期 シタ キ		18/3上期 カミ キ		18/3下期 シタ キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		3,130,241		3,478,189		3,712,017		4,030,106		4,334,974		4,373,059		5,004,089		5,197,941		5,779,470		5,500,142		6,274,848		6,224,007		7,445,831		7,132,998		8,405,218		8,369,860

		経常利益 ケイジョウ リエキ		180,661		77,946		444,505		126,691		682,468		81,530		938,421		139,699		1,206,884		276,349		1,303,985		433,146		1,582,727		491,043		1,745,079		555,472

						30.1%				22.2%				10.7%				13.0%				18.6%				24.9%				23.7%				24.1%



		(グラフ）

				11/3上期 カミ キ		下期 シタ キ		12/3上期 カミ キ		下期 シタ キ		13/3上期 カミ キ		13/3下期 シタ キ		14/3上期 カミ キ		14/3下期 シタ キ		15/3上期 カミ キ		15/3下期 シタ キ		16/3上期 カミ キ		16/3下期 シタ キ		17/3上期 カミ キ		17/3下期 シタ キ		18/3上期 カミ キ		18/3下期 シタ キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		3,130		3,478		3,712		4,030		4,334		4,373		5,004		5,197		5,779		5,500		6,274		6,224		7,445		7,132		8,405		8,369

		経常利益 ケイジョウ リエキ		180		77		444		126		682		81		938		139		1,206		276		1,303		433		1,582		491		1,745		555



































売上高（上/下期）



売上高	

14/3上期	14/3下期	15/3上期	15/3下期	16/3上期	16/3下期	17/3上期	17/3下期	18/3上期	18/3下期	5004	5197	5779	5500	6274	6224	7445	7132	8405	8369	





経常利益（上/下期）



経常利益	

14/3上期	14/3下期	15/3上期	15/3下期	16/3上期	16/3下期	17/3上期	17/3下期	18/3上期	18/3下期	938	139	1206	276	1303	433	1582	491	1745	555	売上高	14/3上期	14/3下期	15/3上期	15/3下期	16/3上期	16/3下期	17/3上期	17/3下期	18/3上期	18/3下期	5004	5197	5779	5500	6274	6224	7445	7132	8405	8369	







四半期業績推移

						11/3期（通） キ ツウ				12/3期（通） キ ツウ				13/3期（通） キ ツウ				14/3期（通） キ ツウ				15/3期（通） キ ツウ				16/3期（通） キ ツウ				17/3期（通） キ ツウ				18/3期（通） キ ツウ

		売上高 ウリアゲ ダカ				6,608,430				7,742,123				8,708,033				10,202,030				11,279,612				12,498,855				14,578,829				16,100,000

		経常利益 ケイジョウ リエキ				258,607				571,196				763,998				1,078,120				1,483,233				1,737,131				2,073,770				2,250,000



				11/3上期 カミ キ		11/3下期 シタ キ		12/3上期 カミ キ		12/3下期 シタ キ		13/3上期 カミ キ		13/3下期 シタ キ		14/3上期 カミ キ		14/3下期 シタ キ		15/3上期 カミ キ		15/3下期 シタ キ		16/3上期 カミ キ		16/3下期 シタ キ		17/3上期 カミ キ		17/3下期 シタ キ		18/3上期 カミ キ		18/3下期 シタ キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		3,130,241		3,478,189		3,712,017		4,030,106		4,334,974		4,373,059		5,004,089		5,197,941		5,779,470		5,500,142		6,274,848		6,224,007		7,445,831		7,132,998		8,405,218		7,694,782

		経常利益 ケイジョウ リエキ		180,661		77,946		444,505		126,691		682,468		81,530		938,421		139,699		1,206,884		276,349		1,303,985		433,146		1,582,727		491,043		1,745,079		504,921

						30.1%				22.2%				10.7%				13.0%				18.6%				24.9%				23.7%				22.4%



		(グラフ）

				11/3上期 カミ キ		下期 シタ キ		12/3上期 カミ キ		下期 シタ キ		13/3上期 カミ キ		13/3下期 シタ キ		14/3上期 カミ キ		14/3下期 シタ キ		15/3上期 カミ キ		15/3下期 シタ キ		16/3上期 カミ キ		16/3下期 シタ キ		17/3上期 カミ キ		17/3下期 シタ キ		18/3上期 カミ キ		18/3下期 シタ キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		3,130		3,478		3,712		4,030		4,334		4,373		5,004		5,197		5,779		5,500		6,274		6,224		7,445		7,132		8,405		7,694

		経常利益 ケイジョウ リエキ		180		77		444		126		682		81		938		139		1,206		276		1,303		433		1,582		491		1,745		504



										12/3期 キ								13/3期 キ								14/3期 キ								15/3期 キ								16/3期 キ								17/3期 キ								18/3期 キ								19/3期 キ

		売上高 ウリアゲ ダカ								7,742,123								8,708,033								10,202,030								11,279,612								12,498,855								14,578,829

		経常利益 ケイジョウ リエキ								571,196								763,998								1,078,120								1,483,233								1,737,131								2,073,770



				１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,960,353		1,751,664		1,978,499		2,051,607		2,476,762		1,858,212		2,191,053		2,182,006		2,851,219		2,152,870		2,538,271		2,659,670		3,308,110		2,471,360		2,394,609		3,105,533		3,473,602		2,801,246		2,727,763		3,496,244		4,171,543		3,274,288		3,199,385		3,933,613		4,823,465		3,581,753		3,812,975		4,556,885

		経常利益 ケイジョウ リエキ		381,417		63,088		116,048		10,643		689,995		(7,527)		66,483		15,047		924,341		14,080		129,980		9,719		1,039,026		167,858		70,048		206,301		991,574		312,411		67,612		365,534		1,315,665		267,062		169,932		321,111		1,471,023		274,056		238,187		317,285





		（グラフ）

				12/3期 キ								13/3期 キ								14/3期 キ								15/3期 キ								16/3期 キ								17/3期 キ								18/3期 キ

				１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,960		1,751		1,978		2,051		2,476		1,858		2,191		2,182		2,851		2,152		2,538		2,659		3,308		2,471		2,394		3,105		3,473		2,801		2,727		3,496		4,171		3,274		3,199		3,933		4,823		3,581		3,812		4,556

		経常利益 ケイジョウ リエキ		381		63		116		10		689		(7)		66		15		924		14		129		9		1,039		167		70		206		991		312		67		365		1,315		267		169		321		1,471		274		238		317





















売上高（四半期）



売上高	

１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	2476	1858	2191	2182	2851	2152	2538	2659	3308	2471	2394	3105	3473	2801	2727	3496	4171	3274	3199	3933	4823	3581	3812	4556	経常利益	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	689	-7	66	15	924	14	129	9	1039	167	70	206	991	312	67	365	1315	267	169	321	1471	274	238	317	





経常利益（四半期）



経常利益	

１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	689	-7	66	15	924	14	129	9	1039	167	70	206	991	312	67	365	1315	267	169	321	1471	274	238	317	売上高	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	2476	1858	2191	2182	2851	2152	2538	2659	3308	2471	2394	3105	3473	2801	2727	3496	4171	3274	3199	3933	4823	3581	3812	4556	







従業員推移

						（合計） ゴウケイ		人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		リクルーティング事業 ジギョウ		情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		その他 タ		共通他 キョウツウ タ		合計 ゴウケイ

				12／3期 キ		478		168		115		128		44		23		478

				12／9末 マツ		536		207		126		136		45		22		536

				13／3期 キ		531		201		131		132		44		23		531				べ   2

				13／9末 マツ		585		222		149		145		45		24		585				べ   3

				14／3期 キ		579		227		151		133		43		25		579				べ   3

				14／9末 マツ		652		261		183		137		47		24		652				べ   2

				15／3期 キ		650		268		179		133		45		25		650				べ   3

				15／9末 マツ		717		299		211		138		46		23		717				べ   3

				16／3期 キ		741		307		214		146		52		22		741		メ   2		べ   2

				16／9末 マツ		850		352		238		150		53		57		850		メ   4		べ   3		ワ   29

				17／3期 キ		852		361		228		150		52		61		852		メ   3		べ   3		ワ   35		ﾈｯﾄ  31		海外  21 カイガイ		全社  20 ゼンシャ

				17／9末 マツ		956		467		238		163		60		28		956		メ   5		べ   6		ワ   54		ﾈｯﾄ  32		海外  28 カイガイ		全社  20 ゼンシャ		QG   2

				18／3期 キ		979		503		221		154		74		26		978		メ   5		べ   4		ワ   60		ﾈｯﾄ  31		海外  43 カイガイ		全社  20 ゼンシャ		QG   2



（名） 

セグメント別従業員数の推移

（13年3月期末～18年3月期末）



人材サービス事業	

13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	201	227	268	307	361	503	リクルーティング事業	

13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	131	151	179	214	228	221	情報出版事業	

13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	132	133	133	146	150	154	その他	

13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	44	43	45	52	52	74	共通他	[値](2)
[値](3)
[値](3)
[値](4)
[値](41)
[値](6)

13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	23	25	25	22	61	26	合計	
13／3期	14／3期	15／3期	16／	3期	17／3期	18／3期	531	579	650	741	852	978	（合計）	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	531	579	650	741	852	979	



従業員数の推移（グループ全体）

合計	
13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	531	579	650	741	852	978	（合計）	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	531	579	650	741	852	979	人材サービス事業	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	201	227	268	307	361	503	リクルーティング事業	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	131	151	179	214	228	221	情報出版事業	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	132	133	133	146	150	154	その他	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	44	43	45	52	52	74	共通他	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	23	25	25	22	61	26	


（注） 従業員数は、期末時点の「正社員数＋臨時社員数（社保有り）」で示しております。
（注） 共通他には、内数として連結対象外子会社の人数を含めており（ ）で示しております。

（人）



従業員の状況

						セグメント別／拠点別　従業員数（2018年３月末） ベツ キョテン ベツ ジュウギョウイン スウ ネン ガツ マツ																								（単位：人）

						拠　点 キョ テン		大阪 オオサカ		東京 トウキョウ		名古屋 ナゴヤ		金沢・富山 カナザワ トヤマ		仙台 センダイ		中国 チュウゴク		アメリカ		ﾒｷｼｺ		英国 エイコク		その他 タ				従業員数(注） ジュウギョウイン スウ チュウ

						事　業 コト ギョウ		梅田・堺 ウメダ サカイ		赤坂・横浜 アカサカ ヨコハマ				福井・新潟 フクイ ニイガタ												国内 コクナイ		海外 カイガイ

						人材サービス事業 ジギョウ		○		○		○		○		○														503

																														（38）

						リクルーティング事業 ジギョウ		○		○		○																		221

																														（54）

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ								○																154

																														（29）

						ネット関連事業 カンレン ジギョウ		○		○																				31

																														（4）

						海外事業 カイガイ ジギョウ												○		○		○		○						43

																														（3）

						（本社部門） ホンシャ ブモン		○		○																○		○		26

																														（3）

						従業員数 ジュウギョウイン スウ		278		427		47		174		3		8		15		5		15		2		4		978

								（53）		（32）		（7）		（33）		（0）		（0）		（2）		(0)		(1)		（1）		（2）		(131)

						構成比 コウセイヒ		28.4%		43.7%		4.8%		17.8%		0.3%		0.8%		1.5%		0.5%		1.5%		0.2%		0.4%		100%

						（注）１. 臨時従業員数は、内数として（　）で示しております。 チュウ リンジ ジュウギョウイン スウ ウチスウ シメ

						（注）２. 海外の拠点は次のとおりです。中国（上海）、アメリカ（ニューヨーク、ロサンゼルス）、メキシコ（アグアスカリエンテス）、英国（ロンドン） チュウ カイガイ キョテン ツギ チュウゴク シャンハイ エイコク

						（注）３. その他は、非連結対象子会社を示しております。（国内：クイックグローバル、海外：ベトナム(ホーチミン)） チュウ ヒ











						クイック		128		176		27		0		0		0		0										331

						アイ・キュー		2		19		0		0		0		0		0										21

						ケー・シー・シー		0		0		0		121		0		0		0										121

						キャリア		6		5		4		13		3		0		0										31

						上海 シャンハイ		0		0		0		0		0		12		0										12

						USA		0		0		0		0		0		0		8										8

						合計 ゴウケイ		136		200		31		134		3		12		8										524						←人員表と一致 ジンイン ヒョウ イッチ





						構成比の調整 コウセイヒ チョウセイ

						調整前 チョウセイ マエ		28.4%		43.7%		4.8%		17.8%		0.3%		0.8%		1.5%										99.9%

						調整後 チョウセイ ゴ		25.4%		35.4%		5.7%		28.0%		1.2%		2.3%		2.0%										100.0%

						差 サ		-3.0%		-8.3%		0.9%		10.2%		0.9%		1.5%		0.5%										0.1%





						事業別／拠点別　従業員数（2012年３月末） ジギョウ ベツ キョテン ベツ ジュウギョウイン スウ ネン ガツ マツ																								（単位：人） タンイ ニン

						拠　点 キョ テン		大阪 オオサカ		東京 トウキョウ		名古屋 ナゴヤ		金沢・富山 カナザワ トヤマ		仙台 センダイ		中国 チュウゴク		アメリカ						その他 タ				【従業員数】 ジュウギョウイン スウ

						事　業 コト ギョウ		梅田・堺 ウメダ サカイ		赤坂・横浜 アカサカ ヨコハマ				福井・新潟 フクイ ニイガタ				上海 シャンハイ		ＮＹ・ＬＡ						国内 コクナイ		海外 カイガイ

						人材サービス(紹介）		○		○		○		○		○										○				369

																														(27)

						リクルーティング		○		○		○																		175

																														(53)

						情報出版 ジョウホウ シュッパン				（注2） チュウ				○																120

																														(30)

						ネット関連 カンレン		○		○		○																		25

																														(6)

						海外 カイガイ												○		○								○		24

																														(3)

						（本社管理部門） ホンシャ カンリ ブモン		○																						20

																														（0）

						従業員数 ジュウギョウイン スウ		189

株式会社クイック: R大阪+紹介大阪+全社　95名
エリア堺4名
IQ　2名
CS　8名		332

株式会社クイック: R東京+紹介東京+吉越+根本　100名
横浜　8名
IQ　23名
CS　6名（クイック雇用）
　　　1名（KCC雇用）
KCC　4名		36

株式会社クイック: R名古屋+紹介名古屋　22名
IQ 1名
CS　2名（クイック雇用）
　　　1名（KCC雇用）		134

株式会社クイック: KCC　121名
CS　11名		3		6		11						17		5		733

																										（18）		(1)		(119)

						(構成比) コウセイヒ		25.1%		42.8%		5.2%		19.6%		0.4%		0.7%		1.4%						4.1%		0.7%		［100%］

								214		365		44		167		3		6		12						35		6		852



						（注1）臨時従業員数は（　）内、外数で表示しております。 チュウ リンジ ジュウギョウイン スウ ナイ ソト スウ ヒョウジ

						（注2）（株）ケー・シー・シー東京支店は2011年3月末に閉鎖いたしましたが、従業員（4名）は情報出版事業/東京拠点の人員として チュウ カブ トウキョウ シテン ネン ガツ マツ ヘイサ ジュウギョウイン メイ ジョウホウ シュッパン ジギョウ トウキョウ キョテン ジンイン

						　　　　集計しております。





事業別予想②

				2018年３月期 事業別業績予想（予想比） ネン ガツキ ジギョウ ベツ ギョウセキ ヨソウ ヨソウ ヒ

				          　　　期別   キ ベツ						１９／３期 キ																								１８／３期
（通期実績） キ ツウキ ジッセキ						          　　　期別 キ ベツ						上期予想 カミキ ヨソウ												下期予想 シモキ ヨソウ								通期予想 ツウキ ヨソウ

										（上期予想） ヨソウ								（下期予想）								(通期予想）																				18年3月期 ネン ガツキ		19年3月期 ネン ガツキ						前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				18年3月期 ネン ガツキ		19年3月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				18年3月期 ネン ガツキ		19年3月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				  業績等 ギョウセキ トウ						金額 キンガク		予想比 ヨソウ ヒ						金額 キンガク		予想比 ヨソウ ヒ						金額 キンガク		予想比 ヨソウ ヒ						金額 キンガク						業績等 ギョウセキ トウ						上期実績 カミキ ジッセキ		1Q予想 ヨソウ		2Q予想 ヨソウ		上期予想 カミキ ヨソウ						下期実績 シモキ ジッセキ		下期予想 シモキ ヨソウ						通期実績 ツウキ ジッセキ		通期予想 ツウキ ヨソウ



				売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				5,428		1.1%						3,994		▲ 3.0%						11,258		▲ 0.7%						9,915						売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				5,428,923						0		0.0%				4,486,310				0.0%				9,915,233		0		0.0%

						リクルーティング事業				1,569		▲ 2.4%						2,063		▲ 1.9%						3,702		▲ 2.1%						3,693								リクルーティング事業				1,569,720						0		0.0%				2,123,720				0.0%				3,693,440		0		0.0%

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				834		▲ 3.8%						908		▲ 4.2%						1,808		▲ 4.0%						1,762								情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				834,703						0		0.0%				927,562				0.0%				1,762,265		0		0.0%

						その他 タ				571		13.2%						728		25.5%						1,731		19.8%						1,404								その他 タ				571,870						0		0.0%				832,268				0.0%				1,404,138		0		0.0%

						計 ケイ				8,405		0.7%						7,694		▲ 0.7%						18,500		0.0%						16,775								計 ケイ				8,405,218						0		0.0%				9,369,860				0.0%				16,775,076		0		0.0%



				営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,593		4.4%						65		43.7%						1,866		5.5%						1,735						営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,593,579						0		0.0%				141,481				0.0%				1,735,060		0		0.0%

						リクルーティング事業				322		▲ 1.6%						541		▲ 1.0%						832		▲ 1.2%						881								リクルーティング事業				322,943						0		0.0%				558,524				0.0%				881,467		0		0.0%

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				▲ 21		— ％						54		▲ 35.7%						55		▲ 70.5%						3								情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				-21,789 						0		0.0%				25,196				0.0%				3,407		0		0.0%

						その他 タ				98		74.1%						88		▲ 21.3%						167		10.6%						198								その他 タ				98,388						0		0.0%				100,028				0.0%				198,416		0		0.0%

						調整額 チョウセイ ガク				▲ 298		6.0%						▲ 274		— %						▲ 621		3.0%						▲ 619								調整額 チョウセイ ガク				-298,520 						0		0.0%				-321,068 				0.0%				-619,588 		0		0.0%

						計 ケイ				1,694		2.4%						475		▲ 7.7%						2,300		0.0%						2,198								計 ケイ				1,694,600						0		0.0%				504,162		0		0.0%				2,198,762		0		0.0%
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配当推移 （中間・期末) 

						12/3期 キ		13/3期 キ		14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ		17/3期 キ		18/3期 キ		19/3期（予想） キ ヨソウ

				第2四半期末 ダイ シ ハンキ マツ		2.0		4.0		5.0		12.0		13.0		14.0		17.0		19.0

				期末 キマツ		4.0		4.0		8.0		9.0		12.0		16.0		18.0		19.0

				計 ケイ		6.0		8.0		13.0		21.0		25.0		30.0		35.0		38.0



						12/3期 キ		13/3期 キ		14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ		17/3期 キ		18/3期 キ		18/3期（予想） キ ヨソウ

				配当性向（％） ハイトウ セイコウ		31.2		31.6		36.7		39.9		40.1		40.5		40.4		40.7









［年間配当］

１株当たり年間配当金額の推移

第2四半期末	[値]※

15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期（予想）	12	13	14	17	19	期末	18.0

15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期（予想）	9	12	16	18	19	［[値]］
［[値]］
［[値]］
［[値]］
[[値]]
15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期（予想）	21	25	30	35	38	

［6.0］

(注) １. ※　東証一部指定記念配当５.０円を含んでおります。
(注) ２. 16年3月期より、配当性向を30％から40％としております。
          



中計



						中期計画（19/3期～21/3期） チュウキ ケイカク キ キ														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						                   期別  キ ベツ				１７／３期 キ		１８／３期 キ				１９／３期 キ		２０／３期 キ		２１／３期 キ

						 業績 ギョウセキ				（実績） ジッセキ		（実績） ジッセキ				（予想） ヨソウ		（計画） ケイカク		（計画） ケイカク



						売上高 ウリアゲ ダカ				14,578		16,775				18,500		21,000		23,850

						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				8,674		9,748				10,750		12,320		14,080

						販売費及び
一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				6,676		7,549				8,450		9,500		10,650

						営業利益 エイギョウ リエキ				1,998		2,198				2,300		2,820		3,430

						経常利益 ケイジョウ リエキ				2,073		2,300				2,530		2,850		3,460

						親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウ キ ジュンリエキ				1,391		1,627



						売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ		56.50%		59.5%		58.1%				58.1%		58.7%		59.0%

						営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				13.7%		13.1%				12.4%		13.4%		14.4%

						経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ				14.2%		13.7%				13.7%		13.6%		14.5%

						親会社株主に帰属する
当期純利益率 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ リツ				9.5%		9.7%

						（注１）当社はローリング方式により中期計画を見直しております。 チュウ トウシャ ホウシキ チュウキ ケイカク ミナオ









						データ入力 ニュウリョク

						          期別 キ ベツ				１７／３期		１８／３期				１９／３期		２０／３期		２１／３期

						  業績 ギョウセキ				（実績） ジッセキ		（実績） ジッセキ				（予想） ヨソウ		（計画） ケイカク		（計画） ケイカク



						売上高 ウリアゲ ダカ				14,578,829		16,775,078				18,500,000		21,000,000		23,850,000

						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				8,674,825		9,748,094				10,750,000		12,320,000		14,080,000

						販管費 ハン				6,676,660		7,549,332				8,450,000		9,500,000		10,650,000

						営業利益 エイギョウ リエキ				1,998,165		2,198,762				2,300,000		2,820,000		3,430,000

						経常利益 ケイジョウ リエキ				2,073,770		2,300,551				2,530,000		2,850,000		3,460,000

						当期純利益 トウキ ジュン リエキ				1,391,104		1,627,292



						売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ				59.5%		58.1%				58.1%		58.7%		59.0%

						営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				13.7%		13.1%				12.4%		13.4%		14.4%

						経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ				14.2%		13.7%				13.7%		13.6%		14.5%

