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当社の会社概要



会社概要（平成29年11月30日現在）
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社 名

本 社 所 在 地

設 立

資 本 金

発行済株式総数

代 表 者

社 員 数

事 業 内 容

決 算 月

連 結 子 会 社

キャリアバンク株式会社

〒060-0005 北海道札幌市中央区北5条西5丁目7番地

昭和62年11月

2億5,624万円

993,000株

代表取締役社長 佐藤良雄

単体：424名 連結：617名（臨時雇用者数を含む）

・人材派遣関連事業 （人材派遣・メディカル・アウトソーシング）

・人材派遣関連事業（関東）

・人材紹介事業
・再就職支援事業
・ペイロール事業
・その他（語学研修事業・ストレスチェック等）

５月

株式会社エコミック
株式会社セールスアウトソーシング
栄光信息技術（青島）有限公司
株式会社札幌ランゲージセンター

地下鉄・JRｽﾃｯｶｰ



経営理念とスローガン
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✓ WORK WORK（わくわく）社会の創造

✓社会的終身雇用の実現

✓信頼のお付きあいをモットーに社会のブレーンたらん

経営理念

スローガン

当社社員及び役員は、お取引先と人材から信頼を得る人間像と、たえず能力の啓発と
向上を目指し一所懸命働き（Ｗork Ｗork)自らの価値を高め、顧客のお役に立ちます。

定年後であっても「やる気」のある方にいつまでも働けるよう、社会における終身雇用
の実現を目指し、充実した人生のバックアップを行います。



会社沿革
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年 月 事 業 内 容

昭和62年11月 札幌市に人材紹介事業を目的としてキャリアバンク株式会社を設立

昭和63年 2月 労働大臣（現・厚生労働大臣）許可を取得、経営管理者の人材紹介事業を開始

平成 3年 4月 労働大臣（現・厚生労働大臣）許可を取得、人材派遣事業を開始

平成13年 3月 札幌証券取引所アンビシャス市場に株式を上場

平成17年11月 札幌証券取引所既存市場へ市場変更

平成23年 6月 旭川・函館・帯広に拠点を開設

平成24年 4月 盛岡に拠点開設

6月 仙台に拠点開設

平成25年 6月 「ＴＬＩ東京中国語センター」の事業譲受契約締結

平成26年 4月 ジョブカフェSAGA事業を受託し佐賀に拠点開設

7月 山形に拠点開設

平成27年 7月 ストレスチェック代行サービスを開始

平成28年11月 ニセコ倶知安に拠点開設

11月 札幌ランゲージセンター日本語科の事業を譲受

平成29年 4月 ジョブカフェ奥州事業を受託し運営開始



全国拠点と運営施設等
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道内拠点
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旭川支店
旭川市一条通9丁目50‐3
旭川緑橋通第一生命ビル3階

函館支店
函館市五稜郭町1-14
五稜郭114ビル5階

帯広支店
帯広市西2条南11丁目12-1

天光堂ビル3階

札幌本社

ニセコ倶知安オフィス
虻田郡倶知安町南1条西2丁目17

AUビル1階

札幌市中央区北5条西5丁目7番地

Sapporo55ビル5階



東北拠点
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盛岡オフィス
岩手県盛岡市大通３丁目２－８
岩手金属工業会館2階

山形オフィス
山形県山形市香澄町3-2-1
山交ビル8階

仙台支店
宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０－３３
第２日本オフィスビル



運営施設（語学学校）
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ＴＬＩ日本中国語センター
東京校：東京都千代田区内幸町１－１－１

帝国ホテルタワー18階

大阪校：大阪市北区鶴野町4-11
朝日プラザ梅田ビル2階

㈱札幌ランゲージセンター
札幌市中央区南11条西１丁目３-17

ファミール中島公園２階



業績・株価推移・株主優待
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第29期
（Ｈ27.6～Ｈ.28.5）

第30期
（Ｈ28.6～Ｈ29.5）

第31期予想
（Ｈ29.6～Ｈ30.5）

第30期第２Ｑ
（Ｈ28.6～Ｈ28.11）

第31期第２Ｑ
（Ｈ29.6～Ｈ29.11）

売上高（千円） 5,599,678 5,817,512 6,084,369 2,836,701 2,916,453

営業利益（千円）又は営業損失
（▲）（千円）

34,177 98,858 103,699 2,775 ▲102,293

経常利益（千円）又は経常損失
（▲）（千円）

34,482 101,927 102,544 2,533 ▲98,775

親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（▲）
（千円）

▲6,888 28,244 29,922 ▲2,466 ▲63,270

純資産額（千円） 1,051,952 1,102,911 1,119,924 1,035,703 1,031,684

総資産額（千円） 2,099,193 2,427,823 2,444,836 2,545,048 2,542,752

１株当たり純資産額（円） 781.37 819.09 834.94 766.08 764.45

１株当たり当期純利益金額
又は当期純損失金額（▲）（千円） ▲6.94 28.44 30.13 ▲2.48 ▲63.72

自己資本比率（％） 37.0 33.5 33.9 29.9 29.9

自己資本利益率（％） ― 3.55 3.64 ― ―

株価収益率（倍） ― 32.77 66.37 ― ―

従業員数
（他、平均臨時雇用者数）（人）

367（203） 367（216） ― 368（210） 396（221）

主な経営指標（連結）

※.売上高には、消費税等は含まれておりません。
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第29期
（平成28年5月期）

