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当社の会社概要



会社概要
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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 札幌市中央区北5条西5丁目7番地

1987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：411名 連結：581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
・教育・研修
・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

（2018年11月30日現在）



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。



全国拠点と運営施設等
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全国各拠点
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東北エリア
仙台支店（仙台市青葉区本町2丁目10-33 第二日本オフィスビル）

盛岡オフィス（盛岡市大通3丁目2-8 岩手金属工業会館）

山形オフィス（山形市香澄町3-2-1 山交ビル）

北海道エリア

札幌本社（札幌市中央区北5条西5丁目7 sapporo55 ）

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）

函館支店（函館市五稜郭町1-14 五稜郭114ビル）

帯広支店（帯広市西2条南11丁目12-1 天光堂ビル）

関東・九州エリア
東京オフィス（東京都千代田区内幸町1-1-1帝国ホテルタワー）

海外事業室東京オフィス（東京都新宿区四谷1-23-6協立四谷ビル）

佐賀オフィス（佐賀市木原二丁目6-5佐賀情報管理センター）



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18F

大阪校：大阪市北区鶴野町4-11
朝日プラザ梅田ビル2F

㈱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２Ｆ



行政受託事業と運営施設
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小樽市生活サポートセンターたるさぽ

ジョブカフェ北海道

札幌市生活就労支援センターステップ

ジョブサロン北海道

マザーズキャリアカフェ

ジョブカフェ奥州

ジョブカフェSAGA

行政支援地区●北海道●

札幌市、小樽市、石狩市、江別市、

苫小牧市、恵庭市、北広島市、室蘭

市、羊蹄、西胆振地区、旭川市、函

館地区、帯広地区、北見地区、釧路

地区

行政支援地区●東北●

青森県/青森市

岩手県/盛岡市、奥州市

山形県/鶴岡市、置賜地区（米沢市、

南陽市、長井市）

ジョブカフェ青森

若者サポートステーション
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TOPICS 釧路公立大学の就活サテライト機能

釧路を離れて就職活動をする学生に、フリースペースを
サテライトとして提供。
カウンセラーによる就職カウンセリング（添削や模擬面接
を含む）を受けられるほか、パソコンの利用や新聞・情報
誌の閲覧が可能。
学生同士の情報共有の場としても活用されており、今が
最も賑わいを見せています。

利用者数延べ1,800人／年
就職相談 350回以上／年
来場ピーク 3月～6月



地域若者サポートステーション（通称サポステ）は、 働くことに踏み出したい若者たちとじっくりと向き
合い、 本人やご家族の方々だけでは解決が難しい「働き出す力」を引き出し、 「職場定着するまで」

を全面的にバックアップする厚生労働省委託の支援機関

TOPICS 若者サポートステーション
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苫小牧 2019年4月～旭川・函館も受託！＋
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TOPICS 受託決定の行政事業（3月末時点）

委託元 受託事業名

札幌市 障がい者元気スキルアップ事業実施業務

札幌市 女性の多様な働き方支援窓口運営業務 ここシェルジュSAPPORO運営業務

札幌市 生活就労支援センター運営業務

江別市 働きたい女性のための就職支援事業（人材育成）

小樽市 生活困窮者自立支援事業（就労支援事業）

小樽市 生活困窮者等就労準備支援事業

苫小牧市 なでしこ就職応援事業

北海道労働局 地域若者サポートステーション事業（旭川・函館・苫小牧）

北海道労働局 民間委託による就職支援セミナー業務

北海道労働局 地域活性化雇用創造プロジェクト事業

北海道警察 運転免許関係窓口業務（函館）
厚生労働省 外国人留学生採用サポート事業

宮城県 外国人雇用アシスト業務
山形県 若年非正規労働者正社員化支援事業

山形労働局 若年層を中心とした求職開拓事業

岩手県 就労準備支援事業

岩手県 宮古圏域生活困窮者自立相談支援事業及び家計改善支援事業

奥州市 若年者等就労支援施設運営事業



当社の事業トレンド
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・海外インターンシップ
・留学生採用サポート
・日本語学校
・海外特定技能者紹介・支援

13

新規マーケット

シニア人材

海外
高度人材紹介

技能実習生の
受け入れ事業

海外事業
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シニア人材活用

資料：内閣府「高齢者の日常生活に関する意調査（2014）
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

あなたは何歳頃まで 収入を伴う仕事をしたいですか

就業希望の不就業者が仕事に就けなかった主な理由（60歳以上）

資料：内閣府「高齢者の日常生活に関する意調査（2014）
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シニア人材活用

マクドナルドやローソンは、シニアのアルバイトを積極的に採用
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海外事業／インターンシップ事業

受入ホテルとのスカイプ面接 入国～空港での大学生受入

ホテルでの受入ホテルでの勤務

特定活動ビザ
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海外事業／留学生採用サポート事業

日本の官公庁から
事業を受託

留学生のための
ジョブフェア開催

面接・履歴書作成の
アドバイス

Advice

日本の企業向け
ビザのセミナー

技術・人文知識・国際業務ビザ
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海外事業／人材紹介事業

「外国人採用
徹底分析セミナー」の開催 外国人材の紹介

海外の
人材会社との提携

ベトナム人との
スカイプ面接

技術・人文知識・国際業務ビザ
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海外事業／札幌ランゲージセンター生徒募集事業