						当期利益率 トウキ リエキ リツ				9.5%		9.7%				0.0%		0.0%		0.0%





中計（事業別 売上 利益）

				中期計画 事業別（19/3期～21/3期） チュウキ ケイカク ジギョウ ベツ キ キ														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン																				（単位：百万円） タンイ ヒャク マンエン

				期別  キ ベツ						１７／３期
(実績)		１８／３期
(実績)		１９／３期
(予想) ヨソウ		２０／３期
(計画) キ ケイカク		２１／３期
(計画) ケイカク

				 報告セグメント ホウコク



				売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				8,155		9,915		11,358		13,221		15,384

						リクルーティング事業				3,575		3,693		3,702		3,923		4,056

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				1,794		1,762		1,808		1,913		2,080

						その他 タ				1,052		1,404		1,731		1,991		2,398

						計 ケイ				14,578		16,775		18,600		21,050		23,920



				営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,491		1,735		1,901		2,264		2,590

						リクルーティング事業				903		881		832		860		901

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				68		3		55		107		187

						その他 タ				182		198		167		243		426

						調整額 チョウセイ ガク				▲ 647		▲ 619		▲ 646		▲ 645		▲ 656

						計 ケイ				1,998		2,198		2,310		2,830		3,450



																																						（単位：千円） タンイ センエン

				計画・実績  ケイカク ジッセキ						１７／３期
(実績)		１８／３期
(実績)		１９／３期
(予想) ヨソウ		２０／３期
(計画) キ ケイカク		２１／３期
(計画) ケイカク

				報告セグメント ホウコク



				売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				8,155,566		9,915,233		11,358,064		13,221,453		15,384,573

						リクルーティング事業				3,575,889		3,693,440		3,702,145		3,923,472		4,056,959

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				1,794,595		1,762,265		1,808,733		1,913,531		2,080,344

						その他 タ				1,052,778		1,404,138		1,731,058		1,991,544		2,398,124

						計 ケイ				14,578,829		16,775,078		18,600,000		21,050,000		23,920,000



				営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,491,492		1,735,060		1,901,169		2,264,370		2,590,638

						リクルーティング事業				903,235		881,467		832,409		860,095		901,172

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				68,557		3,407		55,322		107,851		187,959

						その他 タ				182,112		198,416		167,652		243,454		426,894

						調整額 チョウセイ ガク				(647,231)		(619,588)		(646,552)		(645,771)		(656,663)

						計 ケイ				1,998,165		2,198,762		2,310,000		2,830,000		3,450,000





ギロウ関推移、中計







				（値） アタイ																						(千円） センエン

				上場来の業績＋中期計画 ジョウジョウ ライ ギョウセキ チュウキ ケイカク														(百万円） ヒャクマンエン								上場来の業績＋中期計画 ジョウジョウ ライ ギョウセキ チュウキ ケイカク														(百万円） ヒャクマンエン

				期別 キ ベツ		売上高 ウリアゲ ダカ		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ				期別 キ ベツ		売上高 ウリアゲ ダカ		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ

				01/3		5,080		1,557		30.7%		415		8.2%		419		8.2%		226		4.5%				01/3		5,081		1,557		30.7%		415		8.2%		419		8.2%		227		4.5%

				02/3		5,485		1,698		31.0%		483		8.8%		455		8.3%		259		4.7%				02/3		5,486		1,698		31.0%		484		8.8%		456		8.3%		260		4.7%

				03/3		5,282		1,520		28.8%		112		2.1%		104		2.0%		35		0.7%				03/3		5,282		1,520		28.8%		112		2.1%		104		2.0%		36		0.7%

				04/3		7,676		2,971		38.7%		386		5.0%		408		5.3%		212		2.8%				04/3		7,676		2,972		38.7%		386		5.0%		409		5.3%		213		2.8%

				05/3		9,509		3,681		38.7%		524		5.5%		546		5.7%		207		2.2%				05/3		9,510		3,682		38.7%		525		5.5%		546		5.7%		207		2.2%

				06/3		10,633		4,457		41.9%		626		5.9%		654		6.2%		347		3.3%				06/3		10,633		4,458		41.9%		627		5.9%		654		6.2%		348		3.3%

				07/3		11,689		5,245		44.9%		760		6.5%		780		6.7%		382		3.3%				07/3		11,690		5,245		44.9%		761		6.5%		781		6.7%		383		3.3%

				08/3		11,435		5,150		45.0%		366		3.2%		400		3.5%		306		2.7%				08/3		11,435		5,150		45.0%		367		3.2%		400		3.5%		306		2.7%

				09/3		9,110		4,316		47.4%		△ 134		-1.5%		△ 107		-1.2%		△ 478		-5.3%				09/3		9,110		4,317		47.4%		△ 135		-1.5%		△ 108		-1.2%		△ 478		-5.3%

				10/3		6,277		3,337		53.2%		△ 186		-3.0%		△ 80		-1.3%		△ 81		-1.3%				10/3		6,278		3,338		53.2%		△ 186		-3.0%		△ 80		-1.3%		△ 81		-1.3%

				11/3		6,608		3,721		56.3%		228		3.5%		258		3.9%		258		3.9%				11/3		6,608		3,721		56.3%		228		3.5%		259		3.9%		258		3.9%

				12/3		7,742		4,496		58.1%		540		7.0%		571		7.4%		357		4.6%				12/3		7,742		4,496		58.1%		540		7.0%		571		7.4%		357		4.6%

				13/3期 キ		8,708		4,918		56.5%		658		7.6%		763		8.8%		473		5.4%				13/3期 キ		8,708		4,919		56.5%		658		7.6%		764		8.8%		473		5.4%

				14/3期 キ		10,202		5,582		54.7%		1,033		10.1%		1,078		10.6%		665		6.5%				14/3期 キ		10,202		5,582		54.7%		1,034		10.1%		1,078		10.6%		665		6.5%

				15/3期 キ		11,279		6,434		57.0%		1,383		12.3%		1,483		13.1%		988		8.8%				15/3期 キ		11,280		6,434		57.0%		1,383		12.3%		1,483		13.1%		988		8.8%

				16/3期 キ		12,498		7,328		58.6%		1,687		13.5%		1,737		13.9%		1,170		9.4%				16/3期 キ		12,499		7,328		58.6%		1,687		13.5%		1,737		13.9%		1,171		9.4%

				17/3期 キ		14,578		8,674		59.5%		1,998		13.7%		2,073		14.2%		1,391		9.5%				17/3期 キ		14,579		8,675		59.5%		1,998		13.7%		2,074		14.2%		1,391		9.5%

				18/3期 キ		16,775		9,748		58.1%		2,198		13.1%		2,300		13.7%		1,627		9.7%				18/3期 キ		16,775		9,748		58.1%		2,199		13.1%		2,301		13.7%		1,627		9.7%

				19/3期 予想 キ ヨソウ		18,500		10,750		58.1%		2,300		12.4%		2,530		13.7%		1,753		9.5%				19/3期 予想 キ ヨソウ		18,500		10,750		58.1%		2,300		12.4%		2,530		13.7%		1,753		9.5%

				20/3期 計画 キ ケイカク		21,000		12,320		58.7%		2,820		13.4%		2,850		13.6%		1,970		9.4%				20/3期 計画 キ ケイカク		21,000		12,320		58.7%		2,820		13.4%		2,850		13.6%		1,970		9.4%

				21/3期 計画 キ ケイカク		23,850		14,080		59.0%		3,430		14.4%		3,460		14.5%		2,391		10.0%				20/3期 計画 キ ケイカク		23,850		14,080		59.0%		3,430		14.4%		3,460		14.5%		2,391		10.0%



売上高・売上総利益・売上総利益率（12/3期-21/3期)

売上高	





[値]





[値]

12/3	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	7742	8708	10202	11279	12498	14578	16775	18500	21000	23850	売上総利益	5,582 

12/3	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	4496	4918	5582	6434	7328	8674	9748	10750	12320	14080	売上総利益率	12/3	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.58072456353380075	0.56485339456109085	0.54714600917660505	0.57043167796906491	0.58632042695110875	0.59502892859227585	0.5811057331596311	0.58108108108108103	0.58666666666666667	0.59035639412997909	(百万円）



経常利益・経常利益率（12/3期-21/3期)
経常利益	

1,078




12/3	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	571	763	1078	1483	1737	2073	2300	2530	2850	3460	経常利益率	
01/3	02/3	03/3	04/3	05/3	06/3	07/3	08/3	09/3	10/3	11/3	12/3	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 予想	7.3777696376045698E-2	8.7734853554183825E-2	0.10567700741911167	0.13149681035127805	0.13898321086211499	0.14224530653319276	0.13714100166926196	0.13675675675675675	0.1357142857142857	0.14507337526205449	

（百万円）



売上高推移


17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	14578	16775	18500	21000	23850	売上総利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	8674	9748	10750	12320	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.59502892859227585	0.5811057331596311	0.58108108108108103	0.58666666666666667	営業利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1998	2198	2300	2820	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.13705936190073975	0.13107313122478476	0.12432432432432433	0.13428571428571429	経常利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	2073	2300	2530	2850	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.14224530653319276	0.13714100166926196	0.13675675675675675	0.1357142857142857	当期利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1391	1627	1753	1970	


利益率推移

営業利益率	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.13705936190073975	0.13107313122478476	0.12432432432432433	0.13428571428571429	0.14381551362683437	経常利益率	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.14224530653319276	0.13714100166926196	0.13675675675675675	0.1357142857142857	0.14507337526205449	当期純利益率	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	9.5419460643924148E-2	9.700652360603032E-2	9.4756756756756752E-2	9.3809523809523815E-2	0.10025157232704403	売上高	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	5485	5282	7676	9509	10633	11689	11435	9110	6277	6608	7742	8708	10202	11279	12498	14578	16775	18500	21000	売上総利益	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1698	1520	2971	3681	4457	5245	5150	4316	3337	3721	4496	4918	5582	6434	7328	8674	9748	10750	12320	売上総利益率	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.58632042695110875	0.59502892859227585	0.5811057331596311	0.58108108108108103	0.58666666666666667	営業利益	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	483	112	386	524	626	760	366	-134	-186	228	540	658	1033	1383	1687	1998	2198	2300	2820	経常利益	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	455	104	408	546	654	780	400	-107	-80	258	571	763	1078	1483	1737	2073	2300	2530	2850	当期純利益	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	259	35	212	207	347	382	305.77600000000001	-478.44900000000001	-80.945999999999998	258.14800000000002	356.98599999999999	473.07799999999997	665.47900000000004	988	1170	1391	1627	1753	1970	




14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	10202	11279	12498	14578	16775	



14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	1033	1383	1687	1998	2198	
14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	1078	1483	1737	2073	2300	
14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	665.47900000000004	988	1170	1391	1627	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	8708	10202	11279	12498	14578	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	4918	5582	6434	7328	8674	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	0.56485339456109085	0.54714600917660505	0.57043167796906491	0.58632042695110875	0.59502892859227585	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	7.558205165276706E-2	0.1013465947463397	0.12263631053975971	0.13500572652454965	0.13705936190073975	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	8.7734853554183825E-2	0.10567700741911167	0.13149681035127805	0.13898321086211499	0.14224530653319276	



各利益推移

営業利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1998	2198	2300	2820	3430	経常利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	2073	2300	2530	2850	3460	当期利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1391	1627	1753	1970	2391	売上高	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	12498	14578	16775	18500	21000	売上総利益	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	7328	8674	9748	10750	12320	売上総利益率	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.58632042695110875	0.59502892859227585	0.5811057331596311	0.58108108108108103	0.58666666666666667	営業利益率	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.13500572652454965	0.13705936190073975	0.13107313122478476	0.12432432432432433	0.13428571428571429	経常利益率	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.13898321086211499	0.14224530653319276	0.13714100166926196	0.13675675675675675	0.1357142857142857	当期純利益率	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	9.365049838565212E-2	9.5419460643924148E-2	9.700652360603032E-2	9.4756756756756752E-2	9.3809523809523815E-2	





中計ｸﾞﾗﾌ  (事業別売上）

				売上高 ウリアゲ ダカ

						14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ		1７/3期 キ		18/3期 キ		19/3期予想 キ ヨソウ		20/3期計画 キ ケイカク		21/3期計画 キ ケイカク

				人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		5,152		5,967		6,629		8,155		9,915		11,258		13,171		15,314

				リクルーティング事業 ジギョウ		2,686		2,844		3,294		3,575		3,693		3,702		3,923		4,056

				情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		1,638		1,657		1,668		1,794		1,762		1,808		1,913		2,080

				その他 タ		724		809		906		1,052		1,404		1,731		1,991		2,398

				合計 ゴウケイ		10,200		11,277		12,497		14,576		16,774		18,499		20,998		19,768

				（連結）売上高 レンケツ ウリアゲ ダカ		10,202		11,279		12,498		14,578		16,775		18,500		21,000		23,850

				合計との差 ゴウケイ サ		(2)		(2)		(1)		(2)		(1)		(1)		(2)		(2)





				営業利益 エイギョウ リエキ

						14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ		1７/3期 キ		18/3期 キ		19/3期 予想 キ ヨソウ		20/3期 計画 キ ケイカク		21/3期 計画 キ ケイカク

				人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		712		1,141		1,136		1,491		1,735		1,866		2,234		2,540

				リクルーティング事業 ジギョウ		753		672		878		903		881		832		860		901

				情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		18		36		44		68		3		55		107		187

				その他 タ		41		52		99		182		198		167		243		426

				調整額 チョウセイ ガク		(491)		(519)		(471)		(647)		(619)		(621)		(625)		(626)

				合計 ゴウケイ		1,033		1,382		1,686		1,997		2,198		2,299		2,819		3,428

				（連結）営業利益 レンケツ エイギョウ リエキ		1,033		1,383		1,687		1,998		2,198		2,300		2,820		3,430

				合計との差 ゴウケイ サ		0		(1)		(1)		(1)		0		(1)		(1)		(2)



中期計画（事業別売上高）



人材サービス事業	

1７/3期	18/3期	19/3期予想	20/3期計画	21/3期計画	8155	9915	11258	13171	15314	リクルーティング事業	

1７/3期	18/3期	19/3期予想	20/3期計画	21/3期計画	3575	3693	3702	3923	4056	情報出版事業	

1７/3期	18/3期	19/3期予想	20/3期計画	21/3期計画	1794	1762	1808	1913	2080	その他	

1７/3期	18/3期	19/3期予想	20/3期計画	21/3期計画	1052	1404	1731	1991	2398	（連結）売上高	【[値]】
【[値]】
【[値]】
【[値]】
【[値]】

1７/3期	18/3期	19/3期予想	20/3期計画	21/3期計画	14578	16775	18500	21000	23850	【[値]】
合計	
1７/3期	18/3期	19/3期予想	20/3期計画	21/3期計画	14576	16774	18499	20998	19768	



中期計画（事業別営業利益）

人材サービス事業	
1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1491	1735	1866	2234	2540	リクルーティング事業	
1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	903	881	832	860	901	情報出版事業	
1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	68	3	55	107	187	その他	
1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	182	198	167	243	426	調整額	[値]
[値]
[値]
[値]
[値]

1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	-647	-619	-621	-625	-626	（連結）営業利益	【[値]】
【[値]】

【[値]】
【[値]】
【[値]】

1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1998	2198	2300	2820	3430	【[値]】
合計	1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1997	2198	2299	2819	3428	合計との差	1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	-1	0	-1	-1	-2	



（百万円）

（百万円）





FY3/19　業績・配当予想（前年同期比） (Mill ions of yen)

Amount Amount Amount Amount

Net sales 9,695 8,804 18,500 16,775

Gross profit 6,127 4,622 10,750 9,748

Selling, general and
administrative expenses 4,197 4,252 8,450 7,549

Operating profit 1,929 370 2,300 2,198

Ordinary profit 1,951 578 2,530 2,300

Profit attributable to owners of
parent 1,351 401 1,753 1,627

Dividend per share (yen) 19.0 19.0 38.0 35.0

YoY change YoY change YoY change

FY3/19

1H forecast 2H forecast Full year forecast

FY3/18
(Full year)

10.0%

2.0 yen

5.2%

2.1%

5.7%

(26.5)%

4.2%

0.8%

1.0 yen

15.4%

17.3%

19.0%

13.9%

11.8%

7.8%

3.0 yen

10.3%

10.3%

11.9%

4.6%

10.0%
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Earnings/dividends forecasts (YoY change)


中計（伸び率）



						Medium-term Management Plan（FY3/19～FY3/21）																（Millions of yen）

										FY3/１８		FY3/19				FY3/20				FY3/21

												forecast (YoY change)				forecast (YoY change)				forecast (YoY change)



						Net sales				16,775		18,500		(10.3%)		21,000		(13.5%)		23,850		(13.6%)

						Gross profit				9,748		10,750		(10.3%)		12,320		(14.6%)		14,080		(14.3%)

						Selling, general and 
administrative expenses 				7,549		8,450		(11.9%)		9,500		(12.4%)		10,650		(12.1%)

						Operating profit 				2,198		2,300		(4.6%)		2,820		(22.6%)		3,430		(21.6%)

						Ordinary profit 				2,300		2,530		(10.0%)		2,850		(12.6%)		3,460		(21.4%)

						Profit attributable to owners of parent				1,627		1,753		(7.8%)		1,970		(12.3%)		2,391		(21.4%)



						Gross margin		56.50%		58.1%		58.1%		(0.0pt)		58.7%		(0.6pt)		59.0%		(0.3pt)

						Operating margin				13.1%		12.4%		(-0.7pt)		13.4%		(1.0pt)		14.4%		(1.0pt)

						Ordinary margin				13.7%		13.7%		(0.0pt)		13.6%		(-0.1pt)		14.5%		(0.9pt)

						Profit attributable to 
owners of parent margin				9.7%		9.5%		(-0.2pt)		9.4%		(-0.1pt)		10.0%		(0.6pt)

						Note 1: QUICK reexamines and revises its medium-term management plan every year on a rolling basis.









						データ入力 ニュウリョク

						          期別 キ ベツ				FY3/１８		FY3/19				FY3/20				FY3/21

						  業績 ギョウセキ				実績 ジツ セキ		予想 ヨソウ		（対前年比） タイ ゼンネンヒ		計画 ケイカク		（対前年比） タイ ゼンネンヒ		計画 ケイカク		（対前年比） タイ ゼンネンヒ



						売上高 ウリアゲ ダカ				16,775,078		18,500,000		10.3%		21,000,000		13.5%		23,850,000		13.6%

						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				9,748,094		10,750,000		10.3%		12,320,000		14.6%		14,080,000		14.3%

						販管費 ハン				7,549,332		8,450,000		11.9%		9,500,000		12.4%		10,650,000		12.1%

						営業利益 エイギョウ リエキ				2,198,762		2,300,000		4.6%		2,820,000		22.6%		3,430,000		21.6%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				2,300,551		2,530,000		10.0%		2,850,000		12.6%		3,460,000		21.4%

						当期純利益 トウキ ジュン リエキ				1,627,292		1,753,565		7.8%		1,970,011		12.3%		2,391,319		21.4%



						売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ				58.1%		58.1%		-0.0pt		58.7%		0.6pt		59.0%		0.4pt

						営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				13.1%		12.4%		-0.7pt		13.4%		1.0pt		14.4%		1.0pt

						経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ				13.7%		13.7%		-0.0pt		13.6%		-0.1pt		14.5%		0.9pt

						当期利益率 トウキ リエキ リツ				9.7%		9.5%		-0.2pt		9.4%		-0.1pt		10.0%		0.6pt





中計（事業別売上 利益 伸び率）

				Medium-term Management Plan（Segment）（FY3/19～FY3/21）																		（Millions of yen）																				（単位：百万円） タンイ ヒャク マンエン

										FY3/１８		FY3/19				FY3/20				FY3/21

				Segment								forecast (YoY change)				forecast (YoY change)				forecast (YoY change)



				Sales		Human Resources
Services Business 				9,915		11,258		(13.5%)		13,171		(17.0%)		15,314		(16.3%)

						Recruiting Business				3,693		3,702		(0.2%)		3,923		(6.0%)		4,056		(3.4%)

						Information 
Publishing Business 				1,762		1,808		(2.6%)		1,913		(5.8%)		2,080		(8.7%)

						Other 				1,404		1,731		(23.3%)		1,991		(15.0%)		2,398		(20.4%)

						Total				16,775		18,500		(10.3%)		21,000		(13.5%)		23,850		(13.6%)



				Operating profit		Human Resources
Services Business 				1,735		1,866		(7.6%)		2,234		(19.7%)		2,540		(13.7%)

						Recruiting Business				881		832		(-5.6%)		860		(3.3%)		901		(4.8%)

						Information 
Publishing Business 				3		55		(1,523.8%)		107		(95.0%)		187		(74.3%)

						Other 				198		167		(-15.5%)		243		(45.2%)		426		(75.3%)

						Adjustment				(619)		(621)		(0.3%)		(625)		(0.7%)		(626)		(0.1%)

						Total				2,198		2,300		(4.6%)		2,820		(22.6%)		3,430		(21.6%)



																																										（単位：千円） タンイ センエン

				計画・実績  ケイカク ジッセキ						１８／３期 キ		１９／３期 キ				２０／３期 キ				２１／３期 キ

				報告セグメント ホウコク						実績 ジツ セキ		予想（対前年比） ヨソウ				計画（対前年比） ケイカク				計画（対前年比） ケイカク



				売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				9,915,233		11,258,064		13.5%		13,171,453		17.0%		15,314,573		16.3%

						リクルーティング事業				3,693,440		3,702,145		0.2%		3,923,472		6.0%		4,056,959		3.4%

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				1,762,265		1,808,733		2.6%		1,913,531		5.8%		2,080,344		8.7%

						その他 タ				1,404,138		1,731,058		23.3%		1,991,544		15.0%		2,398,124		20.4%

						計 ケイ				16,775,078		18,500,000		10.3%		21,000,000		13.5%		23,850,000		13.6%



				営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,735,060		1,866,242		7.6%		2,234,370		19.7%		2,540,638		13.7%

						リクルーティング事業				881,467		832,409		-5.6%		860,095		3.3%		901,172		4.8%

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				3,407		55,322		1523.8%		107,851		95.0%		187,959		74.3%