第30期
（平成29年5月期）

第31期予想
（平成30年5月期）

第30期第２Ｑ
（Ｈ28.6～Ｈ28.11）

第31期第２Ｑ
（Ｈ29.6～Ｈ29.11）

売上高（千円） 4,143,479 4,231,982 4,352,865 2,152,860 2,236,607

経常利益又は経常損失（▲）（千円） ▲20,843 17,037 17,797 2,210 ▲17,997

当期純利益又は当期純損失（▲）（千円） ▲22,538 6,951 9,788 ▲626 ▲15,508

資本金（千円） 256,240 256,240 256,240 256,240 256,240

発行済株式数（株） 993,000 993,000 993,000 993,000 993,000

純資産額（千円） 626,937 633,301 630,180 615,105 617,853

総資産額（千円） 1,539,010 1,775,904 1,772,783 1,916,789 1,968,195

１株当たり純資産額（円） 631.36 637.77 634.62 619.44 622.21

１株当たり配当額（円） 13円0銭 13円0銭 13円0銭 ― ―

１株当たり当期純利益金額又は
同当期純損失金額（▲）（千円） ▲22.70 7.00 9.86 ▲0.63 ▲15.62

自己資本比率（％） 40.7 35.7 35.5 32.1 31.4

自己資本利益率（％） ― 1.10 1.56 ― ―

株価収益率（倍） ― 133.14 202.90 ― ―

配当性向（倍） ― 185.71 131.89 ― ―

従業員数（他、平均臨時雇用者数）（人） 289（74） 291（93） ― 290（125） 302（122）

主な経営指標（単体）

※.売上高には、消費税等は含まれておりません。
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株価と株主数
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株主数は堅調に増加
２年間の株価推移



株主優待制度
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保有株式数 保有期間1年未満 保有期間１年以上（※）

100株以上500株未満 1,000円相当 1,500円相当

500株以上1,000株未満 2,000円相当 2,500円相当

1,000株以上 3,000円相当 3,500円相当

１. 対象となる株主様
毎年第2四半期末（11月30日）現在の株主名簿に記載または記録された
1単元（100株）以上を保有する株主様。

２．優待内容
保有する株式数及び保有期間に応じて以下のとおり、図書カードを贈呈いたします。

（※） 保有期間1年以上とは同一株主番号で毎年5月31日、11月30日にそれぞれの株主名簿に

連続2回以上記載または記録されていることを指します。

３. お届け時期
毎年1月下旬の発送を予定しております。 SAMPLE



当社の事業展開
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当社の事業展開
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1

パブリックサービス：雇用対策事業

2
外国人の活用：日本語学校

3 ストレスチェック：メンタルヘルス事業

4 生活困窮者対策：就労支援、生活サポート事業

5 大学生就活支援：アルバシップ事業

外国人インターシップ事業

女性・中高年シニアの就職支援
運営している就職支援施設
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就
業
前
研
修

• 基礎知識の復習
• 業界・職種研究
• 面接指導
• 復帰への不安解消

女
性

求
人
企
業

就職フォロー

受託実績：
札幌市、江別市、苫小牧市、北広島市

女性の就職(職場復帰)支援

①パブリックサービス：雇用対策事業

インターン

派遣
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就職を希望する中高年

・技能講習
・面接指導
・職場見学など

生涯働ける環境
づくり支援

当社が受託した各種事業
を通じて

中高年者・シニアの就労支援

①パブリックサービス：雇用対策事業

受託実績：
道内（札幌市、函館市、旭川市、北見市、帯広
市、釧路市）、東北（盛岡市、宮古市、釜石市、
北上市、奥州市、花巻市ほか）



何歳まで収入を伴う仕事をしたいか
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現在仕事をしている高齢者の約4割が
「働けるうちはいつまでも」働きたいと回答。