						その他 タ				198,416		167,652		-15.5%		243,454		45.2%		426,894		75.3%

						調整額 チョウセイ ガク				(619,588)		(621,625)		0.3%		(625,771)		0.7%		(626,663)		0.1%

						計 ケイ				2,198,762		2,300,000		4.6%		2,820,000		22.6%		3,430,000		21.6%





業績（前期比、計画比）



						前年同期比・予想比 ゼンネン ドウキヒ ヨソウ ヒ																（Millions of yen）

										FY3/18				FY3/17								FY3/18  forecast

														Results		YoY change 
(amount)		YoY change 
(%)				Plan		YoY change 
(amount)		YoY change 
(%)



						Net sales				16,775				14,578		2,196		15.1%				16,100		675		4.2%								1170				7445

						Gross profit				9,748				8,674		1,073		12.4%				9,360		388		4.1%								832				4823

						Selling, general and 
administrative expenses 				7,549				6,676		872		13.1%				7,190		359		5.0%								568				3283

						Operating profit 				2,198				1,998		200		10.0%				2,170		28		1.3%								264				1540

						Ordinary profit 				2,300				2,073		226		10.9%				2,250		50		2.2%								278				1582

						Profit attributable to owners of parent				1,627				1,391		236		17.0%				1,550		77		5.0%								215				1074







						データ入力 ニュウリョク																				（単位：千円） タンイ センエン

						計画・実績  ケイカク ジッセキ				18年3月期 ネン ガツキ				17年3月期 実績比 ネン ガツキ ジッセキ ヒ								18年3月期 計画 ネン ガツキ ケイカク

						  業績 ギョウセキ				実績 ジッセキ				実績 ジッセキ		増減額 ゾウゲンガク		前期比 ゼンキヒ				計画 ケイカク		増減額 ゾウゲンガク		計画比 ケイカク ヒ



						売上高 ウリアゲ ダカ				16,775,078				14,578,829		2,196,249		15.1%				16,100,000		675,078		4.2%

						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				9,748,094				8,674,825		1,073,269		12.4%				9,360,000		388,094		4.1%

						販管費 ハン カン ヒ				7,549,332				6,676,660		872,672		13.1%				7,190,000		359,332		5.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				2,198,762				1,998,165		200,597		10.0%				2,170,000		28,762		1.3%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				2,300,551				2,073,770		226,781		10.9%				2,250,000		50,551		2.2%

						親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュン リエキ				1,627,292				1,391,104		236,188		17.0%				1,550,000		77,292		5.0%





事業別業績（前年、計画）

				前年同期比・予想比 ゼンネン ドウキヒ ヨソウ ヒ																						（Millions of yen）

										FY3/１８				FY3/17								FY3/18  forecast

				Segment										Results		YoY change 
(amount)		YoY change 
(%)				Plan		YoY change 
(amount)		YoY change 
(%)



				Sales		Human Resources
Services Business 				9,915				8,155		1,759		21.6%				9,546		368		3.9%

						Recruiting Business				3,693				3,575		117		3.3%				3,673		19		0.5%

						Information 
Publishing Business 				1,762				1,794		(32)		-1.8%				1,727		34		2.0%

						Other 				1,404				1,052		351		33.4%				1,152		252		21.9%

						Total				16,775				14,578		2,196		15.1%				16,100		675		4.2%



				Operating profit		Human Resources
Services Business 				1,735				1,491		243		16.3%				1,639		95		5.8%

						Recruiting Business				881				903		(21)		-2.4%				870		11		1.3%

						Information 
Publishing Business 				3				68		(65)		-95.0%				22		(19)		-85.1%

						Other 				198				182		16		9.0%				210		(12)		-5.8%

						Adjustment				(619)				(647)		27		- 				(572)		(46)		- 

						Total				2,198				1,998		200		10.0%				2,170		28		1.3%



						                        （注）主な増減要因の数値は、セグメント内及びセグメント間の取引を含む増減としております。

																										（単位：千円） タンイ センエン

				期別・増減 キ ベツ ゾウゲン						18/3期
（第2Q）
実績 キ ダイ ジッセキ				17/3期  実績 キ ジッセキ								18/3期  業績予想 キ ギョウセキ ヨソウ

				報告セグメント ホウコク										実績 ジッセキ		増減費 ゾウゲン ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				予想 ヨソウ		増減額 ゾウゲンガク		予想比 ヨソウ ヒ



				売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				9,915,233				8,155,566		1,759,667		21.6%				9,546,585		368,648		3.9%

						リクルーティング事業				3,693,440				3,575,889		117,551		3.3%				3,673,552		19,888		0.5%

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				1,762,265				1,794,595		▲ 32,330		-1.8%				1,727,749		34,516		2.0%

						その他 タ				1,404,138				1,052,778		351,360		33.4%				1,152,114		252,024		21.9%

						計 ケイ				16,775,076				14,578,828		2,196,248		15.1%				16,100,000		675,076		4.2%



				営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,735,060				1,491,492		243,568		16.3%				1,639,330		95,730		5.8%

						リクルーティング事業				881,467				903,235		▲ 21,768		-2.4%				870,285		11,182		1.3%

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				3,407				68,557		▲ 65,150		-95.0%				22,806		▲ 19,399		-85.1%

						その他 タ				198,416				182,112		16,304		9.0%				210,565		▲ 12,149		-5.8%

						調整額 チョウセイ ガク				▲ 619,588				▲ 647,231		27,643		-4.3%				▲ 572,985		▲ 46,603		8.1%

						計 ケイ				2,198,762				1,998,165		200,597		10.0%				2,170,001		28,761		1.3%





18年３月期業績予想（前年同期比）

				FY3/19　業績・配当予想（前年同期比） ギョウセキ ハイトウ ヨソウ ゼンネン ドウキヒ																												(Millions of yen)

								FY3/19																								FY3/18
(Full year)						          　　　期別 キ ベツ				18年3月期
上期実績 ネン ガツキ カミキ ジッセキ		上期予想 カミキ ヨソウ										18年3月期
下期実績 ネン ガツキ シモキ ジッセキ		下期予想 シモキ ヨソウ										通期予想 ツウキ ヨソウ

								1H forecast								2H forecast								Full year forecast																				19年3月期 予想 ネン ガツキ ヨソウ						前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						19年3月期 予想 ネン ガツキ ヨソウ						前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				18年3月期 ネン ガツキ		19年3月期 ネン ガツキ		対前年比 タイ ゼンネンヒ

								Amount		YoY change						Amount		YoY change						Amount		YoY change						Amount						業績等 ギョウセキ トウ						1Q		２Q		上期 計 カミキ ケイ								3Q		４Q		下期 計 シモキ ケイ						実績 ジッセキ		予想 ヨソウ



				Net sales				9,695		15.4%						8,804		5.2%						18,500		10.3%						16,775						売上高 ウリアゲ ダカ				8,405,218		5,657,484		4,038,164		9,695,648		15.4%				8,369,860		4,061,410		4,742,942		8,804,352		5.2%				16,775,078		18,500,000		10.3%

				Gross profit				6,127		17.3%						4,622		2.1%						10,750		10.3%						9,748						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				5,222,153		3,886,681		2,240,707		6,127,388		17.3%				4,525,941		2,140,031		2,482,581		4,622,612		2.1%				9,748,094		10,750,000		10.3%

				Selling, general and 
administrative expenses 				4,197		19.0%						4,252		5.7%						8,450		11.9%						7,549						販管費 ハンカンヒ				3,527,552		2,162,161		2,035,555		4,197,716		19.0%				4,021,780		2,141,168		2,111,115		4,252,283		5.7%				7,549,332		8,449,999		11.9%

				Operating profit 				1,929		13.9%						370		(26.5)%						2,300		4.6%						2,198						営業利益 エイギョウ リエキ				1,694,600		1,724,519		205,152		1,929,671		13.9%				504,162		△ 1,137		371,466		370,329		-26.5%				2,198,762		2,300,000		4.6%

				Ordinary profit 				1,951		11.8%						578		4.2%						2,530		10.0%						2,300						経常利益 ケイジョウ リエキ				1,745,079		1,736,463		214,914		1,951,377		11.8%				555,472		140,047		438,576		578,623		4.2%				2,300,551		2,530,000		10.0%

				Profit attributable to owners of parent				1,351		10.0%						401		0.8%						1,753		7.8%						1,627						親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				1,228,555		1,205,078		146,718		1,351,796		10.0%				398,737		97,114		304,655		401,769		0.8%		537		1,627,292		1,753,565		7.8%



				Dividend per share (yen)				19.0		2.0 yen						19.0		1.0 yen						38.0		3.0 yen						35.0						1株当たり配当額（円） カブ ア ハイトウ ガク エン				17.0		0.0		19.0		19.0		2.0				18.0		0.0		19.0		19.0		1.0				35.0		38.0		3.0

																																																						※ 17年3月期 下期予想＝各所へのヒアリングをベースに原価、販管費を修正 ネン ガツキ シモキ ヨソウ カクショ ゲンカ ハンカンヒ シュウセイ





																																																						17/3期 下期予想 キ シモキ ヨソウ

																																																						17年3月期 ネン ガツキ				17年3月期 ネン ガツキ				計画比 ケイカク ヒ

																																																						計画 ※1 ケイカク				見通し① ※2 ミトオ



																																																		売上高 ウリアゲ ダカ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		販管費 ハンカンヒ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		営業利益 エイギョウ リエキ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		経常利益 ケイジョウ リエキ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ												ERROR:#DIV/0!				0



																																																		1株当たり配当額（円） カブ ア ハイトウ ガク エン				-				-				-

																																																						※1   17年3月期 下期計画＝期首通年計画－期首上半期計画 ネン ガツキ シモキ ケイカク キシュ ツウネン ケイカク キシュ カミハンキ ケイカク

																																																						※2   17年3月期 下期予想＝各所へのヒアリングをベースに原価、販管費を修正 ネン ガツキ シモキ ヨソウ カクショ ゲンカ ハンカンヒ シュウセイ



																																																						17/3期 下期予想 キ シモキ ヨソウ

																																																						17年3月期 ネン ガツキ				17年3月期 ネン ガツキ				計画比 ケイカク ヒ

																																																						見通し② ※1 ミトオ				見通し① ※2 ミトオ



																																																		売上高 ウリアゲ ダカ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		販管費 ハンカンヒ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		営業利益 エイギョウ リエキ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		経常利益 ケイジョウ リエキ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ												ERROR:#DIV/0!				0



																																																		1株当たり配当額（円） カブ ア ハイトウ ガク エン				-				-				-

																																																						※1   17年3月期 下期見通し②＝9末 各所へのヒアリング集計 ネン ガツキ シモキ ミトオ マツ カクショ シュウケイ

																																																						※2   17年3月期 下期予想＝各所へのヒアリングをベースに原価、販管費を修正 ネン ガツキ シモキ ヨソウ カクショ ゲンカ ハンカンヒ シュウセイ



																																																						17/3期 下期予想 キ シモキ ヨソウ

																																																						17年3月期 ネン ガツキ				17年3月期 ネン ガツキ				見通し ミトオ

																																																						上期実績 カミキ ジッセキ				期首計画 ※ キシュ ケイカク								対前年比 タイ ゼンネンヒ		計画比 ケイカク ヒ



																																																		売上高 ウリアゲ ダカ												0				0.0%		0.0%

																																																		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ												0				0.0%		0.0%

																																																		販管費 ハンカンヒ												0				0.0%		0.0%

																																																		営業利益 エイギョウ リエキ												0				0.0%		0.0%

																																																		経常利益 ケイジョウ リエキ												0				0.0%		0.0%

																																																		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ												0				0.0%		0.0%



																																																		1株当たり配当額（円） カブ ア ハイトウ ガク エン												0.0

																																																						※ 17年3月期 下期計画＝期首通年計画－期首上半期計画 ネン ガツキ シモキ ケイカク キシュ ツウネン ケイカク キシュ カミハンキ ケイカク



																																																						17/3期 下期予想 キ シモキ ヨソウ

																																																						17年3月期 ネン ガツキ				17年3月期 ネン ガツキ				見通し ミトオ

																																																						上期実績 カミキ ジッセキ				見通し② ※ ミトオ								対前年比 タイ ゼンネンヒ		計画比 ケイカク ヒ



																																																		売上高 ウリアゲ ダカ												0				0.0%		0.0%

																																																		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ												0				0.0%		0.0%

																																																		販管費 ハンカンヒ												0				0.0%		0.0%

																																																		営業利益 エイギョウ リエキ												0				0.0%		0.0%

																																																		経常利益 ケイジョウ リエキ												0				0.0%		0.0%

																																																		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ												0				0.0%		0.0%



																																																		1株当たり配当額（円） カブ ア ハイトウ ガク エン												0.0

																																																						※ 17年3月期 下期見通し②＝9末 各所へのヒアリング集計 ネン ガツキ シモキ ミトオ マツ カクショ シュウケイ





事業別予想①

				FY3/19 セグメント別業績予想（前年同期比） ベツ ギョウセキ ヨソウ ゼンネン ドウキヒ																														（Millions of yen）

										FY3/19 forecast																								FY3/18
full year results						          　　　期別 キ ベツ						18年3月期
上期実績 ネン ガツキ カミキ ジッセキ		上期予想 カミキ ヨソウ										18年3月期
下期実績 ネン ガツキ シモキ ジッセキ		下期予想 シモキ ヨソウ										通期予想 ツウキ ヨソウ

										1H forecast								2H forecast								Full year forecast																						19年3月期 ネン ガツキ						前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						19年3月期 ネン ガツキ						前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				18年3月期 ネン ガツキ		19年3月期 ネン ガツキ		対前年比 タイ ゼンネンヒ

				Segment						Amount		YoY change						Amount		YoY change						Amount		YoY change						Amount						業績等 ギョウセキ トウ								1Q		2Q		上期 計 カミキ ケイ								３Q		４Q		下期 計 シモキ ケイ						実績 ジッセキ		予想 ヨソウ



				Sales		Human Resources
Services Business 				6,336		16.7%						4,921		9.7%						11,258		13.5%						9,915						売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				5,428,923		3,905,126		2,431,596		6,336,722		16.7%				4,486,310		2,277,066		2,644,276		4,921,342		9.7%				9,915,233		11,258,064		13.5%

						Recruiting Business				1,633		4.0%						2,068		-2.6%						3,702		0.2%						3,693								リクルーティング事業				1,569,720		850,651		782,607		1,633,258		4.0%				2,123,720		823,021		1,245,866		2,068,887		-2.6%				3,693,440		3,702,145		0.2%

						Information 
Publishing Business 				859		3.0%						949		2.3%						1,808		2.6%						1,762								情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				834,703		442,565		417,006		859,571		3.0%				927,562		495,061		454,101		949,162		2.3%				1,762,265		1,808,733		2.6%

						Other 				866		51.4%						864		3.9%						1,731		23.3%						1,404								その他 タ				571,870		459,142		406,955		866,097		51.4%				832,268		466,263		398,699		864,962		3.9%				1,404,138		1,731,059		23.3%

						Total				9,695		15.4%						8,804		5.2%						18,500		10.3%						16,775								計 ケイ				8,405,218		5,657,484		4,038,164		9,695,648		15.4%				8,369,860		4,061,410		4,742,942		8,804,352		5.2%				16,775,078		18,500,000		10.3%



				Operating profit		Human Resources
Services Business 				1,844		15.7%						21		-84.5%						1,866		7.6%						1,735						営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,593,579		1,647,126		197,236		1,844,362		15.7%				141,481		-129,874 		151,754		21,880		-84.5%				1,735,060		1,866,242		7.6%

						Recruiting Business				315		-2.3%						516		-7.4%						832		-5.6%						881								リクルーティング事業				322,943		173,080		142,414		315,494		-2.3%				558,524		168,370		348,545		516,915		-7.4%				881,467		832,409		-5.6%

						Information 
Publishing Business 				(4)		-80.3%						59		136.6%						55		1,523.8%						3								情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				-21,789 		7,839		-12,129 		-4,290 		-80.3%				25,196		42,813		16,799		59,612		136.6%				3,407		55,322		1523.8%

						Other 				93		-5.0%						74		-25.9%						167		-15.5%						198								その他 タ				98,388		69,469		24,024		93,493		-5.0%				100,028		65,673		8,486		74,159		-25.9%				198,416		167,652		-15.5%

						Adjustment				(319)		- 						(302)		- 						(621)		- 						(619)								調整額 チョウセイ ガク				-298,520 		-172,994 		-146,394 		-319,388 		7.0%				-321,068 		-148,119 		-154,118 		-302,237 		-5.9%				-619,588 		-621,625 		0.3%

						Total				1,929		13.9%						370		-26.5%						2,300		4.6%						2,198								計 ケイ				1,694,600		1,724,519		205,152		1,929,671		13.9%				504,162		-1,137 		371,466		370,329		-26.5%				2,198,762		2,300,000		4.6%













ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上 利益

		○売上高 ウリアゲ ダカ

				2012年3月期 ネン ガツキ		2013年3月期 ネン ガツキ		2014年3月期 ネン ガツキ		2015年3月期 ネン ガツキ		2016年3月期 ネン ガツキ		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ

		人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		3,603		4,193		5,153		5,967		6,629		8,155		9,915

		リクルーティング事業 ジギョウ		1,980		2,285		2,686		2,844		3,294		3,575		3,693

		情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		1,602		1,651		1,639		1,657		1,668		1,794		1,762

		その他 タ		556		577		724		809		906		1,052		1,404

		計 ケイ		7,742		8,708		10,202		11,279		12,498		14,578		16,775







		○営業利益 エイギョウ リエキ

				2012年3月期 ネン ガツキ		2013年3月期 ネン ガツキ		2014年3月期 ネン ガツキ		2015年3月期 ネン ガツキ		2016年3月期 ネン ガツキ		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ

		人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		516		460		713		1,141		1,136		1,491		1,735

		リクルーティング事業 ジギョウ		466		571		754		672		878		903		881

		情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		23		9		18		36		44		68		3

		その他 タ		14		5		41		52		99		182		198

		計 ケイ		540		658		1,033		1,383		1,687		1,998		2,198

		○売上高 ウリアゲ ダカ

				2012年3月期 ネン ガツキ		2013年3月期 ネン ガツキ		2014年3月期 ネン ガツキ		2015年3月期 ネン ガツキ		2016年3月期 ネン ガツキ		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ

		人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		3,603		4,194		5,153		5,968		6,629		8,156		9,915

		リクルーティング事業 ジギョウ		1,980		2,286		2,686		2,845		3,294		3,576		3,693

		情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		1,602		1,651		1,639		1,657		1,669		1,795		1,762

		その他 タ		557		577		724		810		907		1,053		1,404

		計 ケイ		7,742		8,708		10,202		11,280		12,499		14,579		16,775







		○営業利益 エイギョウ リエキ

				2012年3月期 ネン ガツキ		2013年3月期 ネン ガツキ		2014年3月期 ネン ガツキ		2015年3月期 ネン ガツキ		2016年3月期 ネン ガツキ		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ

		人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		517		460		713		1,142		1,136		1,491		1,735

		リクルーティング事業 ジギョウ		467		572		754		672		879		903		881

		情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		23		9		18		36		44		69		3

		その他 タ		15		6		41		53		99		182		198

		計 ケイ		1,021		1,047		1,526		1,903		2,158		2,645		2,818



売上高



人材サービス事業	

2013年3月期	2018年3月期	4193	9915	リクルーティング事業	

2013年3月期	2018年3月期	2285	3693	情報出版事業	

2013年3月期	2018年3月期	1651	1762	その他	

2013年3月期	2018年3月期	577	1404	計	【[値]】
【[値]】

2013年3月期	2018年3月期	8708	16775	【[値]】








2018年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1735.06	881.46699999999998	3.407	198.416	2012年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	516.52300000000002	466.98899999999998	23.289000000000001	14.547000000000001	2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	460.32900000000001	571.66399999999999	9.3170000000000002	5.9	2014年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	712.505	753.81600000000003	18.161000000000001	41.274000000000001	2015年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1141.539	672.39300000000003	36.479999999999997	52.722999999999999	2016年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1136.4110000000001	878.56100000000004	44.136000000000003	99.322999999999993	2017年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1491.492	903.23500000000001	68.557000000000002	182.11199999999999	
営業利益

人材サービス事業	
2013年3月期	2018年3月期	460	1735	リクルーティング事業	
2013年3月期	2018年3月期	571	881	情報出版事業	
2013年3月期	2018年3月期	9	3	その他	
2013年3月期	2018年3月期	5	198	計	【[値]】
【[値]】

2013年3月期	2018年3月期	658	2198	【[値]】




売上高 2013年3月期

○売上高	2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	4193.6909999999998	2285.7370000000001	1651.164	577.43899999999996	○売上高	2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	4193	2285	1651	577	○売上高	2014年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	5152.8919999999998	2686.4229999999998	1638.604	724.10900000000004	○売上高	2015年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	5967	2844	1657	809	○売上高	2016年3月期	
人材サービス	事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	6629	3294	1668	906	○売上高	2017年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	8155	3575	1794	1052	○売上高	2018年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	9915	3693	1762	1404	
売上高 2018年3月期

○売上高	2018年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	9915.2330000000002	3693.44	1762.2650000000001	1404.1379999999999	○売	上高	2012年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	3603.194	1980.3240000000001	1602.1010000000001	556	○売上高	2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	4193	2285	1651	577	○売上高	2014年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	5152.8919999999998	2686.4229999999998	1638.604	724.10900000000004	○売上高	2015年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	5967	2844	1657	809	
営業利益 2013年3月期

○営業利益	2013年3月期	


人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	460.32900000000001	571.66399999999999	9.3170000000000002	5.9	○営業利益	2013年3月期	[パーセンテージ]

[パーセンテージ]

人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	460	571	9	5	○営業利益	2014年3月期	[パーセンテージ]
[パーセンテージ]

人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	712.505	753.81600000000003	18.161000000000001	41.274000000000001	○営業利益	2015年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1141	672	36	52	○営業利益	2016年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1136.4110000000001	878	44.136000000000003	99.322999999999993	
営業利益 2018年3月期

○営業利益	2018年3月期	

人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1735.06	881.46699999999998	3.407	198.416	○営業利益	2012年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	516	466	23.289000000000001	14	○営業利益	2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	460	571	9	5	○営業利益	2014年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	712.505	753.81600000000003	18.161000000000001	41.274000000000001	○営業利益	2015年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1141	672	36	52	
2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	460.32900000000001	571.66399999999999	9.3170000000000002	5.9	2012年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	516.52300000000002	466.9889999999	9998	23.289000000000001	14.547000000000001	
2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その	他	4193.6909999999998	2285.7370000000001	1651.164	577.43899999999996	2012年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	3603.194	1980.3240000000001	1602.1010000000001	556.50199999999995	
2018年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	9915.2330000000002	3693.44	1762.2650000000001	1404.1379999999999	2018年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	9915.2330000000002	3693.44	1762.2650000000001	1404.1379999999999	2012年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	3603.194	1980.3240000000001	1602.1010000000001	556.50199999999995	2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	4193.6909999999998	2285.7370000000001	1651.164	577.43899999999996	2014年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	5152.8919999999998	2686.4229999999998	1638.604	724.10900000000004	2015年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	5967.616	2844.7559999999999	1657.326	809.91200000000003	2016年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	6629.3620000000001	3294.1689999999999	1668.645	906.678	
■人材サービス事業    ■リクルーティング事業    ■情報出版事業    ■その他

(百万円)



半期業績推移

						11/3期（通） キ ツウ				12/3期（通） キ ツウ				13/3期（通） キ ツウ				14/3期（通） キ ツウ				15/3期（通） キ ツウ				16/3期（通） キ ツウ				17/3期（通） キ ツウ				18/3期（通） キ ツウ

		売上高 ウリアゲ ダカ				6,608,430				7,742,123				8,708,033				10,202,030				11,279,612				12,498,855				14,578,829				16,775,078

		経常利益 ケイジョウ リエキ				258,607				571,196				763,998				1,078,120				1,483,233				1,737,131				2,073,770				2,300,551



				11/3上期 カミ キ		11/3下期 シタ キ		12/3上期 カミ キ		12/3下期 シタ キ		13/3上期 カミ キ		13/3下期 シタ キ		14/3上期 カミ キ		14/3下期 シタ キ		15/3上期 カミ キ		15/3下期 シタ キ		16/3上期 カミ キ		16/3下期 シタ キ		17/3上期 カミ キ		17/3下期 シタ キ		18/3上期 カミ キ		18/3下期 シタ キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		3,130,241		3,478,189		3,712,017		4,030,106		4,334,974		4,373,059		5,004,089		5,197,941		5,779,470		5,500,142		6,274,848		6,224,007		7,445,831		7,132,998		8,405,218		8,369,860

		経常利益 ケイジョウ リエキ		180,661		77,946		444,505		126,691		682,468		81,530		938,421		139,699		1,206,884		276,349		1,303,985		433,146		1,582,727		491,043		1,745,079		555,472

						30.1%				22.2%				10.7%				13.0%				18.6%				24.9%				23.7%				24.1%



		(グラフ）

				11/3上期 カミ キ		下期 シタ キ		12/3上期 カミ キ		下期 シタ キ		13/3上期 カミ キ		13/3下期 シタ キ		14/3上期 カミ キ		14/3下期 シタ キ		15/3上期 カミ キ		15/3下期 シタ キ		16/3上期 カミ キ		16/3下期 シタ キ		17/3上期 カミ キ		17/3下期 シタ キ		18/3上期 カミ キ		18/3下期 シタ キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		3,130		3,478		3,712		4,030		4,334		4,373		5,004		5,197		5,779		5,500		6,274		6,224		7,445		7,132		8,405		8,369

		経常利益 ケイジョウ リエキ		180		77		444		126		682		81		938		139		1,206		276		1,303		433		1,582		491		1,745		555



































売上高（上/下期）



売上高	

14/3上期	14/3下期	15/3上期	15/3下期	16/3上期	16/3下期	17/3上期	17/3下期	18/3上期	18/3下期	5004	5197	5779	5500	6274	6224	7445	7132	8405	8369	





経常利益（上/下期）



経常利益	

14/3上期	14/3下期	15/3上期	15/3下期	16/3上期	16/3下期	17/3上期	17/3下期	18/3上期	18/3下期	938	139	1206	276	1303	433	1582	491	1745	555	売上高	14/3上期	14/3下期	15/3上期	15/3下期	16/3上期	16/3下期	17/3上期	17/3下期	18/3上期	18/3下期	5004	5197	5779	5500	6274	6224	7445	7132	8405	8369	







四半期業績推移

						11/3期（通） キ ツウ				12/3期（通） キ ツウ				13/3期（通） キ ツウ				14/3期（通） キ ツウ				15/3期（通） キ ツウ				16/3期（通） キ ツウ				17/3期（通） キ ツウ				18/3期（通） キ ツウ

		売上高 ウリアゲ ダカ				6,608,430				7,742,123				8,708,033				10,202,030				11,279,612				12,498,855				14,578,829				16,100,000

		経常利益 ケイジョウ リエキ				258,607				571,196				763,998				1,078,120				1,483,233				1,737,131				2,073,770				2,250,000



				11/3上期 カミ キ		11/3下期 シタ キ		12/3上期 カミ キ		12/3下期 シタ キ		13/3上期 カミ キ		13/3下期 シタ キ		14/3上期 カミ キ		14/3下期 シタ キ		15/3上期 カミ キ		15/3下期 シタ キ		16/3上期 カミ キ		16/3下期 シタ キ		17/3上期 カミ キ		17/3下期 シタ キ		18/3上期 カミ キ		18/3下期 シタ キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		3,130,241		3,478,189		3,712,017		4,030,106		4,334,974		4,373,059		5,004,089		5,197,941		5,779,470		5,500,142		6,274,848		6,224,007		7,445,831		7,132,998		8,405,218		7,694,782

		経常利益 ケイジョウ リエキ		180,661		77,946		444,505		126,691		682,468		81,530		938,421		139,699		1,206,884		276,349		1,303,985		433,146		1,582,727		491,043		1,745,079		504,921

						30.1%				22.2%				10.7%				13.0%				18.6%				24.9%				23.7%				22.4%



		(グラフ）

				11/3上期 カミ キ		下期 シタ キ		12/3上期 カミ キ		下期 シタ キ		13/3上期 カミ キ		13/3下期 シタ キ		14/3上期 カミ キ		14/3下期 シタ キ		15/3上期 カミ キ		15/3下期 シタ キ		16/3上期 カミ キ		16/3下期 シタ キ		17/3上期 カミ キ		17/3下期 シタ キ		18/3上期 カミ キ		18/3下期 シタ キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		3,130		3,478		3,712		4,030		4,334		4,373		5,004		5,197		5,779		5,500		6,274		6,224		7,445		7,132		8,405		7,694

		経常利益 ケイジョウ リエキ		180		77		444		126		682		81		938		139		1,206		276		1,303		433		1,582		491		1,745		504



										12/3期 キ								13/3期 キ								14/3期 キ								15/3期 キ								16/3期 キ								17/3期 キ								18/3期 キ								19/3期 キ

		売上高 ウリアゲ ダカ								7,742,123								8,708,033								10,202,030								11,279,612								12,498,855								14,578,829

		経常利益 ケイジョウ リエキ								571,196								763,998								1,078,120								1,483,233								1,737,131								2,073,770



				１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,960,353		1,751,664		1,978,499		2,051,607		2,476,762		1,858,212		2,191,053		2,182,006		2,851,219		2,152,870		2,538,271		2,659,670		3,308,110		2,471,360		2,394,609		3,105,533		3,473,602		2,801,246		2,727,763		3,496,244		4,171,543		3,274,288		3,199,385		3,933,613		4,823,465		3,581,753		3,812,975		4,556,885

		経常利益 ケイジョウ リエキ		381,417		63,088		116,048		10,643		689,995		(7,527)		66,483		15,047		924,341		14,080		129,980		9,719		1,039,026		167,858		70,048		206,301		991,574		312,411		67,612		365,534		1,315,665		267,062		169,932		321,111		1,471,023		274,056		238,187		317,285





		（グラフ）

				12/3期 キ								13/3期 キ								14/3期 キ								15/3期 キ								16/3期 キ								17/3期 キ								18/3期 キ

				１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,960		1,751		1,978		2,051		2,476		1,858		2,191		2,182		2,851		2,152		2,538		2,659		3,308		2,471		2,394		3,105		3,473		2,801		2,727		3,496		4,171		3,274		3,199		3,933		4,823		3,581		3,812		4,556

		経常利益 ケイジョウ リエキ		381		63		116		10		689		(7)		66		15		924		14		129		9		1,039		167		70		206		991		312		67		365		1,315		267		169		321		1,471		274		238		317





















売上高（四半期）



売上高	

１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	2476	1858	2191	2182	2851	2152	2538	2659	3308	2471	2394	3105	3473	2801	2727	3496	4171	3274	3199	3933	4823	3581	3812	4556	経常利益	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	689	-7	66	15	924	14	129	9	1039	167	70	206	991	312	67	365	1315	267	169	321	1471	274	238	317	





経常利益（四半期）



経常利益	

１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	689	-7	66	15	924	14	129	9	1039	167	70	206	991	312	67	365	1315	267	169	321	1471	274	238	317	売上高	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	2476	1858	2191	2182	2851	2152	2538	2659	3308	2471	2394	3105	3473	2801	2727	3496	4171	3274	3199	3933	4823	3581	3812	4556	







従業員推移

						（合計） ゴウケイ		人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		リクルーティング事業 ジギョウ		情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		その他 タ		共通他 キョウツウ タ		合計 ゴウケイ

				12／3期 キ		478		168		115		128		44		23		478

				12／9末 マツ		536		207		126		136		45		22		536

				13／3期 キ		531		201		131		132		44		23		531				べ   2

				13／9末 マツ		585		222		149		145		45		24		585				べ   3

				14／3期 キ		579		227		151		133		43		25		579				べ   3

				14／9末 マツ		652		261		183		137		47		24		652				べ   2

				15／3期 キ		650		268		179		133		45		25		650				べ   3

				15／9末 マツ		717		299		211		138		46		23		717				べ   3

				16／3期 キ		741		307		214		146		52		22		741		メ   2		べ   2

				16／9末 マツ		850		352		238		150		53		57		850		メ   4		べ   3		ワ   29

				17／3期 キ		852		361		228		150		52		61		852		メ   3		べ   3		ワ   35		ﾈｯﾄ  31		海外  21 カイガイ		全社  20 ゼンシャ

				17／9末 マツ		956		467		238		163		60		28		956		メ   5		べ   6		ワ   54		ﾈｯﾄ  32		海外  28 カイガイ		全社  20 ゼンシャ		QG   2

				18／3期 キ		979		503		221		154		74		26		978		メ   5		べ   4		ワ   60		ﾈｯﾄ  31		海外  43 カイガイ		全社  20 ゼンシャ		QG   2



（名） 

セグメント別従業員数の推移

（13年3月期末～18年3月期末）



人材サービス事業	

13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	201	227	268	307	361	503	リクルーティング事業	

13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	131	151	179	214	228	221	情報出版事業	

13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	132	133	133	146	150	154	その他	

13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	44	43	45	52	52	74	共通他	[値](2)
[値](3)
[値](3)
[値](4)
[値](41)
[値](6)

13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	23	25	25	22	61	26	合計	
13／3期	14／3期	15／3期	16／	3期	17／3期	18／3期	531	579	650	741	852	978	（合計）	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	531	579	650	741	852	979	



従業員数の推移（グループ全体）

合計	
13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	531	579	650	741	852	978	（合計）	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	531	579	650	741	852	979	人材サービス事業	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	201	227	268	307	361	503	リクルーティング事業	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	131	151	179	214	228	221	情報出版事業	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	132	133	133	146	150	154	その他	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	44	43	45	52	52	74	共通他	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	23	25	25	22	61	26	


（注） 従業員数は、期末時点の「正社員数＋臨時社員数（社保有り）」で示しております。
（注） 共通他には、内数として連結対象外子会社の人数を含めており（ ）で示しております。

（人）



従業員の状況

						セグメント別／拠点別　従業員数（2018年３月末） ベツ キョテン ベツ ジュウギョウイン スウ ネン ガツ マツ																								（単位：人）

						拠　点 キョ テン		大阪 オオサカ		東京 トウキョウ		名古屋 ナゴヤ		金沢・富山 カナザワ トヤマ		仙台 センダイ		中国 チュウゴク		アメリカ		ﾒｷｼｺ		英国 エイコク		その他 タ				従業員数(注） ジュウギョウイン スウ チュウ

						事　業 コト ギョウ		梅田・堺 ウメダ サカイ		赤坂・横浜 アカサカ ヨコハマ				福井・新潟 フクイ ニイガタ												国内 コクナイ		海外 カイガイ

						人材サービス事業 ジギョウ		○		○		○		○		○														503

																														（38）

						リクルーティング事業 ジギョウ		○		○		○																		221

																														（54）

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ								○																154

																														（29）

						ネット関連事業 カンレン ジギョウ		○		○																				31

																														（4）

						海外事業 カイガイ ジギョウ												○		○		○		○						43

																														（3）

						（本社部門） ホンシャ ブモン		○		○																○		○		26

																														（3）

						従業員数 ジュウギョウイン スウ		278		427		47		174		3		8		15		5		15		2		4		978

								（53）		（32）		（7）		（33）		（0）		（0）		（2）		(0)		(1)		（1）		（2）		(131)

						構成比 コウセイヒ		28.4%		43.7%		4.8%		17.8%		0.3%		0.8%		1.5%		0.5%		1.5%		0.2%		0.4%		100%

						（注）１. 臨時従業員数は、内数として（　）で示しております。 チュウ リンジ ジュウギョウイン スウ ウチスウ シメ

						（注）２. 海外の拠点は次のとおりです。中国（上海）、アメリカ（ニューヨーク、ロサンゼルス）、メキシコ（アグアスカリエンテス）、英国（ロンドン） チュウ カイガイ キョテン ツギ チュウゴク シャンハイ エイコク

						（注）３. その他は、非連結対象子会社を示しております。（国内：クイックグローバル、海外：ベトナム(ホーチミン)） チュウ ヒ











						クイック		128		176		27		0		0		0		0										331

						アイ・キュー		2		19		0		0		0		0		0										21

						ケー・シー・シー		0		0		0		121		0		0		0										121

						キャリア		6		5		4		13		3		0		0										31

						上海 シャンハイ		0		0		0		0		0		12		0										12

						USA		0		0		0		0		0		0		8										8

						合計 ゴウケイ		136		200		31		134		3		12		8										524						←人員表と一致 ジンイン ヒョウ イッチ





						構成比の調整 コウセイヒ チョウセイ

						調整前 チョウセイ マエ		28.4%		43.7%		4.8%		17.8%		0.3%		0.8%		1.5%										99.9%

						調整後 チョウセイ ゴ		25.4%		35.4%		5.7%		28.0%		1.2%		2.3%		2.0%										100.0%

						差 サ		-3.0%		-8.3%		0.9%		10.2%		0.9%		1.5%		0.5%										0.1%





						事業別／拠点別　従業員数（2012年３月末） ジギョウ ベツ キョテン ベツ ジュウギョウイン スウ ネン ガツ マツ																								（単位：人） タンイ ニン

						拠　点 キョ テン		大阪 オオサカ		東京 トウキョウ		名古屋 ナゴヤ		金沢・富山 カナザワ トヤマ		仙台 センダイ		中国 チュウゴク		アメリカ						その他 タ				【従業員数】 ジュウギョウイン スウ

						事　業 コト ギョウ		梅田・堺 ウメダ サカイ		赤坂・横浜 アカサカ ヨコハマ				福井・新潟 フクイ ニイガタ				上海 シャンハイ		ＮＹ・ＬＡ						国内 コクナイ		海外 カイガイ

						人材サービス(紹介）		○		○		○		○		○										○				369

																														(27)

						リクルーティング		○		○		○																		175

																														(53)

						情報出版 ジョウホウ シュッパン				（注2） チュウ				○																120

																														(30)

						ネット関連 カンレン		○		○		○																		25

																														(6)

						海外 カイガイ												○		○								○		24

																														(3)

						（本社管理部門） ホンシャ カンリ ブモン		○																						20

																														（0）

						従業員数 ジュウギョウイン スウ		189

株式会社クイック: R大阪+紹介大阪+全社　95名
エリア堺4名
IQ　2名
CS　8名		332

株式会社クイック: R東京+紹介東京+吉越+根本　100名
横浜　8名
IQ　23名
CS　6名（クイック雇用）
　　　1名（KCC雇用）
KCC　4名		36

株式会社クイック: R名古屋+紹介名古屋　22名
IQ 1名
CS　2名（クイック雇用）
　　　1名（KCC雇用）		134

株式会社クイック: KCC　121名
CS　11名		3		6		11						17		5		733

																										（18）		(1)		(119)

						(構成比) コウセイヒ		25.1%		42.8%		5.2%		19.6%		0.4%		0.7%		1.4%						4.1%		0.7%		［100%］

								214		365		44		167		3		6		12						35		6		852



						（注1）臨時従業員数は（　）内、外数で表示しております。 チュウ リンジ ジュウギョウイン スウ ナイ ソト スウ ヒョウジ

						（注2）（株）ケー・シー・シー東京支店は2011年3月末に閉鎖いたしましたが、従業員（4名）は情報出版事業/東京拠点の人員として チュウ カブ トウキョウ シテン ネン ガツ マツ ヘイサ ジュウギョウイン メイ ジョウホウ シュッパン ジギョウ トウキョウ キョテン ジンイン

						　　　　集計しております。





事業別予想②

				2018年３月期 事業別業績予想（予想比） ネン ガツキ ジギョウ ベツ ギョウセキ ヨソウ ヨソウ ヒ

				          　　　期別   キ ベツ						１９／３期 キ																								１８／３期
（通期実績） キ ツウキ ジッセキ						          　　　期別 キ ベツ						上期予想 カミキ ヨソウ												下期予想 シモキ ヨソウ								通期予想 ツウキ ヨソウ

										（上期予想） ヨソウ								（下期予想）								(通期予想）																				18年3月期 ネン ガツキ		19年3月期 ネン ガツキ						前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				18年3月期 ネン ガツキ		19年3月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				18年3月期 ネン ガツキ		19年3月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				  業績等 ギョウセキ トウ						金額 キンガク		予想比 ヨソウ ヒ						金額 キンガク		予想比 ヨソウ ヒ						金額 キンガク		予想比 ヨソウ ヒ						金額 キンガク						業績等 ギョウセキ トウ						上期実績 カミキ ジッセキ		1Q予想 ヨソウ		2Q予想 ヨソウ		上期予想 カミキ ヨソウ						下期実績 シモキ ジッセキ		下期予想 シモキ ヨソウ						通期実績 ツウキ ジッセキ		通期予想 ツウキ ヨソウ



				売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				5,428		1.1%						3,994		▲ 3.0%						11,258		▲ 0.7%						9,915						売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				5,428,923						0		0.0%				4,486,310				0.0%				9,915,233		0		0.0%

						リクルーティング事業				1,569		▲ 2.4%						2,063		▲ 1.9%						3,702		▲ 2.1%						3,693								リクルーティング事業				1,569,720						0		0.0%				2,123,720				0.0%				3,693,440		0		0.0%

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				834		▲ 3.8%						908		▲ 4.2%						1,808		▲ 4.0%						1,762								情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				834,703						0		0.0%				927,562				0.0%				1,762,265		0		0.0%

						その他 タ				571		13.2%						728		25.5%						1,731		19.8%						1,404								その他 タ				571,870						0		0.0%				832,268				0.0%				1,404,138		0		0.0%

						計 ケイ				8,405		0.7%						7,694		▲ 0.7%						18,500		0.0%						16,775								計 ケイ				8,405,218						0		0.0%				9,369,860				0.0%				16,775,076		0		0.0%



				営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,593		4.4%						65		43.7%						1,866		5.5%						1,735						営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,593,579						0		0.0%				141,481				0.0%				1,735,060		0		0.0%

						リクルーティング事業				322		▲ 1.6%						541		▲ 1.0%						832		▲ 1.2%						881								リクルーティング事業				322,943						0		0.0%				558,524				0.0%				881,467		0		0.0%

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				▲ 21		— ％						54		▲ 35.7%						55		▲ 70.5%						3								情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				-21,789 						0		0.0%				25,196				0.0%				3,407		0		0.0%

						その他 タ				98		74.1%						88		▲ 21.3%						167		10.6%						198								その他 タ				98,388						0		0.0%				100,028				0.0%				198,416		0		0.0%

						調整額 チョウセイ ガク				▲ 298		6.0%						▲ 274		— %						▲ 621		3.0%						▲ 619								調整額 チョウセイ ガク				-298,520 						0		0.0%				-321,068 				0.0%				-619,588 		0		0.0%

						計 ケイ				1,694		2.4%						475		▲ 7.7%						2,300		0.0%						2,198								計 ケイ				1,694,600						0		0.0%				504,162		0		0.0%				2,198,762		0		0.0%













Sheet1





配当推移 （中間・期末) 

						12/3期 キ		13/3期 キ		14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ		17/3期 キ		18/3期 キ		19/3期（予想） キ ヨソウ

				第2四半期末 ダイ シ ハンキ マツ		2.0		4.0		5.0		12.0		13.0		14.0		17.0		19.0

				期末 キマツ		4.0		4.0		8.0		9.0		12.0		16.0		18.0		19.0

				計 ケイ		6.0		8.0		13.0		21.0		25.0		30.0		35.0		38.0



						12/3期 キ		13/3期 キ		14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ		17/3期 キ		18/3期 キ		18/3期（予想） キ ヨソウ

				配当性向（％） ハイトウ セイコウ		31.2		31.6		36.7		39.9		40.1		40.5		40.4		40.7









［年間配当］

１株当たり年間配当金額の推移

第2四半期末	[値]※

15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期（予想）	12	13	14	17	19	期末	18.0

15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期（予想）	9	12	16	18	19	［[値]］
［[値]］
［[値]］
［[値]］
[[値]]
15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期（予想）	21	25	30	35	38	

［6.0］

(注) １. ※　東証一部指定記念配当５.０円を含んでおります。
(注) ２. 16年3月期より、配当性向を30％から40％としております。
          



中計



						中期計画（19/3期～21/3期） チュウキ ケイカク キ キ														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						                   期別  キ ベツ				１７／３期 キ		１８／３期 キ				１９／３期 キ		２０／３期 キ		２１／３期 キ

						 業績 ギョウセキ				（実績） ジッセキ		（実績） ジッセキ				（予想） ヨソウ		（計画） ケイカク		（計画） ケイカク



						売上高 ウリアゲ ダカ				14,578		16,775				18,500		21,000		23,850

						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				8,674		9,748				10,750		12,320		14,080

						販売費及び
一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				6,676		7,549				8,450		9,500		10,650