70歳くらいまでもしくはそれ以上との回答と
合計すれば、約8割が高齢期にも高い就業
意欲を持っている様子がうかがえる

資料：内閣府「高齢者の日常生活に関する意識調査（平成26年） 注：対象は全国60歳以上の男女のうち、現在仕事をしている者のみの再集計

シニアの就労支援トピックス
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0.6

0

1.9

1.2

2.6

4.2

12.6

13.6

23.5

23.9

28.9

30.1

41.4

76.7

0 20 40 60 80

無回答

わからない

その他

周囲の人が働いているから

人手不足や後継者が不在のため、辞めたくても辞めら…

他にやることがないから

仕事が好きだから

仕事を通じて社会に貢献すべきだと思うから

健康によいから

不測の事態に備えるため

生きがいが得られるから

仕事を通じて、友人、仲間を得ることができるから

自由に使えるお金が欲しいから

生活費を得たいから

60歳以降に就労を希望する理由（3つまでの複数回答）

資料：内閣府「高齢期に向けた「備え」に関する意識調査（平成25年） 注：対象は35歳から64歳までの男女のうち、60歳以降も収入を伴う就労意向があるもの

シニアの就労支援トピックス
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小樽市生活サポートセンターたるさぽ（小樽）

札幌市生活就労支援センターステップ（札幌）

ジョブカフェ・ジョブサロン北海道（札幌・旭川・帯広・函館・釧路・北見）

マザーズハローワーク（札幌）

ジョブカフェ奥州

ジョブカフェSAGA（佐賀）

盛岡若者サポートステーション

運営している就職支援施設

①パブリックサービス：雇用対策事業



当社の事業展開
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1

パブリックサービス：雇用対策事業

2
外国人の活用：日本語学校

3 ストレスチェック：メンタルヘルス事業

4 生活困窮者対策：就労支援、生活サポート事業

5 大学生就活支援：アルバシップ事業

外国人インターシップ事業

女性・中高年シニアの就職支援
運営している就職支援施設
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札幌ランゲージセンター
札幌市中央区南11条西1-3-17

ファミール中島公園2Ｆ

②外国人の活用：日本語学校



23

学生インターンシップ

大学新卒の人材紹介

日 本

観光業界、流通業界、
IT業界などへ

中 国
東南アジア

現地の大学、人材会社と
連携します。

②外国人の活用：外国人インターンシップ事業

今までの提携大学
全71校
・青島濱海学院
・渭南師範学院

他、中国21地域



当社の事業展開
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1

パブリックサービス：雇用対策事業

2
外国人の活用：日本語学校

3 ストレスチェック：メンタルヘルス事業

4 生活困窮者対策：就労支援、生活サポート事業

5 大学生就活支援：アルバシップ事業

外国人インターシップ事業

女性・中高年シニアの就職支援
運営している就職支援施設
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平成27年12月1日より従業員数50人以上の企業にストレスチェックが
義務化されてから、順調にシェアを拡大を続けています

受託実績：実施から2年間で、コープさっぽろ他一般企業、道内外の
自治体、北海道大学他各大学、病院・福祉施設など合計500社、
延べ16万人のストレスチェックを実施

従業員

企業

保健師

カウンセリング

組織分析提供

ストレス診断代行顧問契約

結果通知

面 接

③ストレスチェック：メンタルヘルス事業



当社の事業展開
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1

パブリックサービス：雇用対策事業

2
外国人の活用：日本語学校

3 ストレスチェック：メンタルヘルス事業

4 生活困窮者対策：就労支援、生活サポート事業

5 大学生就活支援：アルバシップ事業

外国人インターシップ事業

女性・中高年シニアの就職支援
運営している就職支援施設



④生活困窮者対策：就労支援、生活サポート事業
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たるさぽ
（小樽市生活サポートセンター）
小樽市花園4丁目2番14号花園ビル2階

ステップ（札幌市生活就労支援センター ）
札幌市中央区大通西6丁目10番地大通公園ビル7階

生活困窮者
「失業して家賃が払えない」

「心身の不調で働くことが不安」
「相談先がわからない」

• 問題解決の支援プラン
• 各支援機関紹介
• 就労活動の支援
• 職業紹介

就職へ



当社の事業展開

28

1

パブリックサービス：雇用対策事業

2
外国人の活用：日本語学校

3 ストレスチェック：メンタルヘルス事業

4 生活困窮者対策：就労支援、生活サポート事業

5 大学生就活支援：アルバシップ事業

外国人インターシップ事業

女性・中高年シニアの就職支援
運営している就職支援施設
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企業

学生

江別市における、学生を対象とした「有給インターンシップ事業」

• 雇用契約
• 給与支給
• 就職活動に
つながるアドバイス

• 就職活動として活用
• 収入を確保

インターンシップとして
就業体験

受託実績：札幌学院大学、北翔大学、酪農学園大学、
北海道情報大学、星槎道都大学

大学生就活支援：アルバシップ事業

派遣



ご清聴ありがとうございました