						営業利益 エイギョウ リエキ				1,998		2,198				2,300		2,820		3,430

						経常利益 ケイジョウ リエキ				2,073		2,300				2,530		2,850		3,460

						親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウ キ ジュンリエキ				1,391		1,627



						売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ		56.50%		59.5%		58.1%				58.1%		58.7%		59.0%

						営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				13.7%		13.1%				12.4%		13.4%		14.4%

						経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ				14.2%		13.7%				13.7%		13.6%		14.5%

						親会社株主に帰属する
当期純利益率 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ リツ				9.5%		9.7%

						（注１）当社はローリング方式により中期計画を見直しております。 チュウ トウシャ ホウシキ チュウキ ケイカク ミナオ









						データ入力 ニュウリョク

						          期別 キ ベツ				１７／３期		１８／３期				１９／３期		２０／３期		２１／３期

						  業績 ギョウセキ				（実績） ジッセキ		（実績） ジッセキ				（予想） ヨソウ		（計画） ケイカク		（計画） ケイカク



						売上高 ウリアゲ ダカ				14,578,829		16,775,078				18,500,000		21,000,000		23,850,000

						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				8,674,825		9,748,094				10,750,000		12,320,000		14,080,000

						販管費 ハン				6,676,660		7,549,332				8,450,000		9,500,000		10,650,000

						営業利益 エイギョウ リエキ				1,998,165		2,198,762				2,300,000		2,820,000		3,430,000

						経常利益 ケイジョウ リエキ				2,073,770		2,300,551				2,530,000		2,850,000		3,460,000

						当期純利益 トウキ ジュン リエキ				1,391,104		1,627,292



						売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ				59.5%		58.1%				58.1%		58.7%		59.0%

						営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				13.7%		13.1%				12.4%		13.4%		14.4%

						経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ				14.2%		13.7%				13.7%		13.6%		14.5%

						当期利益率 トウキ リエキ リツ				9.5%		9.7%				0.0%		0.0%		0.0%





中計（事業別 売上 利益）

				中期計画 事業別（19/3期～21/3期） チュウキ ケイカク ジギョウ ベツ キ キ														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン																				（単位：百万円） タンイ ヒャク マンエン

				期別  キ ベツ						１７／３期
(実績)		１８／３期
(実績)		１９／３期
(予想) ヨソウ		２０／３期
(計画) キ ケイカク		２１／３期
(計画) ケイカク

				 報告セグメント ホウコク



				売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				8,155		9,915		11,358		13,221		15,384

						リクルーティング事業				3,575		3,693		3,702		3,923		4,056

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				1,794		1,762		1,808		1,913		2,080

						その他 タ				1,052		1,404		1,731		1,991		2,398

						計 ケイ				14,578		16,775		18,600		21,050		23,920



				営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,491		1,735		1,901		2,264		2,590

						リクルーティング事業				903		881		832		860		901

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				68		3		55		107		187

						その他 タ				182		198		167		243		426

						調整額 チョウセイ ガク				▲ 647		▲ 619		▲ 646		▲ 645		▲ 656

						計 ケイ				1,998		2,198		2,310		2,830		3,450



																																						（単位：千円） タンイ センエン

				計画・実績  ケイカク ジッセキ						１７／３期
(実績)		１８／３期
(実績)		１９／３期
(予想) ヨソウ		２０／３期
(計画) キ ケイカク		２１／３期
(計画) ケイカク

				報告セグメント ホウコク



				売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				8,155,566		9,915,233		11,358,064		13,221,453		15,384,573

						リクルーティング事業				3,575,889		3,693,440		3,702,145		3,923,472		4,056,959

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				1,794,595		1,762,265		1,808,733		1,913,531		2,080,344

						その他 タ				1,052,778		1,404,138		1,731,058		1,991,544		2,398,124

						計 ケイ				14,578,829		16,775,078		18,600,000		21,050,000		23,920,000



				営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,491,492		1,735,060		1,901,169		2,264,370		2,590,638

						リクルーティング事業				903,235		881,467		832,409		860,095		901,172

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				68,557		3,407		55,322		107,851		187,959

						その他 タ				182,112		198,416		167,652		243,454		426,894

						調整額 チョウセイ ガク				(647,231)		(619,588)		(646,552)		(645,771)		(656,663)

						計 ケイ				1,998,165		2,198,762		2,310,000		2,830,000		3,450,000





ギロウ関推移、中計







				（値） アタイ																						(千円） センエン

				上場来の業績＋中期計画 ジョウジョウ ライ ギョウセキ チュウキ ケイカク														(百万円） ヒャクマンエン								上場来の業績＋中期計画 ジョウジョウ ライ ギョウセキ チュウキ ケイカク														(百万円） ヒャクマンエン

				期別 キ ベツ		売上高 ウリアゲ ダカ		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ				期別 キ ベツ		売上高 ウリアゲ ダカ		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ

				01/3		5,080		1,557		30.7%		415		8.2%		419		8.2%		226		4.5%				01/3		5,081		1,557		30.7%		415		8.2%		419		8.2%		227		4.5%

				02/3		5,485		1,698		31.0%		483		8.8%		455		8.3%		259		4.7%				02/3		5,486		1,698		31.0%		484		8.8%		456		8.3%		260		4.7%

				03/3		5,282		1,520		28.8%		112		2.1%		104		2.0%		35		0.7%				03/3		5,282		1,520		28.8%		112		2.1%		104		2.0%		36		0.7%

				04/3		7,676		2,971		38.7%		386		5.0%		408		5.3%		212		2.8%				04/3		7,676		2,972		38.7%		386		5.0%		409		5.3%		213		2.8%

				05/3		9,509		3,681		38.7%		524		5.5%		546		5.7%		207		2.2%				05/3		9,510		3,682		38.7%		525		5.5%		546		5.7%		207		2.2%

				06/3		10,633		4,457		41.9%		626		5.9%		654		6.2%		347		3.3%				06/3		10,633		4,458		41.9%		627		5.9%		654		6.2%		348		3.3%

				07/3		11,689		5,245		44.9%		760		6.5%		780		6.7%		382		3.3%				07/3		11,690		5,245		44.9%		761		6.5%		781		6.7%		383		3.3%

				08/3		11,435		5,150		45.0%		366		3.2%		400		3.5%		306		2.7%				08/3		11,435		5,150		45.0%		367		3.2%		400		3.5%		306		2.7%

				09/3		9,110		4,316		47.4%		△ 134		-1.5%		△ 107		-1.2%		△ 478		-5.3%				09/3		9,110		4,317		47.4%		△ 135		-1.5%		△ 108		-1.2%		△ 478		-5.3%

				10/3		6,277		3,337		53.2%		△ 186		-3.0%		△ 80		-1.3%		△ 81		-1.3%				10/3		6,278		3,338		53.2%		△ 186		-3.0%		△ 80		-1.3%		△ 81		-1.3%

				11/3		6,608		3,721		56.3%		228		3.5%		258		3.9%		258		3.9%				11/3		6,608		3,721		56.3%		228		3.5%		259		3.9%		258		3.9%

				12/3		7,742		4,496		58.1%		540		7.0%		571		7.4%		357		4.6%				12/3		7,742		4,496		58.1%		540		7.0%		571		7.4%		357		4.6%

				13/3期 キ		8,708		4,918		56.5%		658		7.6%		763		8.8%		473		5.4%				13/3期 キ		8,708		4,919		56.5%		658		7.6%		764		8.8%		473		5.4%

				14/3期 キ		10,202		5,582		54.7%		1,033		10.1%		1,078		10.6%		665		6.5%				14/3期 キ		10,202		5,582		54.7%		1,034		10.1%		1,078		10.6%		665		6.5%

				15/3期 キ		11,279		6,434		57.0%		1,383		12.3%		1,483		13.1%		988		8.8%				15/3期 キ		11,280		6,434		57.0%		1,383		12.3%		1,483		13.1%		988		8.8%

				16/3期 キ		12,498		7,328		58.6%		1,687		13.5%		1,737		13.9%		1,170		9.4%				16/3期 キ		12,499		7,328		58.6%		1,687		13.5%		1,737		13.9%		1,171		9.4%

				17/3期 キ		14,578		8,674		59.5%		1,998		13.7%		2,073		14.2%		1,391		9.5%				17/3期 キ		14,579		8,675		59.5%		1,998		13.7%		2,074		14.2%		1,391		9.5%

				18/3期 キ		16,775		9,748		58.1%		2,198		13.1%		2,300		13.7%		1,627		9.7%				18/3期 キ		16,775		9,748		58.1%		2,199		13.1%		2,301		13.7%		1,627		9.7%

				19/3期 予想 キ ヨソウ		18,500		10,750		58.1%		2,300		12.4%		2,530		13.7%		1,753		9.5%				19/3期 予想 キ ヨソウ		18,500		10,750		58.1%		2,300		12.4%		2,530		13.7%		1,753		9.5%

				20/3期 計画 キ ケイカク		21,000		12,320		58.7%		2,820		13.4%		2,850		13.6%		1,970		9.4%				20/3期 計画 キ ケイカク		21,000		12,320		58.7%		2,820		13.4%		2,850		13.6%		1,970		9.4%

				21/3期 計画 キ ケイカク		23,850		14,080		59.0%		3,430		14.4%		3,460		14.5%		2,391		10.0%				20/3期 計画 キ ケイカク		23,850		14,080		59.0%		3,430		14.4%		3,460		14.5%		2,391		10.0%



売上高・売上総利益・売上総利益率（12/3期-21/3期)

売上高	





[値]





[値]

12/3	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	7742	8708	10202	11279	12498	14578	16775	18500	21000	23850	売上総利益	5,582 

12/3	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	4496	4918	5582	6434	7328	8674	9748	10750	12320	14080	売上総利益率	12/3	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.58072456353380075	0.56485339456109085	0.54714600917660505	0.57043167796906491	0.58632042695110875	0.59502892859227585	0.5811057331596311	0.58108108108108103	0.58666666666666667	0.59035639412997909	(百万円）



経常利益・経常利益率（12/3期-21/3期)
経常利益	

1,078




12/3	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	571	763	1078	1483	1737	2073	2300	2530	2850	3460	経常利益率	
01/3	02/3	03/3	04/3	05/3	06/3	07/3	08/3	09/3	10/3	11/3	12/3	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 予想	7.3777696376045698E-2	8.7734853554183825E-2	0.10567700741911167	0.13149681035127805	0.13898321086211499	0.14224530653319276	0.13714100166926196	0.13675675675675675	0.1357142857142857	0.14507337526205449	

（百万円）



売上高推移


17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	14578	16775	18500	21000	23850	売上総利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	8674	9748	10750	12320	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.59502892859227585	0.5811057331596311	0.58108108108108103	0.58666666666666667	営業利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1998	2198	2300	2820	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.13705936190073975	0.13107313122478476	0.12432432432432433	0.13428571428571429	経常利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	2073	2300	2530	2850	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.14224530653319276	0.13714100166926196	0.13675675675675675	0.1357142857142857	当期利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1391	1627	1753	1970	


利益率推移

営業利益率	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.13705936190073975	0.13107313122478476	0.12432432432432433	0.13428571428571429	0.14381551362683437	経常利益率	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.14224530653319276	0.13714100166926196	0.13675675675675675	0.1357142857142857	0.14507337526205449	当期純利益率	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	9.5419460643924148E-2	9.700652360603032E-2	9.4756756756756752E-2	9.3809523809523815E-2	0.10025157232704403	売上高	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	5485	5282	7676	9509	10633	11689	11435	9110	6277	6608	7742	8708	10202	11279	12498	14578	16775	18500	21000	売上総利益	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1698	1520	2971	3681	4457	5245	5150	4316	3337	3721	4496	4918	5582	6434	7328	8674	9748	10750	12320	売上総利益率	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.58632042695110875	0.59502892859227585	0.5811057331596311	0.58108108108108103	0.58666666666666667	営業利益	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	483	112	386	524	626	760	366	-134	-186	228	540	658	1033	1383	1687	1998	2198	2300	2820	経常利益	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	455	104	408	546	654	780	400	-107	-80	258	571	763	1078	1483	1737	2073	2300	2530	2850	当期純利益	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	259	35	212	207	347	382	305.77600000000001	-478.44900000000001	-80.945999999999998	258.14800000000002	356.98599999999999	473.07799999999997	665.47900000000004	988	1170	1391	1627	1753	1970	




14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	10202	11279	12498	14578	16775	



14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	1033	1383	1687	1998	2198	
14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	1078	1483	1737	2073	2300	
14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	665.47900000000004	988	1170	1391	1627	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	8708	10202	11279	12498	14578	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	4918	5582	6434	7328	8674	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	0.56485339456109085	0.54714600917660505	0.57043167796906491	0.58632042695110875	0.59502892859227585	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	7.558205165276706E-2	0.1013465947463397	0.12263631053975971	0.13500572652454965	0.13705936190073975	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	8.7734853554183825E-2	0.10567700741911167	0.13149681035127805	0.13898321086211499	0.14224530653319276	



各利益推移

営業利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1998	2198	2300	2820	3430	経常利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	2073	2300	2530	2850	3460	当期利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1391	1627	1753	1970	2391	売上高	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	12498	14578	16775	18500	21000	売上総利益	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	7328	8674	9748	10750	12320	売上総利益率	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.58632042695110875	0.59502892859227585	0.5811057331596311	0.58108108108108103	0.58666666666666667	営業利益率	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.13500572652454965	0.13705936190073975	0.13107313122478476	0.12432432432432433	0.13428571428571429	経常利益率	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.13898321086211499	0.14224530653319276	0.13714100166926196	0.13675675675675675	0.1357142857142857	当期純利益率	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	9.365049838565212E-2	9.5419460643924148E-2	9.700652360603032E-2	9.4756756756756752E-2	9.3809523809523815E-2	





中計ｸﾞﾗﾌ  (事業別売上）

				売上高 ウリアゲ ダカ

						14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ		1７/3期 キ		18/3期 キ		19/3期予想 キ ヨソウ		20/3期計画 キ ケイカク		21/3期計画 キ ケイカク

				人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		5,152		5,967		6,629		8,155		9,915		11,258		13,171		15,314

				リクルーティング事業 ジギョウ		2,686		2,844		3,294		3,575		3,693		3,702		3,923		4,056

				情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		1,638		1,657		1,668		1,794		1,762		1,808		1,913		2,080

				その他 タ		724		809		906		1,052		1,404		1,731		1,991		2,398

				合計 ゴウケイ		10,200		11,277		12,497		14,576		16,774		18,499		20,998		19,768

				（連結）売上高 レンケツ ウリアゲ ダカ		10,202		11,279		12,498		14,578		16,775		18,500		21,000		23,850

				合計との差 ゴウケイ サ		(2)		(2)		(1)		(2)		(1)		(1)		(2)		(2)





				営業利益 エイギョウ リエキ

						14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ		1７/3期 キ		18/3期 キ		19/3期 予想 キ ヨソウ		20/3期 計画 キ ケイカク		21/3期 計画 キ ケイカク

				人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		712		1,141		1,136		1,491		1,735		1,866		2,234		2,540

				リクルーティング事業 ジギョウ		753		672		878		903		881		832		860		901

				情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		18		36		44		68		3		55		107		187

				その他 タ		41		52		99		182		198		167		243		426

				調整額 チョウセイ ガク		(491)		(519)		(471)		(647)		(619)		(621)		(625)		(626)

				合計 ゴウケイ		1,033		1,382		1,686		1,997		2,198		2,299		2,819		3,428

				（連結）営業利益 レンケツ エイギョウ リエキ		1,033		1,383		1,687		1,998		2,198		2,300		2,820		3,430

				合計との差 ゴウケイ サ		0		(1)		(1)		(1)		0		(1)		(1)		(2)



中期計画（事業別売上高）



人材サービス事業	

1７/3期	18/3期	19/3期予想	20/3期計画	21/3期計画	8155	9915	11258	13171	15314	リクルーティング事業	

1７/3期	18/3期	19/3期予想	20/3期計画	21/3期計画	3575	3693	3702	3923	4056	情報出版事業	

1７/3期	18/3期	19/3期予想	20/3期計画	21/3期計画	1794	1762	1808	1913	2080	その他	

1７/3期	18/3期	19/3期予想	20/3期計画	21/3期計画	1052	1404	1731	1991	2398	（連結）売上高	【[値]】
【[値]】
【[値]】
【[値]】
【[値]】

1７/3期	18/3期	19/3期予想	20/3期計画	21/3期計画	14578	16775	18500	21000	23850	【[値]】
合計	
1７/3期	18/3期	19/3期予想	20/3期計画	21/3期計画	14576	16774	18499	20998	19768	



中期計画（事業別営業利益）

人材サービス事業	
1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1491	1735	1866	2234	2540	リクルーティング事業	
1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	903	881	832	860	901	情報出版事業	
1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	68	3	55	107	187	その他	
1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	182	198	167	243	426	調整額	[値]
[値]
[値]
[値]
[値]

1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	-647	-619	-621	-625	-626	（連結）営業利益	【[値]】
【[値]】

【[値]】
【[値]】
【[値]】

1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1998	2198	2300	2820	3430	【[値]】
合計	1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1997	2198	2299	2819	3428	合計との差	1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	-1	0	-1	-1	-2	



（百万円）

（百万円）





FY3/19 セグメント別業績予想（前年同期比） (Millions of yen)

Amount Amount Amount Amount

Human Resources
Services Business 6,336 4,921 11,258 9,915

Recruiting Business 1,633 2,068 3,702 3,693
Information
Publishing Business 859 949 1,808 1,762

Other 866 864 1,731 1,404

Total 9,695 8,804 18,500 16,775

Human Resources
Services Business 1,844 21 1,866 1,735

Recruiting Business 315 516 832 881
Information
Publishing Business (4) 59 55 3

Other 93 74 167 198

Adjustment (319) (302) (621) (619)

Total 1,929 370 2,300 2,1984.6%

7.6%

(5.6)%

1,523.8%

(15.5)%

- 

13.5%

0.2%

2.6%

23.3%

10.3%

2.3%

3.9%

5.2%

(26.5)%

3.0%

15.4%

15.7%

(2.3)%

(84.5)%

(7.4)%

136.6%

(25.9)%

- 

(5.0)%

- 

Sales
O

perating profit

13.9%

Segment

FY3/18
full year results

YoY change YoY change YoY change
1H forecast 2H forecast Full year forecast

FY3/19 forecast

16.7%

4.0%

51.4%

(80.3)%

9.7%

(2.6)%
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5 FY3/19 Forecast by Segment 

Forecast by segment (YoY Change)


中計（伸び率）



						Medium-term Management Plan（FY3/19～FY3/21）																（Millions of yen）

										FY3/１８		FY3/19				FY3/20				FY3/21

												forecast (YoY change)				forecast (YoY change)				forecast (YoY change)



						Net sales				16,775		18,500		(10.3%)		21,000		(13.5%)		23,850		(13.6%)

						Gross profit				9,748		10,750		(10.3%)		12,320		(14.6%)		14,080		(14.3%)

						Selling, general and 
administrative expenses 				7,549		8,450		(11.9%)		9,500		(12.4%)		10,650		(12.1%)

						Operating profit 				2,198		2,300		(4.6%)		2,820		(22.6%)		3,430		(21.6%)

						Ordinary profit 				2,300		2,530		(10.0%)		2,850		(12.6%)		3,460		(21.4%)

						Profit attributable to owners of parent				1,627		1,753		(7.8%)		1,970		(12.3%)		2,391		(21.4%)



						Gross margin		56.50%		58.1%		58.1%		(0.0pt)		58.7%		(0.6pt)		59.0%		(0.3pt)

						Operating margin				13.1%		12.4%		(-0.7pt)		13.4%		(1.0pt)		14.4%		(1.0pt)

						Ordinary margin				13.7%		13.7%		(0.0pt)		13.6%		(-0.1pt)		14.5%		(0.9pt)

						Profit attributable to 
owners of parent margin				9.7%		9.5%		(-0.2pt)		9.4%		(-0.1pt)		10.0%		(0.6pt)

						Note 1: QUICK reexamines and revises its medium-term management plan every year on a rolling basis.









						データ入力 ニュウリョク

						          期別 キ ベツ				FY3/１８		FY3/19				FY3/20				FY3/21

						  業績 ギョウセキ				実績 ジツ セキ		予想 ヨソウ		（対前年比） タイ ゼンネンヒ		計画 ケイカク		（対前年比） タイ ゼンネンヒ		計画 ケイカク		（対前年比） タイ ゼンネンヒ



						売上高 ウリアゲ ダカ				16,775,078		18,500,000		10.3%		21,000,000		13.5%		23,850,000		13.6%

						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				9,748,094		10,750,000		10.3%		12,320,000		14.6%		14,080,000		14.3%

						販管費 ハン				7,549,332		8,450,000		11.9%		9,500,000		12.4%		10,650,000		12.1%

						営業利益 エイギョウ リエキ				2,198,762		2,300,000		4.6%		2,820,000		22.6%		3,430,000		21.6%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				2,300,551		2,530,000		10.0%		2,850,000		12.6%		3,460,000		21.4%

						当期純利益 トウキ ジュン リエキ				1,627,292		1,753,565		7.8%		1,970,011		12.3%		2,391,319		21.4%



						売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ				58.1%		58.1%		-0.0pt		58.7%		0.6pt		59.0%		0.4pt

						営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				13.1%		12.4%		-0.7pt		13.4%		1.0pt		14.4%		1.0pt

						経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ				13.7%		13.7%		-0.0pt		13.6%		-0.1pt		14.5%		0.9pt

						当期利益率 トウキ リエキ リツ				9.7%		9.5%		-0.2pt		9.4%		-0.1pt		10.0%		0.6pt





中計（事業別売上 利益 伸び率）

				Medium-term Management Plan（Segment）（FY3/19～FY3/21）																		（Millions of yen）																				（単位：百万円） タンイ ヒャク マンエン

										FY3/１８		FY3/19				FY3/20				FY3/21

				Segment								forecast (YoY change)				forecast (YoY change)				forecast (YoY change)



				Sales		Human Resources
Services Business 				9,915		11,258		(13.5%)		13,171		(17.0%)		15,314		(16.3%)

						Recruiting Business				3,693		3,702		(0.2%)		3,923		(6.0%)		4,056		(3.4%)

						Information 
Publishing Business 				1,762		1,808		(2.6%)		1,913		(5.8%)		2,080		(8.7%)

						Other 				1,404		1,731		(23.3%)		1,991		(15.0%)		2,398		(20.4%)

						Total				16,775		18,500		(10.3%)		21,000		(13.5%)		23,850		(13.6%)



				Operating profit		Human Resources
Services Business 				1,735		1,866		(7.6%)		2,234		(19.7%)		2,540		(13.7%)

						Recruiting Business				881		832		(-5.6%)		860		(3.3%)		901		(4.8%)

						Information 
Publishing Business 				3		55		(1,523.8%)		107		(95.0%)		187		(74.3%)

						Other 				198		167		(-15.5%)		243		(45.2%)		426		(75.3%)

						Adjustment				(619)		(621)		(0.3%)		(625)		(0.7%)		(626)		(0.1%)

						Total				2,198		2,300		(4.6%)		2,820		(22.6%)		3,430		(21.6%)



																																										（単位：千円） タンイ センエン

				計画・実績  ケイカク ジッセキ						１８／３期 キ		１９／３期 キ				２０／３期 キ				２１／３期 キ

				報告セグメント ホウコク						実績 ジツ セキ		予想（対前年比） ヨソウ				計画（対前年比） ケイカク				計画（対前年比） ケイカク



				売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				9,915,233		11,258,064		13.5%		13,171,453		17.0%		15,314,573		16.3%

						リクルーティング事業				3,693,440		3,702,145		0.2%		3,923,472		6.0%		4,056,959		3.4%

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				1,762,265		1,808,733		2.6%		1,913,531		5.8%		2,080,344		8.7%

						その他 タ				1,404,138		1,731,058		23.3%		1,991,544		15.0%		2,398,124		20.4%

						計 ケイ				16,775,078		18,500,000		10.3%		21,000,000		13.5%		23,850,000		13.6%



				営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,735,060		1,866,242		7.6%		2,234,370		19.7%		2,540,638		13.7%

						リクルーティング事業				881,467		832,409		-5.6%		860,095		3.3%		901,172		4.8%

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				3,407		55,322		1523.8%		107,851		95.0%		187,959		74.3%

						その他 タ				198,416		167,652		-15.5%		243,454		45.2%		426,894		75.3%

						調整額 チョウセイ ガク				(619,588)		(621,625)		0.3%		(625,771)		0.7%		(626,663)		0.1%

						計 ケイ				2,198,762		2,300,000		4.6%		2,820,000		22.6%		3,430,000		21.6%





業績（前期比、計画比）



						前年同期比・予想比 ゼンネン ドウキヒ ヨソウ ヒ																（Millions of yen）

										FY3/18				FY3/17								FY3/18  forecast

														Results		YoY change 
(amount)		YoY change 
(%)				Plan		YoY change 
(amount)		YoY change 
(%)



						Net sales				16,775				14,578		2,196		15.1%				16,100		675		4.2%								1170				7445

						Gross profit				9,748				8,674		1,073		12.4%				9,360		388		4.1%								832				4823

						Selling, general and 
administrative expenses 				7,549				6,676		872		13.1%				7,190		359		5.0%								568				3283

						Operating profit 				2,198				1,998		200		10.0%				2,170		28		1.3%								264				1540

						Ordinary profit 				2,300				2,073		226		10.9%				2,250		50		2.2%								278				1582

						Profit attributable to owners of parent				1,627				1,391		236		17.0%				1,550		77		5.0%								215				1074







						データ入力 ニュウリョク																				（単位：千円） タンイ センエン

						計画・実績  ケイカク ジッセキ				18年3月期 ネン ガツキ				17年3月期 実績比 ネン ガツキ ジッセキ ヒ								18年3月期 計画 ネン ガツキ ケイカク

						  業績 ギョウセキ				実績 ジッセキ				実績 ジッセキ		増減額 ゾウゲンガク		前期比 ゼンキヒ				計画 ケイカク		増減額 ゾウゲンガク		計画比 ケイカク ヒ



						売上高 ウリアゲ ダカ				16,775,078				14,578,829		2,196,249		15.1%				16,100,000		675,078		4.2%

						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				9,748,094				8,674,825		1,073,269		12.4%				9,360,000		388,094		4.1%

						販管費 ハン カン ヒ				7,549,332				6,676,660		872,672		13.1%				7,190,000		359,332		5.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				2,198,762				1,998,165		200,597		10.0%				2,170,000		28,762		1.3%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				2,300,551				2,073,770		226,781		10.9%				2,250,000		50,551		2.2%

						親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュン リエキ				1,627,292				1,391,104		236,188		17.0%				1,550,000		77,292		5.0%





事業別業績（前年、計画）

				前年同期比・予想比 ゼンネン ドウキヒ ヨソウ ヒ																						（Millions of yen）

										FY3/１８				FY3/17								FY3/18  forecast

				Segment										Results		YoY change 
(amount)		YoY change 
(%)				Plan		YoY change 
(amount)		YoY change 
(%)



				Sales		Human Resources
Services Business 				9,915				8,155		1,759		21.6%				9,546		368		3.9%

						Recruiting Business				3,693				3,575		117		3.3%				3,673		19		0.5%

						Information 
Publishing Business 				1,762				1,794		(32)		-1.8%				1,727		34		2.0%

						Other 				1,404				1,052		351		33.4%				1,152		252		21.9%

						Total				16,775				14,578		2,196		15.1%				16,100		675		4.2%



				Operating profit		Human Resources
Services Business 				1,735				1,491		243		16.3%				1,639		95		5.8%

						Recruiting Business				881				903		(21)		-2.4%				870		11		1.3%

						Information 
Publishing Business 				3				68		(65)		-95.0%				22		(19)		-85.1%

						Other 				198				182		16		9.0%				210		(12)		-5.8%

						Adjustment				(619)				(647)		27		- 				(572)		(46)		- 

						Total				2,198				1,998		200		10.0%				2,170		28		1.3%



						                        （注）主な増減要因の数値は、セグメント内及びセグメント間の取引を含む増減としております。

																										（単位：千円） タンイ センエン

				期別・増減 キ ベツ ゾウゲン						18/3期
（第2Q）
実績 キ ダイ ジッセキ				17/3期  実績 キ ジッセキ								18/3期  業績予想 キ ギョウセキ ヨソウ

				報告セグメント ホウコク										実績 ジッセキ		増減費 ゾウゲン ヒ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				予想 ヨソウ		増減額 ゾウゲンガク		予想比 ヨソウ ヒ



				売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				9,915,233				8,155,566		1,759,667		21.6%				9,546,585		368,648		3.9%

						リクルーティング事業				3,693,440				3,575,889		117,551		3.3%				3,673,552		19,888		0.5%

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				1,762,265				1,794,595		▲ 32,330		-1.8%				1,727,749		34,516		2.0%

						その他 タ				1,404,138				1,052,778		351,360		33.4%				1,152,114		252,024		21.9%

						計 ケイ				16,775,076				14,578,828		2,196,248		15.1%				16,100,000		675,076		4.2%



				営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,735,060				1,491,492		243,568		16.3%				1,639,330		95,730		5.8%

						リクルーティング事業				881,467				903,235		▲ 21,768		-2.4%				870,285		11,182		1.3%

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				3,407				68,557		▲ 65,150		-95.0%				22,806		▲ 19,399		-85.1%

						その他 タ				198,416				182,112		16,304		9.0%				210,565		▲ 12,149		-5.8%

						調整額 チョウセイ ガク				▲ 619,588				▲ 647,231		27,643		-4.3%				▲ 572,985		▲ 46,603		8.1%

						計 ケイ				2,198,762				1,998,165		200,597		10.0%				2,170,001		28,761		1.3%





18年３月期業績予想（前年同期比）

				FY3/19　業績・配当予想（前年同期比） ギョウセキ ハイトウ ヨソウ ゼンネン ドウキヒ																												(Millions of yen)

								FY3/19																								FY3/18
（Full year）						          　　　期別 キ ベツ				18年3月期
上期実績 ネン ガツキ カミキ ジッセキ		上期予想 カミキ ヨソウ										18年3月期
下期実績 ネン ガツキ シモキ ジッセキ		下期予想 シモキ ヨソウ										通期予想 ツウキ ヨソウ

								1H forecast								2H forecast								Full year forecast																				19年3月期 予想 ネン ガツキ ヨソウ						前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						19年3月期 予想 ネン ガツキ ヨソウ						前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				18年3月期 ネン ガツキ		19年3月期 ネン ガツキ		対前年比 タイ ゼンネンヒ

								Amount		YoY change						Amount		YoY change						Amount		YoY change						Amount						業績等 ギョウセキ トウ						1Q		２Q		上期 計 カミキ ケイ								3Q		４Q		下期 計 シモキ ケイ						実績 ジッセキ		予想 ヨソウ



				Net sales				9,695		15.4%						8,804		5.2%						18,500		10.3%						16,775						売上高 ウリアゲ ダカ				8,405,218		5,657,484		4,038,164		9,695,648		15.4%				8,369,860		4,061,410		4,742,942		8,804,352		5.2%				16,775,078		18,500,000		10.3%

				Gross profit				6,127		17.3%						4,622		2.1%						10,750		10.3%						9,748						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				5,222,153		3,886,681		2,240,707		6,127,388		17.3%				4,525,941		2,140,031		2,482,581		4,622,612		2.1%				9,748,094		10,750,000		10.3%

				Selling, general and 
administrative expenses 				4,197		19.0%						4,252		5.7%						8,450		11.9%						7,549						販管費 ハンカンヒ				3,527,552		2,162,161		2,035,555		4,197,716		19.0%				4,021,780		2,141,168		2,111,115		4,252,283		5.7%				7,549,332		8,449,999		11.9%

				Operating profit 				1,929		13.9%						370		-26.5%						2,300		4.6%						2,198						営業利益 エイギョウ リエキ				1,694,600		1,724,519		205,152		1,929,671		13.9%				504,162		△ 1,137		371,466		370,329		-26.5%				2,198,762		2,300,000		4.6%

				Ordinary profit 				1,951		11.8%						578		4.2%						2,530		10.0%						2,300						経常利益 ケイジョウ リエキ				1,745,079		1,736,463		214,914		1,951,377		11.8%				555,472		140,047		438,576		578,623		4.2%				2,300,551		2,530,000		10.0%

				Profit attributable to owners of parent				1,351		10.0%						401		0.8%						1,753		7.8%						1,627						親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				1,228,555		1,205,078		146,718		1,351,796		10.0%				398,737		97,114		304,655		401,769		0.8%		537		1,627,292		1,753,565		7.8%



				Dividend per share（yen）				19.0		2.0yen						19.0		1.0yen						38.0		3.0yen						35.0						1株当たり配当額（円） カブ ア ハイトウ ガク エン				17.0		0.0		19.0		19.0		2.0				18.0		0.0		19.0		19.0		1.0				35.0		38.0		3.0

																																																						※ 17年3月期 下期予想＝各所へのヒアリングをベースに原価、販管費を修正 ネン ガツキ シモキ ヨソウ カクショ ゲンカ ハンカンヒ シュウセイ





																																																						17/3期 下期予想 キ シモキ ヨソウ

																																																						17年3月期 ネン ガツキ				17年3月期 ネン ガツキ				計画比 ケイカク ヒ

																																																						計画 ※1 ケイカク				見通し① ※2 ミトオ



																																																		売上高 ウリアゲ ダカ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		販管費 ハンカンヒ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		営業利益 エイギョウ リエキ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		経常利益 ケイジョウ リエキ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ												ERROR:#DIV/0!				0



																																																		1株当たり配当額（円） カブ ア ハイトウ ガク エン				-				-				-

																																																						※1   17年3月期 下期計画＝期首通年計画－期首上半期計画 ネン ガツキ シモキ ケイカク キシュ ツウネン ケイカク キシュ カミハンキ ケイカク

																																																						※2   17年3月期 下期予想＝各所へのヒアリングをベースに原価、販管費を修正 ネン ガツキ シモキ ヨソウ カクショ ゲンカ ハンカンヒ シュウセイ



																																																						17/3期 下期予想 キ シモキ ヨソウ

																																																						17年3月期 ネン ガツキ				17年3月期 ネン ガツキ				計画比 ケイカク ヒ

																																																						見通し② ※1 ミトオ				見通し① ※2 ミトオ



																																																		売上高 ウリアゲ ダカ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		販管費 ハンカンヒ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		営業利益 エイギョウ リエキ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		経常利益 ケイジョウ リエキ												ERROR:#DIV/0!				0

																																																		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ												ERROR:#DIV/0!				0



																																																		1株当たり配当額（円） カブ ア ハイトウ ガク エン				-				-				-

																																																						※1   17年3月期 下期見通し②＝9末 各所へのヒアリング集計 ネン ガツキ シモキ ミトオ マツ カクショ シュウケイ

																																																						※2   17年3月期 下期予想＝各所へのヒアリングをベースに原価、販管費を修正 ネン ガツキ シモキ ヨソウ カクショ ゲンカ ハンカンヒ シュウセイ



																																																						17/3期 下期予想 キ シモキ ヨソウ

																																																						17年3月期 ネン ガツキ				17年3月期 ネン ガツキ				見通し ミトオ

																																																						上期実績 カミキ ジッセキ				期首計画 ※ キシュ ケイカク								対前年比 タイ ゼンネンヒ		計画比 ケイカク ヒ



																																																		売上高 ウリアゲ ダカ												0				0.0%		0.0%

																																																		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ												0				0.0%		0.0%

																																																		販管費 ハンカンヒ												0				0.0%		0.0%

																																																		営業利益 エイギョウ リエキ												0				0.0%		0.0%

																																																		経常利益 ケイジョウ リエキ												0				0.0%		0.0%

																																																		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ												0				0.0%		0.0%



																																																		1株当たり配当額（円） カブ ア ハイトウ ガク エン												0.0

																																																						※ 17年3月期 下期計画＝期首通年計画－期首上半期計画 ネン ガツキ シモキ ケイカク キシュ ツウネン ケイカク キシュ カミハンキ ケイカク



																																																						17/3期 下期予想 キ シモキ ヨソウ

																																																						17年3月期 ネン ガツキ				17年3月期 ネン ガツキ				見通し ミトオ

																																																						上期実績 カミキ ジッセキ				見通し② ※ ミトオ								対前年比 タイ ゼンネンヒ		計画比 ケイカク ヒ



																																																		売上高 ウリアゲ ダカ												0				0.0%		0.0%

																																																		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ												0				0.0%		0.0%

																																																		販管費 ハンカンヒ												0				0.0%		0.0%

																																																		営業利益 エイギョウ リエキ												0				0.0%		0.0%

																																																		経常利益 ケイジョウ リエキ												0				0.0%		0.0%

																																																		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ												0				0.0%		0.0%



																																																		1株当たり配当額（円） カブ ア ハイトウ ガク エン												0.0

																																																						※ 17年3月期 下期見通し②＝9末 各所へのヒアリング集計 ネン ガツキ シモキ ミトオ マツ カクショ シュウケイ





事業別予想①

				FY3/19 セグメント別業績予想（前年同期比） ベツ ギョウセキ ヨソウ ゼンネン ドウキヒ																														(Millions of yen)

										FY3/19 forecast																								FY3/18
full year results						          　　　期別 キ ベツ						18年3月期
上期実績 ネン ガツキ カミキ ジッセキ		上期予想 カミキ ヨソウ										18年3月期
下期実績 ネン ガツキ シモキ ジッセキ		下期予想 シモキ ヨソウ										通期予想 ツウキ ヨソウ

										1H forecast								2H forecast								Full year forecast																						19年3月期 ネン ガツキ						前年同期比 ゼンネン ドウキヒ						19年3月期 ネン ガツキ						前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				18年3月期 ネン ガツキ		19年3月期 ネン ガツキ		対前年比 タイ ゼンネンヒ

				Segment						Amount		YoY change						Amount		YoY change						Amount		YoY change						Amount						業績等 ギョウセキ トウ								1Q		2Q		上期 計 カミキ ケイ								３Q		４Q		下期 計 シモキ ケイ						実績 ジッセキ		予想 ヨソウ



				Sales		Human Resources
Services Business 				6,336		16.7%						4,921		9.7%						11,258		13.5%						9,915						売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				5,428,923		3,905,126		2,431,596		6,336,722		16.7%				4,486,310		2,277,066		2,644,276		4,921,342		9.7%				9,915,233		11,258,064		13.5%

						Recruiting Business				1,633		4.0%						2,068		(2.6)%						3,702		0.2%						3,693								リクルーティング事業				1,569,720		850,651		782,607		1,633,258		4.0%				2,123,720		823,021		1,245,866		2,068,887		-2.6%				3,693,440		3,702,145		0.2%

						Information 
Publishing Business 				859		3.0%						949		2.3%						1,808		2.6%						1,762								情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				834,703		442,565		417,006		859,571		3.0%				927,562		495,061		454,101		949,162		2.3%				1,762,265		1,808,733		2.6%

						Other 				866		51.4%						864		3.9%						1,731		23.3%						1,404								その他 タ				571,870		459,142		406,955		866,097		51.4%				832,268		466,263		398,699		864,962		3.9%				1,404,138		1,731,059		23.3%

						Total				9,695		15.4%						8,804		5.2%						18,500		10.3%						16,775								計 ケイ				8,405,218		5,657,484		4,038,164		9,695,648		15.4%				8,369,860		4,061,410		4,742,942		8,804,352		5.2%				16,775,078		18,500,000		10.3%



				Operating profit		Human Resources
Services Business 				1,844		15.7%						21		(84.5)%						1,866		7.6%						1,735						営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,593,579		1,647,126		197,236		1,844,362		15.7%				141,481		-129,874 		151,754		21,880		-84.5%				1,735,060		1,866,242		7.6%

						Recruiting Business				315		(2.3)%						516		(7.4)%						832		(5.6)%						881								リクルーティング事業				322,943		173,080		142,414		315,494		-2.3%				558,524		168,370		348,545		516,915		-7.4%				881,467		832,409		-5.6%

						Information 
Publishing Business 				(4)		(80.3)%						59		136.6%						55		1,523.8%						3								情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				-21,789 		7,839		-12,129 		-4,290 		-80.3%				25,196		42,813		16,799		59,612		136.6%				3,407		55,322		1523.8%

						Other 				93		(5.0)%						74		(25.9)%						167		(15.5)%						198								その他 タ				98,388		69,469		24,024		93,493		-5.0%				100,028		65,673		8,486		74,159		-25.9%				198,416		167,652		-15.5%

						Adjustment				(319)		- 						(302)		- 						(621)		- 						(619)								調整額 チョウセイ ガク				-298,520 		-172,994 		-146,394 		-319,388 		7.0%				-321,068 		-148,119 		-154,118 		-302,237 		-5.9%				-619,588 		-621,625 		0.3%

						Total				1,929		13.9%						370		(26.5)%						2,300		4.6%						2,198								計 ケイ				1,694,600		1,724,519		205,152		1,929,671		13.9%				504,162		-1,137 		371,466		370,329		-26.5%				2,198,762		2,300,000		4.6%













ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上 利益

		○売上高 ウリアゲ ダカ

				2012年3月期 ネン ガツキ		2013年3月期 ネン ガツキ		2014年3月期 ネン ガツキ		2015年3月期 ネン ガツキ		2016年3月期 ネン ガツキ		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ

		人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		3,603		4,193		5,153		5,967		6,629		8,155		9,915

		リクルーティング事業 ジギョウ		1,980		2,285		2,686		2,844		3,294		3,575		3,693

		情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		1,602		1,651		1,639		1,657		1,668		1,794		1,762

		その他 タ		556		577		724		809		906		1,052		1,404

		計 ケイ		7,742		8,708		10,202		11,279		12,498		14,578		16,775







		○営業利益 エイギョウ リエキ

				2012年3月期 ネン ガツキ		2013年3月期 ネン ガツキ		2014年3月期 ネン ガツキ		2015年3月期 ネン ガツキ		2016年3月期 ネン ガツキ		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ

		人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		516		460		713		1,141		1,136		1,491		1,735

		リクルーティング事業 ジギョウ		466		571		754		672		878		903		881

		情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		23		9		18		36		44		68		3

		その他 タ		14		5		41		52		99		182		198

		計 ケイ		540		658		1,033		1,383		1,687		1,998		2,198

		○売上高 ウリアゲ ダカ

				2012年3月期 ネン ガツキ		2013年3月期 ネン ガツキ		2014年3月期 ネン ガツキ		2015年3月期 ネン ガツキ		2016年3月期 ネン ガツキ		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ

		人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		3,603		4,194		5,153		5,968		6,629		8,156		9,915

		リクルーティング事業 ジギョウ		1,980		2,286		2,686		2,845		3,294		3,576		3,693

		情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		1,602		1,651		1,639		1,657		1,669		1,795		1,762

		その他 タ		557		577		724		810		907		1,053		1,404

		計 ケイ		7,742		8,708		10,202		11,280		12,499		14,579		16,775







		○営業利益 エイギョウ リエキ

				2012年3月期 ネン ガツキ		2013年3月期 ネン ガツキ		2014年3月期 ネン ガツキ		2015年3月期 ネン ガツキ		2016年3月期 ネン ガツキ		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ

		人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		517		460		713		1,142		1,136		1,491		1,735

		リクルーティング事業 ジギョウ		467		572		754		672		879		903		881

		情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		23		9		18		36		44		69		3

		その他 タ		15		6		41		53		99		182		198

		計 ケイ		1,021		1,047		1,526		1,903		2,158		2,645		2,818



売上高



人材サービス事業	

2013年3月期	2018年3月期	4193	9915	リクルーティング事業	

2013年3月期	2018年3月期	2285	3693	情報出版事業	

2013年3月期	2018年3月期	1651	1762	その他	

2013年3月期	2018年3月期	577	1404	計	【[値]】
【[値]】

2013年3月期	2018年3月期	8708	16775	【[値]】








2018年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1735.06	881.46699999999998	3.407	198.416	2012年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	516.52300000000002	466.98899999999998	23.289000000000001	14.547000000000001	2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	460.32900000000001	571.66399999999999	9.3170000000000002	5.9	2014年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	712.505	753.81600000000003	18.161000000000001	41.274000000000001	2015年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1141.539	672.39300000000003	36.479999999999997	52.722999999999999	2016年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1136.4110000000001	878.56100000000004	44.136000000000003	99.322999999999993	2017年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1491.492	903.23500000000001	68.557000000000002	182.11199999999999	
営業利益

人材サービス事業	
2013年3月期	2018年3月期	460	1735	リクルーティング事業	
2013年3月期	2018年3月期	571	881	情報出版事業	
2013年3月期	2018年3月期	9	3	その他	
2013年3月期	2018年3月期	5	198	計	【[値]】
【[値]】

2013年3月期	2018年3月期	658	2198	【[値]】




売上高 2013年3月期

○売上高	2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	4193.6909999999998	2285.7370000000001	1651.164	577.43899999999996	○売上高	2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	4193	2285	1651	577	○売上高	2014年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	5152.8919999999998	2686.4229999999998	1638.604	724.10900000000004	○売上高	2015年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	5967	2844	1657	809	○売上高	2016年3月期	
人材サービス	事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	6629	3294	1668	906	○売上高	2017年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	8155	3575	1794	1052	○売上高	2018年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	9915	3693	1762	1404	
売上高 2018年3月期

○売上高	2018年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	9915.2330000000002	3693.44	1762.2650000000001	1404.1379999999999	○売	上高	2012年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	3603.194	1980.3240000000001	1602.1010000000001	556	○売上高	2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	4193	2285	1651	577	○売上高	2014年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	5152.8919999999998	2686.4229999999998	1638.604	724.10900000000004	○売上高	2015年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	5967	2844	1657	809	
営業利益 2013年3月期

○営業利益	2013年3月期	


人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	460.32900000000001	571.66399999999999	9.3170000000000002	5.9	○営業利益	2013年3月期	[パーセンテージ]

[パーセンテージ]

人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	460	571	9	5	○営業利益	2014年3月期	[パーセンテージ]
[パーセンテージ]

人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	712.505	753.81600000000003	18.161000000000001	41.274000000000001	○営業利益	2015年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1141	672	36	52	○営業利益	2016年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1136.4110000000001	878	44.136000000000003	99.322999999999993	
営業利益 2018年3月期

○営業利益	2018年3月期	

人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1735.06	881.46699999999998	3.407	198.416	○営業利益	2012年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	516	466	23.289000000000001	14	○営業利益	2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	460	571	9	5	○営業利益	2014年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	712.505	753.81600000000003	18.161000000000001	41.274000000000001	○営業利益	2015年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	1141	672	36	52	
2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	460.32900000000001	571.66399999999999	9.3170000000000002	5.9	2012年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	516.52300000000002	466.9889999999	9998	23.289000000000001	14.547000000000001	
2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その	他	4193.6909999999998	2285.7370000000001	1651.164	577.43899999999996	2012年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	3603.194	1980.3240000000001	1602.1010000000001	556.50199999999995	
2018年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	9915.2330000000002	3693.44	1762.2650000000001	1404.1379999999999	2018年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	9915.2330000000002	3693.44	1762.2650000000001	1404.1379999999999	2012年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	3603.194	1980.3240000000001	1602.1010000000001	556.50199999999995	2013年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	4193.6909999999998	2285.7370000000001	1651.164	577.43899999999996	2014年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	5152.8919999999998	2686.4229999999998	1638.604	724.10900000000004	2015年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	5967.616	2844.7559999999999	1657.326	809.91200000000003	2016年3月期	
人材サービス事業	リクルーティング事業	情報出版事業	その他	6629.3620000000001	3294.1689999999999	1668.645	906.678	
■人材サービス事業    ■リクルーティング事業    ■情報出版事業    ■その他

(百万円)



半期業績推移

						11/3期（通） キ ツウ				12/3期（通） キ ツウ				13/3期（通） キ ツウ				14/3期（通） キ ツウ				15/3期（通） キ ツウ				16/3期（通） キ ツウ				17/3期（通） キ ツウ				18/3期（通） キ ツウ

		売上高 ウリアゲ ダカ				6,608,430				7,742,123				8,708,033				10,202,030				11,279,612				12,498,855				14,578,829				16,775,078

		経常利益 ケイジョウ リエキ				258,607				571,196				763,998				1,078,120				1,483,233				1,737,131				2,073,770				2,300,551



				11/3上期 カミ キ		11/3下期 シタ キ		12/3上期 カミ キ		12/3下期 シタ キ		13/3上期 カミ キ		13/3下期 シタ キ		14/3上期 カミ キ		14/3下期 シタ キ		15/3上期 カミ キ		15/3下期 シタ キ		16/3上期 カミ キ		16/3下期 シタ キ		17/3上期 カミ キ		17/3下期 シタ キ		18/3上期 カミ キ		18/3下期 シタ キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		3,130,241		3,478,189		3,712,017		4,030,106		4,334,974		4,373,059		5,004,089		5,197,941		5,779,470		5,500,142		6,274,848		6,224,007		7,445,831		7,132,998		8,405,218		8,369,860

		経常利益 ケイジョウ リエキ		180,661		77,946		444,505		126,691		682,468		81,530		938,421		139,699		1,206,884		276,349		1,303,985		433,146		1,582,727		491,043		1,745,079		555,472

						30.1%				22.2%				10.7%				13.0%				18.6%				24.9%				23.7%				24.1%



		(グラフ）

				11/3上期 カミ キ		下期 シタ キ		12/3上期 カミ キ		下期 シタ キ		13/3上期 カミ キ		13/3下期 シタ キ		14/3上期 カミ キ		14/3下期 シタ キ		15/3上期 カミ キ		15/3下期 シタ キ		16/3上期 カミ キ		16/3下期 シタ キ		17/3上期 カミ キ		17/3下期 シタ キ		18/3上期 カミ キ		18/3下期 シタ キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		3,130		3,478		3,712		4,030		4,334		4,373		5,004		5,197		5,779		5,500		6,274		6,224		7,445		7,132		8,405		8,369

		経常利益 ケイジョウ リエキ		180		77		444		126		682		81		938		139		1,206		276		1,303		433		1,582		491		1,745		555



































売上高（上/下期）



売上高	

14/3上期	14/3下期	15/3上期	15/3下期	16/3上期	16/3下期	17/3上期	17/3下期	18/3上期	18/3下期	5004	5197	5779	5500	6274	6224	7445	7132	8405	8369	





経常利益（上/下期）



経常利益	

14/3上期	14/3下期	15/3上期	15/3下期	16/3上期	16/3下期	17/3上期	17/3下期	18/3上期	18/3下期	938	139	1206	276	1303	433	1582	491	1745	555	売上高	14/3上期	14/3下期	15/3上期	15/3下期	16/3上期	16/3下期	17/3上期	17/3下期	18/3上期	18/3下期	5004	5197	5779	5500	6274	6224	7445	7132	8405	8369	







四半期業績推移

						11/3期（通） キ ツウ				12/3期（通） キ ツウ				13/3期（通） キ ツウ				14/3期（通） キ ツウ				15/3期（通） キ ツウ				16/3期（通） キ ツウ				17/3期（通） キ ツウ				18/3期（通） キ ツウ

		売上高 ウリアゲ ダカ				6,608,430				7,742,123				8,708,033				10,202,030				11,279,612				12,498,855				14,578,829				16,100,000

		経常利益 ケイジョウ リエキ				258,607				571,196				763,998				1,078,120				1,483,233				1,737,131				2,073,770				2,250,000



				11/3上期 カミ キ		11/3下期 シタ キ		12/3上期 カミ キ		12/3下期 シタ キ		13/3上期 カミ キ		13/3下期 シタ キ		14/3上期 カミ キ		14/3下期 シタ キ		15/3上期 カミ キ		15/3下期 シタ キ		16/3上期 カミ キ		16/3下期 シタ キ		17/3上期 カミ キ		17/3下期 シタ キ		18/3上期 カミ キ		18/3下期 シタ キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		3,130,241		3,478,189		3,712,017		4,030,106		4,334,974		4,373,059		5,004,089		5,197,941		5,779,470		5,500,142		6,274,848		6,224,007		7,445,831		7,132,998		8,405,218		7,694,782

		経常利益 ケイジョウ リエキ		180,661		77,946		444,505		126,691		682,468		81,530		938,421		139,699		1,206,884		276,349		1,303,985		433,146		1,582,727		491,043		1,745,079		504,921

						30.1%				22.2%				10.7%				13.0%				18.6%				24.9%				23.7%				22.4%



		(グラフ）

				11/3上期 カミ キ		下期 シタ キ		12/3上期 カミ キ		下期 シタ キ		13/3上期 カミ キ		13/3下期 シタ キ		14/3上期 カミ キ		14/3下期 シタ キ		15/3上期 カミ キ		15/3下期 シタ キ		16/3上期 カミ キ		16/3下期 シタ キ		17/3上期 カミ キ		17/3下期 シタ キ		18/3上期 カミ キ		18/3下期 シタ キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		3,130		3,478		3,712		4,030		4,334		4,373		5,004		5,197		5,779		5,500		6,274		6,224		7,445		7,132		8,405		7,694

		経常利益 ケイジョウ リエキ		180		77		444		126		682		81		938		139		1,206		276		1,303		433		1,582		491		1,745		504



										12/3期 キ								13/3期 キ								14/3期 キ								15/3期 キ								16/3期 キ								17/3期 キ								18/3期 キ								19/3期 キ

		売上高 ウリアゲ ダカ								7,742,123								8,708,033								10,202,030								11,279,612								12,498,855								14,578,829

		経常利益 ケイジョウ リエキ								571,196								763,998								1,078,120								1,483,233								1,737,131								2,073,770



				１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,960,353		1,751,664		1,978,499		2,051,607		2,476,762		1,858,212		2,191,053		2,182,006		2,851,219		2,152,870		2,538,271		2,659,670		3,308,110		2,471,360		2,394,609		3,105,533		3,473,602		2,801,246		2,727,763		3,496,244		4,171,543		3,274,288		3,199,385		3,933,613		4,823,465		3,581,753		3,812,975		4,556,885

		経常利益 ケイジョウ リエキ		381,417		63,088		116,048		10,643		689,995		(7,527)		66,483		15,047		924,341		14,080		129,980		9,719		1,039,026		167,858		70,048		206,301		991,574		312,411		67,612		365,534		1,315,665		267,062		169,932		321,111		1,471,023		274,056		238,187		317,285





		（グラフ）

				12/3期 キ								13/3期 キ								14/3期 キ								15/3期 キ								16/3期 キ								17/3期 キ								18/3期 キ

				１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,960		1,751		1,978		2,051		2,476		1,858		2,191		2,182		2,851		2,152		2,538		2,659		3,308		2,471		2,394		3,105		3,473		2,801		2,727		3,496		4,171		3,274		3,199		3,933		4,823		3,581		3,812		4,556

		経常利益 ケイジョウ リエキ		381		63		116		10		689		(7)		66		15		924		14		129		9		1,039		167		70		206		991		312		67		365		1,315		267		169		321		1,471		274		238		317





















売上高（四半期）



売上高	

１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	2476	1858	2191	2182	2851	2152	2538	2659	3308	2471	2394	3105	3473	2801	2727	3496	4171	3274	3199	3933	4823	3581	3812	4556	経常利益	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	689	-7	66	15	924	14	129	9	1039	167	70	206	991	312	67	365	1315	267	169	321	1471	274	238	317	





経常利益（四半期）



経常利益	

１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	689	-7	66	15	924	14	129	9	1039	167	70	206	991	312	67	365	1315	267	169	321	1471	274	238	317	売上高	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	2476	1858	2191	2182	2851	2152	2538	2659	3308	2471	2394	3105	3473	2801	2727	3496	4171	3274	3199	3933	4823	3581	3812	4556	







従業員推移

						（合計） ゴウケイ		人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		リクルーティング事業 ジギョウ		情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		その他 タ		共通他 キョウツウ タ		合計 ゴウケイ

				12／3期 キ		478		168		115		128		44		23		478

				12／9末 マツ		536		207		126		136		45		22		536

				13／3期 キ		531		201		131		132		44		23		531				べ   2

				13／9末 マツ		585		222		149		145		45		24		585				べ   3

				14／3期 キ		579		227		151		133		43		25		579				べ   3

				14／9末 マツ		652		261		183		137		47		24		652				べ   2

				15／3期 キ		650		268		179		133		45		25		650				べ   3

				15／9末 マツ		717		299		211		138		46		23		717				べ   3

				16／3期 キ		741		307		214		146		52		22		741		メ   2		べ   2

				16／9末 マツ		850		352		238		150		53		57		850		メ   4		べ   3		ワ   29

				17／3期 キ		852		361		228		150		52		61		852		メ   3		べ   3		ワ   35		ﾈｯﾄ  31		海外  21 カイガイ		全社  20 ゼンシャ

				17／9末 マツ		956		467		238		163		60		28		956		メ   5		べ   6		ワ   54		ﾈｯﾄ  32		海外  28 カイガイ		全社  20 ゼンシャ		QG   2

				18／3期 キ		979		503		221		154		74		26		978		メ   5		べ   4		ワ   60		ﾈｯﾄ  31		海外  43 カイガイ		全社  20 ゼンシャ		QG   2



（名） 

セグメント別従業員数の推移

（13年3月期末～18年3月期末）



人材サービス事業	

13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	201	227	268	307	361	503	リクルーティング事業	

13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	131	151	179	214	228	221	情報出版事業	

13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	132	133	133	146	150	154	その他	

13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	44	43	45	52	52	74	共通他	[値](2)
[値](3)
[値](3)
[値](4)
[値](41)
[値](6)

13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	23	25	25	22	61	26	合計	
13／3期	14／3期	15／3期	16／	3期	17／3期	18／3期	531	579	650	741	852	978	（合計）	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	531	579	650	741	852	979	



従業員数の推移（グループ全体）

合計	
13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	531	579	650	741	852	978	（合計）	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	531	579	650	741	852	979	人材サービス事業	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	201	227	268	307	361	503	リクルーティング事業	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	131	151	179	214	228	221	情報出版事業	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	132	133	133	146	150	154	その他	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	44	43	45	52	52	74	共通他	13／3期	14／3期	15／3期	16／3期	17／3期	18／3期	23	25	25	22	61	26	


（注） 従業員数は、期末時点の「正社員数＋臨時社員数（社保有り）」で示しております。
（注） 共通他には、内数として連結対象外子会社の人数を含めており（ ）で示しております。

（人）



従業員の状況

						セグメント別／拠点別　従業員数（2018年３月末） ベツ キョテン ベツ ジュウギョウイン スウ ネン ガツ マツ																								（単位：人）

						拠　点 キョ テン		大阪 オオサカ		東京 トウキョウ		名古屋 ナゴヤ		金沢・富山 カナザワ トヤマ		仙台 センダイ		中国 チュウゴク		アメリカ		ﾒｷｼｺ		英国 エイコク		その他 タ				従業員数(注） ジュウギョウイン スウ チュウ

						事　業 コト ギョウ		梅田・堺 ウメダ サカイ		赤坂・横浜 アカサカ ヨコハマ				福井・新潟 フクイ ニイガタ												国内 コクナイ		海外 カイガイ

						人材サービス事業 ジギョウ		○		○		○		○		○														503

																														（38）

						リクルーティング事業 ジギョウ		○		○		○																		221

																														（54）

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ								○																154

																														（29）

						ネット関連事業 カンレン ジギョウ		○		○																				31

																														（4）

						海外事業 カイガイ ジギョウ												○		○		○		○						43

																														（3）

						（本社部門） ホンシャ ブモン		○		○																○		○		26

																														（3）

						従業員数 ジュウギョウイン スウ		278		427		47		174		3		8		15		5		15		2		4		978

								（53）		（32）		（7）		（33）		（0）		（0）		（2）		(0)		(1)		（1）		（2）		(131)

						構成比 コウセイヒ		28.4%		43.7%		4.8%		17.8%		0.3%		0.8%		1.5%		0.5%		1.5%		0.2%		0.4%		100%

						（注）１. 臨時従業員数は、内数として（　）で示しております。 チュウ リンジ ジュウギョウイン スウ ウチスウ シメ

						（注）２. 海外の拠点は次のとおりです。中国（上海）、アメリカ（ニューヨーク、ロサンゼルス）、メキシコ（アグアスカリエンテス）、英国（ロンドン） チュウ カイガイ キョテン ツギ チュウゴク シャンハイ エイコク

						（注）３. その他は、非連結対象子会社を示しております。（国内：クイックグローバル、海外：ベトナム(ホーチミン)） チュウ ヒ











						クイック		128		176		27		0		0		0		0										331

						アイ・キュー		2		19		0		0		0		0		0										21

						ケー・シー・シー		0		0		0		121		0		0		0										121

						キャリア		6		5		4		13		3		0		0										31

						上海 シャンハイ		0		0		0		0		0		12		0										12

						USA		0		0		0		0		0		0		8										8

						合計 ゴウケイ		136		200		31		134		3		12		8										524						←人員表と一致 ジンイン ヒョウ イッチ





						構成比の調整 コウセイヒ チョウセイ

						調整前 チョウセイ マエ		28.4%		43.7%		4.8%		17.8%		0.3%		0.8%		1.5%										99.9%

						調整後 チョウセイ ゴ		25.4%		35.4%		5.7%		28.0%		1.2%		2.3%		2.0%										100.0%

						差 サ		-3.0%		-8.3%		0.9%		10.2%		0.9%		1.5%		0.5%										0.1%





						事業別／拠点別　従業員数（2012年３月末） ジギョウ ベツ キョテン ベツ ジュウギョウイン スウ ネン ガツ マツ																								（単位：人） タンイ ニン

						拠　点 キョ テン		大阪 オオサカ		東京 トウキョウ		名古屋 ナゴヤ		金沢・富山 カナザワ トヤマ		仙台 センダイ		中国 チュウゴク		アメリカ						その他 タ				【従業員数】 ジュウギョウイン スウ

						事　業 コト ギョウ		梅田・堺 ウメダ サカイ		赤坂・横浜 アカサカ ヨコハマ				福井・新潟 フクイ ニイガタ				上海 シャンハイ		ＮＹ・ＬＡ						国内 コクナイ		海外 カイガイ

						人材サービス(紹介）		○		○		○		○		○										○				369

																														(27)

						リクルーティング		○		○		○																		175

																														(53)

						情報出版 ジョウホウ シュッパン				（注2） チュウ				○																120

																														(30)

						ネット関連 カンレン		○		○		○																		25

																														(6)

						海外 カイガイ												○		○								○		24

																														(3)

						（本社管理部門） ホンシャ カンリ ブモン		○																						20

																														（0）

						従業員数 ジュウギョウイン スウ		189

株式会社クイック: R大阪+紹介大阪+全社　95名
エリア堺4名
IQ　2名
CS　8名		332

株式会社クイック: R東京+紹介東京+吉越+根本　100名
横浜　8名
IQ　23名
CS　6名（クイック雇用）
　　　1名（KCC雇用）
KCC　4名		36

株式会社クイック: R名古屋+紹介名古屋　22名
IQ 1名
CS　2名（クイック雇用）
　　　1名（KCC雇用）		134

株式会社クイック: KCC　121名
CS　11名		3		6		11						17		5		733

																										（18）		(1)		(119)

						(構成比) コウセイヒ		25.1%		42.8%		5.2%		19.6%		0.4%		0.7%		1.4%						4.1%		0.7%		［100%］

								214		365		44		167		3		6		12						35		6		852



						（注1）臨時従業員数は（　）内、外数で表示しております。 チュウ リンジ ジュウギョウイン スウ ナイ ソト スウ ヒョウジ

						（注2）（株）ケー・シー・シー東京支店は2011年3月末に閉鎖いたしましたが、従業員（4名）は情報出版事業/東京拠点の人員として チュウ カブ トウキョウ シテン ネン ガツ マツ ヘイサ ジュウギョウイン メイ ジョウホウ シュッパン ジギョウ トウキョウ キョテン ジンイン

						　　　　集計しております。





事業別予想②

				2018年３月期 事業別業績予想（予想比） ネン ガツキ ジギョウ ベツ ギョウセキ ヨソウ ヨソウ ヒ

				          　　　期別   キ ベツ						１９／３期 キ																								１８／３期
（通期実績） キ ツウキ ジッセキ						          　　　期別 キ ベツ						上期予想 カミキ ヨソウ												下期予想 シモキ ヨソウ								通期予想 ツウキ ヨソウ

										（上期予想） ヨソウ								（下期予想）								(通期予想）																				18年3月期 ネン ガツキ		19年3月期 ネン ガツキ						前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				18年3月期 ネン ガツキ		19年3月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ				18年3月期 ネン ガツキ		19年3月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

				  業績等 ギョウセキ トウ						金額 キンガク		予想比 ヨソウ ヒ						金額 キンガク		予想比 ヨソウ ヒ						金額 キンガク		予想比 ヨソウ ヒ						金額 キンガク						業績等 ギョウセキ トウ						上期実績 カミキ ジッセキ		1Q予想 ヨソウ		2Q予想 ヨソウ		上期予想 カミキ ヨソウ						下期実績 シモキ ジッセキ		下期予想 シモキ ヨソウ						通期実績 ツウキ ジッセキ		通期予想 ツウキ ヨソウ



				売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				5,428		1.1%						3,994		▲ 3.0%						11,258		▲ 0.7%						9,915						売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				5,428,923						0		0.0%				4,486,310				0.0%				9,915,233		0		0.0%

						リクルーティング事業				1,569		▲ 2.4%						2,063		▲ 1.9%						3,702		▲ 2.1%						3,693								リクルーティング事業				1,569,720						0		0.0%				2,123,720				0.0%				3,693,440		0		0.0%

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				834		▲ 3.8%						908		▲ 4.2%						1,808		▲ 4.0%						1,762								情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				834,703						0		0.0%				927,562				0.0%				1,762,265		0		0.0%

						その他 タ				571		13.2%						728		25.5%						1,731		19.8%						1,404								その他 タ				571,870						0		0.0%				832,268				0.0%				1,404,138		0		0.0%

						計 ケイ				8,405		0.7%						7,694		▲ 0.7%						18,500		0.0%						16,775								計 ケイ				8,405,218						0		0.0%				9,369,860				0.0%				16,775,076		0		0.0%



				営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,593		4.4%						65		43.7%						1,866		5.5%						1,735						営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,593,579						0		0.0%				141,481				0.0%				1,735,060		0		0.0%

						リクルーティング事業				322		▲ 1.6%						541		▲ 1.0%						832		▲ 1.2%						881								リクルーティング事業				322,943						0		0.0%				558,524				0.0%				881,467		0		0.0%

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				▲ 21		— ％						54		▲ 35.7%						55		▲ 70.5%						3								情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				-21,789 						0		0.0%				25,196				0.0%				3,407		0		0.0%

						その他 タ				98		74.1%						88		▲ 21.3%						167		10.6%						198								その他 タ				98,388						0		0.0%				100,028				0.0%				198,416		0		0.0%

						調整額 チョウセイ ガク				▲ 298		6.0%						▲ 274		— %						▲ 621		3.0%						▲ 619								調整額 チョウセイ ガク				-298,520 						0		0.0%				-321,068 				0.0%				-619,588 		0		0.0%

						計 ケイ				1,694		2.4%						475		▲ 7.7%						2,300		0.0%						2,198								計 ケイ				1,694,600						0		0.0%				504,162		0		0.0%				2,198,762		0		0.0%
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配当推移 （中間・期末) 

						12/3期 キ		13/3期 キ		14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ		17/3期 キ		18/3期 キ		19/3期（予想） キ ヨソウ

				第2四半期末 ダイ シ ハンキ マツ		2.0		4.0		5.0		12.0		13.0		14.0		17.0		19.0

				期末 キマツ		4.0		4.0		8.0		9.0		12.0		16.0		18.0		19.0

				計 ケイ		6.0		8.0		13.0		21.0		25.0		30.0		35.0		38.0



						12/3期 キ		13/3期 キ		14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ		17/3期 キ		18/3期 キ		18/3期（予想） キ ヨソウ

				配当性向（％） ハイトウ セイコウ		31.2		31.6		36.7		39.9		40.1		40.5		40.4		40.7









［年間配当］

１株当たり年間配当金額の推移

第2四半期末	[値]※

15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期（予想）	12	13	14	17	19	期末	18.0

15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期（予想）	9	12	16	18	19	［[値]］
［[値]］
［[値]］
［[値]］
[[値]]
15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期（予想）	21	25	30	35	38	

［6.0］

(注) １. ※　東証一部指定記念配当５.０円を含んでおります。
(注) ２. 16年3月期より、配当性向を30％から40％としております。
          



中計



						中期計画（19/3期～21/3期） チュウキ ケイカク キ キ														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						                   期別  キ ベツ				１７／３期 キ		１８／３期 キ				１９／３期 キ		２０／３期 キ		２１／３期 キ

						 業績 ギョウセキ				（実績） ジッセキ		（実績） ジッセキ				（予想） ヨソウ		（計画） ケイカク		（計画） ケイカク



						売上高 ウリアゲ ダカ				14,578		16,775				18,500		21,000		23,850

						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				8,674		9,748				10,750		12,320		14,080

						販売費及び
一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				6,676		7,549				8,450		9,500		10,650

						営業利益 エイギョウ リエキ				1,998		2,198				2,300		2,820		3,430

						経常利益 ケイジョウ リエキ				2,073		2,300				2,530		2,850		3,460

						親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウ キ ジュンリエキ				1,391		1,627



						売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ		56.50%		59.5%		58.1%				58.1%		58.7%		59.0%

						営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				13.7%		13.1%				12.4%		13.4%		14.4%

						経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ				14.2%		13.7%				13.7%		13.6%		14.5%

						親会社株主に帰属する
当期純利益率 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ リツ				9.5%		9.7%

						（注１）当社はローリング方式により中期計画を見直しております。 チュウ トウシャ ホウシキ チュウキ ケイカク ミナオ









						データ入力 ニュウリョク

						          期別 キ ベツ				１７／３期		１８／３期				１９／３期		２０／３期		２１／３期

						  業績 ギョウセキ				（実績） ジッセキ		（実績） ジッセキ				（予想） ヨソウ		（計画） ケイカク		（計画） ケイカク



						売上高 ウリアゲ ダカ				14,578,829		16,775,078				18,500,000		21,000,000		23,850,000

						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				8,674,825		9,748,094				10,750,000		12,320,000		14,080,000

						販管費 ハン				6,676,660		7,549,332				8,450,000		9,500,000		10,650,000

						営業利益 エイギョウ リエキ				1,998,165		2,198,762				2,300,000		2,820,000		3,430,000

						経常利益 ケイジョウ リエキ				2,073,770		2,300,551				2,530,000		2,850,000		3,460,000

						当期純利益 トウキ ジュン リエキ				1,391,104		1,627,292



						売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ				59.5%		58.1%				58.1%		58.7%		59.0%

						営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				13.7%		13.1%				12.4%		13.4%		14.4%

						経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ				14.2%		13.7%				13.7%		13.6%		14.5%

						当期利益率 トウキ リエキ リツ				9.5%		9.7%				0.0%		0.0%		0.0%





中計（事業別 売上 利益）

				中期計画 事業別（19/3期～21/3期） チュウキ ケイカク ジギョウ ベツ キ キ														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン																				（単位：百万円） タンイ ヒャク マンエン

				期別  キ ベツ						１７／３期
(実績)		１８／３期
(実績)		１９／３期
(予想) ヨソウ		２０／３期
(計画) キ ケイカク		２１／３期
(計画) ケイカク

				 報告セグメント ホウコク



				売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				8,155		9,915		11,358		13,221		15,384

						リクルーティング事業				3,575		3,693		3,702		3,923		4,056

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				1,794		1,762		1,808		1,913		2,080

						その他 タ				1,052		1,404		1,731		1,991		2,398

						計 ケイ				14,578		16,775		18,600		21,050		23,920



				営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,491		1,735		1,901		2,264		2,590

						リクルーティング事業				903		881		832		860		901

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				68		3		55		107		187

						その他 タ				182		198		167		243		426

						調整額 チョウセイ ガク				▲ 647		▲ 619		▲ 646		▲ 645		▲ 656

						計 ケイ				1,998		2,198		2,310		2,830		3,450



																																						（単位：千円） タンイ センエン

				計画・実績  ケイカク ジッセキ						１７／３期
(実績)		１８／３期
(実績)		１９／３期
(予想) ヨソウ		２０／３期
(計画) キ ケイカク		２１／３期
(計画) ケイカク

				報告セグメント ホウコク



				売上高 ウリアゲ ダカ		人材サービス事業				8,155,566		9,915,233		11,358,064		13,221,453		15,384,573

						リクルーティング事業				3,575,889		3,693,440		3,702,145		3,923,472		4,056,959

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				1,794,595		1,762,265		1,808,733		1,913,531		2,080,344

						その他 タ				1,052,778		1,404,138		1,731,058		1,991,544		2,398,124

						計 ケイ				14,578,829		16,775,078		18,600,000		21,050,000		23,920,000



				営業利益 エイギョウ リエキ		人材サービス事業				1,491,492		1,735,060		1,901,169		2,264,370		2,590,638

						リクルーティング事業				903,235		881,467		832,409		860,095		901,172

						情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ				68,557		3,407		55,322		107,851		187,959

						その他 タ				182,112		198,416		167,652		243,454		426,894

						調整額 チョウセイ ガク				(647,231)		(619,588)		(646,552)		(645,771)		(656,663)

						計 ケイ				1,998,165		2,198,762		2,310,000		2,830,000		3,450,000





ギロウ関推移、中計







				（値） アタイ																						(千円） センエン

				上場来の業績＋中期計画 ジョウジョウ ライ ギョウセキ チュウキ ケイカク														(百万円） ヒャクマンエン								上場来の業績＋中期計画 ジョウジョウ ライ ギョウセキ チュウキ ケイカク														(百万円） ヒャクマンエン

				期別 キ ベツ		売上高 ウリアゲ ダカ		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ				期別 キ ベツ		売上高 ウリアゲ ダカ		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		経常利益 ケイジョウ リエキ		経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ

				01/3		5,080		1,557		30.7%		415		8.2%		419		8.2%		226		4.5%				01/3		5,081		1,557		30.7%		415		8.2%		419		8.2%		227		4.5%

				02/3		5,485		1,698		31.0%		483		8.8%		455		8.3%		259		4.7%				02/3		5,486		1,698		31.0%		484		8.8%		456		8.3%		260		4.7%

				03/3		5,282		1,520		28.8%		112		2.1%		104		2.0%		35		0.7%				03/3		5,282		1,520		28.8%		112		2.1%		104		2.0%		36		0.7%

				04/3		7,676		2,971		38.7%		386		5.0%		408		5.3%		212		2.8%				04/3		7,676		2,972		38.7%		386		5.0%		409		5.3%		213		2.8%

				05/3		9,509		3,681		38.7%		524		5.5%		546		5.7%		207		2.2%				05/3		9,510		3,682		38.7%		525		5.5%		546		5.7%		207		2.2%

				06/3		10,633		4,457		41.9%		626		5.9%		654		6.2%		347		3.3%				06/3		10,633		4,458		41.9%		627		5.9%		654		6.2%		348		3.3%

				07/3		11,689		5,245		44.9%		760		6.5%		780		6.7%		382		3.3%				07/3		11,690		5,245		44.9%		761		6.5%		781		6.7%		383		3.3%

				08/3		11,435		5,150		45.0%		366		3.2%		400		3.5%		306		2.7%				08/3		11,435		5,150		45.0%		367		3.2%		400		3.5%		306		2.7%

				09/3		9,110		4,316		47.4%		△ 134		-1.5%		△ 107		-1.2%		△ 478		-5.3%				09/3		9,110		4,317		47.4%		△ 135		-1.5%		△ 108		-1.2%		△ 478		-5.3%

				10/3		6,277		3,337		53.2%		△ 186		-3.0%		△ 80		-1.3%		△ 81		-1.3%				10/3		6,278		3,338		53.2%		△ 186		-3.0%		△ 80		-1.3%		△ 81		-1.3%

				11/3		6,608		3,721		56.3%		228		3.5%		258		3.9%		258		3.9%				11/3		6,608		3,721		56.3%		228		3.5%		259		3.9%		258		3.9%

				12/3		7,742		4,496		58.1%		540		7.0%		571		7.4%		357		4.6%				12/3		7,742		4,496		58.1%		540		7.0%		571		7.4%		357		4.6%

				13/3期 キ		8,708		4,918		56.5%		658		7.6%		763		8.8%		473		5.4%				13/3期 キ		8,708		4,919		56.5%		658		7.6%		764		8.8%		473		5.4%

				14/3期 キ		10,202		5,582		54.7%		1,033		10.1%		1,078		10.6%		665		6.5%				14/3期 キ		10,202		5,582		54.7%		1,034		10.1%		1,078		10.6%		665		6.5%

				15/3期 キ		11,279		6,434		57.0%		1,383		12.3%		1,483		13.1%		988		8.8%				15/3期 キ		11,280		6,434		57.0%		1,383		12.3%		1,483		13.1%		988		8.8%

				16/3期 キ		12,498		7,328		58.6%		1,687		13.5%		1,737		13.9%		1,170		9.4%				16/3期 キ		12,499		7,328		58.6%		1,687		13.5%		1,737		13.9%		1,171		9.4%

				17/3期 キ		14,578		8,674		59.5%		1,998		13.7%		2,073		14.2%		1,391		9.5%				17/3期 キ		14,579		8,675		59.5%		1,998		13.7%		2,074		14.2%		1,391		9.5%

				18/3期 キ		16,775		9,748		58.1%		2,198		13.1%		2,300		13.7%		1,627		9.7%				18/3期 キ		16,775		9,748		58.1%		2,199		13.1%		2,301		13.7%		1,627		9.7%

				19/3期 予想 キ ヨソウ		18,500		10,750		58.1%		2,300		12.4%		2,530		13.7%		1,753		9.5%				19/3期 予想 キ ヨソウ		18,500		10,750		58.1%		2,300		12.4%		2,530		13.7%		1,753		9.5%

				20/3期 計画 キ ケイカク		21,000		12,320		58.7%		2,820		13.4%		2,850		13.6%		1,970		9.4%				20/3期 計画 キ ケイカク		21,000		12,320		58.7%		2,820		13.4%		2,850		13.6%		1,970		9.4%

				21/3期 計画 キ ケイカク		23,850		14,080		59.0%		3,430		14.4%		3,460		14.5%		2,391		10.0%				20/3期 計画 キ ケイカク		23,850		14,080		59.0%		3,430		14.4%		3,460		14.5%		2,391		10.0%



売上高・売上総利益・売上総利益率（12/3期-21/3期)

売上高	





[値]





[値]

12/3	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	7742	8708	10202	11279	12498	14578	16775	18500	21000	23850	売上総利益	5,582 

12/3	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	4496	4918	5582	6434	7328	8674	9748	10750	12320	14080	売上総利益率	12/3	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.58072456353380075	0.56485339456109085	0.54714600917660505	0.57043167796906491	0.58632042695110875	0.59502892859227585	0.5811057331596311	0.58108108108108103	0.58666666666666667	0.59035639412997909	(百万円）



経常利益・経常利益率（12/3期-21/3期)
経常利益	

1,078




12/3	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	571	763	1078	1483	1737	2073	2300	2530	2850	3460	経常利益率	
01/3	02/3	03/3	04/3	05/3	06/3	07/3	08/3	09/3	10/3	11/3	12/3	13/3期	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 予想	7.3777696376045698E-2	8.7734853554183825E-2	0.10567700741911167	0.13149681035127805	0.13898321086211499	0.14224530653319276	0.13714100166926196	0.13675675675675675	0.1357142857142857	0.14507337526205449	

（百万円）



売上高推移


17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	14578	16775	18500	21000	23850	売上総利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	8674	9748	10750	12320	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.59502892859227585	0.5811057331596311	0.58108108108108103	0.58666666666666667	営業利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1998	2198	2300	2820	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.13705936190073975	0.13107313122478476	0.12432432432432433	0.13428571428571429	経常利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	2073	2300	2530	2850	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.14224530653319276	0.13714100166926196	0.13675675675675675	0.1357142857142857	当期利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1391	1627	1753	1970	


利益率推移

営業利益率	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.13705936190073975	0.13107313122478476	0.12432432432432433	0.13428571428571429	0.14381551362683437	経常利益率	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.14224530653319276	0.13714100166926196	0.13675675675675675	0.1357142857142857	0.14507337526205449	当期純利益率	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	9.5419460643924148E-2	9.700652360603032E-2	9.4756756756756752E-2	9.3809523809523815E-2	0.10025157232704403	売上高	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	5485	5282	7676	9509	10633	11689	11435	9110	6277	6608	7742	8708	10202	11279	12498	14578	16775	18500	21000	売上総利益	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1698	1520	2971	3681	4457	5245	5150	4316	3337	3721	4496	4918	5582	6434	7328	8674	9748	10750	12320	売上総利益率	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.58632042695110875	0.59502892859227585	0.5811057331596311	0.58108108108108103	0.58666666666666667	営業利益	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	483	112	386	524	626	760	366	-134	-186	228	540	658	1033	1383	1687	1998	2198	2300	2820	経常利益	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	455	104	408	546	654	780	400	-107	-80	258	571	763	1078	1483	1737	2073	2300	2530	2850	当期純利益	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	259	35	212	207	347	382	305.77600000000001	-478.44900000000001	-80.945999999999998	258.14800000000002	356.98599999999999	473.07799999999997	665.47900000000004	988	1170	1391	1627	1753	1970	




14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	10202	11279	12498	14578	16775	



14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	1033	1383	1687	1998	2198	
14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	1078	1483	1737	2073	2300	
14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	665.47900000000004	988	1170	1391	1627	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	8708	10202	11279	12498	14578	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	4918	5582	6434	7328	8674	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	0.56485339456109085	0.54714600917660505	0.57043167796906491	0.58632042695110875	0.59502892859227585	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	7.558205165276706E-2	0.1013465947463397	0.12263631053975971	0.13500572652454965	0.13705936190073975	14/3期	15/3期	16/3期	17/3期	18/3期	8.7734853554183825E-2	0.10567700741911167	0.13149681035127805	0.13898321086211499	0.14224530653319276	



各利益推移

営業利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1998	2198	2300	2820	3430	経常利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	2073	2300	2530	2850	3460	当期利益	
17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1391	1627	1753	1970	2391	売上高	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	12498	14578	16775	18500	21000	売上総利益	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	7328	8674	9748	10750	12320	売上総利益率	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.58632042695110875	0.59502892859227585	0.5811057331596311	0.58108108108108103	0.58666666666666667	営業利益率	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.13500572652454965	0.13705936190073975	0.13107313122478476	0.12432432432432433	0.13428571428571429	経常利益率	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	0.13898321086211499	0.14224530653319276	0.13714100166926196	0.13675675675675675	0.1357142857142857	当期純利益率	17/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	9.365049838565212E-2	9.5419460643924148E-2	9.700652360603032E-2	9.4756756756756752E-2	9.3809523809523815E-2	





中計ｸﾞﾗﾌ  (事業別売上）

				売上高 ウリアゲ ダカ

						14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ		1７/3期 キ		18/3期 キ		19/3期予想 キ ヨソウ		20/3期計画 キ ケイカク		21/3期計画 キ ケイカク

				人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		5,152		5,967		6,629		8,155		9,915		11,258		13,171		15,314

				リクルーティング事業 ジギョウ		2,686		2,844		3,294		3,575		3,693		3,702		3,923		4,056

				情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		1,638		1,657		1,668		1,794		1,762		1,808		1,913		2,080

				その他 タ		724		809		906		1,052		1,404		1,731		1,991		2,398

				合計 ゴウケイ		10,200		11,277		12,497		14,576		16,774		18,499		20,998		19,768

				（連結）売上高 レンケツ ウリアゲ ダカ		10,202		11,279		12,498		14,578		16,775		18,500		21,000		23,850

				合計との差 ゴウケイ サ		(2)		(2)		(1)		(2)		(1)		(1)		(2)		(2)





				営業利益 エイギョウ リエキ

						14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ		1７/3期 キ		18/3期 キ		19/3期 予想 キ ヨソウ		20/3期 計画 キ ケイカク		21/3期 計画 キ ケイカク

				人材サービス事業 ジンザイ ジギョウ		712		1,141		1,136		1,491		1,735		1,866		2,234		2,540

				リクルーティング事業 ジギョウ		753		672		878		903		881		832		860		901

				情報出版事業 ジョウホウ シュッパン ジギョウ		18		36		44		68		3		55		107		187

				その他 タ		41		52		99		182		198		167		243		426

				調整額 チョウセイ ガク		(491)		(519)		(471)		(647)		(619)		(621)		(625)		(626)

				合計 ゴウケイ		1,033		1,382		1,686		1,997		2,198		2,299		2,819		3,428

				（連結）営業利益 レンケツ エイギョウ リエキ		1,033		1,383		1,687		1,998		2,198		2,300		2,820		3,430

				合計との差 ゴウケイ サ		0		(1)		(1)		(1)		0		(1)		(1)		(2)



中期計画（事業別売上高）



人材サービス事業	

1７/3期	18/3期	19/3期予想	20/3期計画	21/3期計画	8155	9915	11258	13171	15314	リクルーティング事業	

1７/3期	18/3期	19/3期予想	20/3期計画	21/3期計画	3575	3693	3702	3923	4056	情報出版事業	

1７/3期	18/3期	19/3期予想	20/3期計画	21/3期計画	1794	1762	1808	1913	2080	その他	

1７/3期	18/3期	19/3期予想	20/3期計画	21/3期計画	1052	1404	1731	1991	2398	（連結）売上高	【[値]】
【[値]】
【[値]】
【[値]】
【[値]】

1７/3期	18/3期	19/3期予想	20/3期計画	21/3期計画	14578	16775	18500	21000	23850	【[値]】
合計	
1７/3期	18/3期	19/3期予想	20/3期計画	21/3期計画	14576	16774	18499	20998	19768	



中期計画（事業別営業利益）

人材サービス事業	
1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1491	1735	1866	2234	2540	リクルーティング事業	
1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	903	881	832	860	901	情報出版事業	
1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	68	3	55	107	187	その他	
1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	182	198	167	243	426	調整額	[値]
[値]
[値]
[値]
[値]

1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	-647	-619	-621	-625	-626	（連結）営業利益	【[値]】
【[値]】

【[値]】
【[値]】
【[値]】

1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1998	2198	2300	2820	3430	【[値]】
合計	1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	1997	2198	2299	2819	3428	合計との差	1７/3期	18/3期	19/3期 予想	20/3期 計画	21/3期 計画	-1	0	-1	-1	-2	



（百万円）

（百万円）





・Recruiting of people for registration for 
temporary staffing assignments and 

permanent placements

・Seeking opportunities for human resources services 
in Southeast Asian countries

・Recruiting of people for registration for 
temporary staffing assignments and 
permanent placements

London

Los Angeles

New York

Aguascalientes

Shanghai

Ho Chi Minh

Tokyo

Queretaro

・Personnel and labor consulting 
to improve business operations

・Support for all QUICK Group overseas subsidiaries 
and global employee relocation assistance services
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Overseas Network5

・Personnel placement and personnel and labor consulting

■ Overseas Subsidiaries and Services
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5
Reference Data 1
Change in Composition of Segment Sales and Operating Profit

48%

26%

19%

7%

■Human Resources Services Business ■Recruiting Business ■Information Publishing Business ■Other 

4,193
2,285
1,651

577
Total 8,708

460
571

9
5

1,047

■

■

■

■

FY3/13
Net sales Operating profit(*)

1,735
881

3
198

2,818

■

■

■

■

FY3/18
Net sales Operating profit(*)

9,915
3,693
1,762
1,404

Total 16,775

Composition of net sales
FY3/13 FY3/18

Composition of operating profit*

62%

31%

0%
7%

FY3/13 FY3/18

44%
55%

1% 0%

Net sales
8,708 million yen

Net sales
16,775 million yen

Operating profit
1,047 million yen

Operating profit
2,818 million yen

* Operating profit is a simple aggregation of segment profits which do not include an amount for consolidation adjustment.

59%22%

11%

8%
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Net sales (Quarterly)(Millions of yen)

© QUICK CO.,LTD. All Rights Reserved. 36

5
Reference Data 2 
Quarterly Results
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Ordinary profit (Quarterly)(Millions of yen)
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Number of Employees at Fiscal Year-End 
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5
Reference Data 3  
Number of Employees at Fiscal Year-End 

Number of employees up by 126 YoY
Notes: Centre People (UK) was acquired in August 2017 has joined from the FY 18/3..

Notes:The number of employees is the “number of full-time employees + number of temporary employees (with social insurance)” at the end of fiscal year.



© QUICK CO.,LTD. All Rights Reserved.

Inquiries: Corporate Strategy Div., QUICK CO.,LTD. TEL: +81-6-6366-0919

Forecasts of results of operations in this presentation are based on information that was available
when this presentation was prepared. These forecasts are vulnerable to uncertainties involving the
economy, competition, the success or failure of new services, and other factors. Consequently,
actual performance may differ significantly from the forecasts in this presentation.
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