道内日本語学校との比較 ※

◆A校 在籍 75名／定員144名
◆B校 在籍 20～30名／定員80名
◆C校 在籍 77名／定員114名
◆D校 在籍 78名／定員180名
◆E校 在籍 13名／定員80名
◆F校 在籍 163名／定員150名

※JaLsa一般社団法人全国日本語学校連合会
2018年法務省告示校日本語教育機関全覧の抜粋

在校生の国際比率

在籍 143名（2019年3月時点）

※一般社団法人日本語教育振興協会 登録機関紹介
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海外事業／海外特定技能者紹介・支援事業

業 種 業務内容

1 建設業

2 造船・舶用工業

3 自動車整備業

4 航空業

5 宿泊業 フロント、企画・広報、接客、レストランサービス

6 ビルクリーニング

7 介護 身体介護（入浴、食事、排泄の介護など）
※訪問サービスは対象外

8 農業

9 漁業

10 飲食料品製造業

11 外食業 飲食物の調理、接客、店舗管理

12 素形材産業

13 産業機械製造業

14 電子・電気機器関連産業

改正出入国管理法4月1日施行に伴い、外国人労働者の受け入れが拡大



業 績
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第30期
（2016.6～2017.5）

第31期
（2017.6～2018.5）

第32期予想
（2018.6～2019.5）

第31期第２Ｑ
（2017.6～2017.11）

第32期第２Ｑ
（2018.6～2018.11）

売上高（千円） 5,817,512 5,937,683 6,083,449 2,916,453 2,768,545

営業利益（千円）又は営業損失
（▲）（千円）

98,858 ▲1,100 110,259 ▲102,293 ▲49,589

経常利益（千円）又は経常損失
（▲）（千円）

101,927 2,584 107,175 ▲98,775 ▲45,094

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）

28,244 ▲25,876 43,574 ▲63,270 ▲18,821

純資産額（千円） 1,102,911 1,072,965 1,062,349 1,031,684 1,014,517

総資産額（千円） 2,427,823 2,339,540 2,573,417 2,542,752 2,439,574

１株当たり純資産額（円） 819.09 773.80 763.11 764.45 728.91

１株当たり当期純利益金額
又は当期純損失金額（▲）（千円） 28.44 ▲26.06 43.88 ▲63.72 ▲18.95

自己資本比率（％） 33.5 32.8 29.4 29.9 29.7

自己資本利益率（％） 3.55 ― 5.68 ― ―

株価収益率（倍） 32.77 ― 45.58 ― ―

従業員数
（他、平均臨時雇用者数）（人）

367（216） 378（195） ― 396（221） 394（187）

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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2019年５月期第２Ｑ実績（連結）
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単位：千円 単位：千円

（注）調整額の内容は、セグメントに帰属しない一般管理費及びセグメント間取引の消去等であります。

2018.5第2Q 2019.5第2Q 前年同期比

派遣関連 129,932 129,673 99.8％

派遣（関東） ▲24,940 ▲15,322 ―

紹介 8,794 10,324 117.4％

再就職 12,655 14,275 112.8％

ペイロール ▲36,764 ▲18,273 ―

その他 2,442 13,019 533.0％

調整額 ▲194,413 ▲183,286 ―

合計 ▲102,293 ▲49,589 ―

2018.5第2Q 2019.5第2Q 前年同期比

派遣関連 1,605,670 1,483,385 92.4％

派遣（関東） 308,243 241,321 78.3％

紹介 51,057 75,098 147.1％

再就職 496,379 488,724 98.5％

ペイロール 358,996 380,153 105.9％

その他 96,106 99,862 103.9％

合計 2,916,453 2,768,545 94.9％

単位：千円
単位：千円

売上 営業利益又は営業損失（▲）



第32期（2019年5月期）予想（連結）
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単位：千円 単位：千円

（注）調整額の内容は、セグメントに帰属しない一般管理費及びセグメント間取引の消去等であります。

2018.5実績 2019.5予想 前期比

派遣関連 272,509 275,989 101.3％

派遣（関東） ▲40,167 3,370 ―

紹介 10,353 38,347 370.4％

再就職 67,400 75,430 111.9％

ペイロール 67,072 81,000 120.8％

その他 2,588 24,937 963.6％

調整額 ▲380,858 ▲388,814 ―

合計 ▲1,100 110,259 ―

2018.5実績 2019.5予想 前期比

派遣関連 3,190,185 3,020,740 94.7％

派遣（関東） 590,015 658,800 111.7％

紹介 107,308 183,010 170.5％

再就職 909,134 970,000 106.7％

ペイロール 953,763 1,009,000 105.8％

その他 187,277 241,899 129.2％

合計 5,937,683 6,083,449 102.5％

単位：千円

単位：千円

売上 営業利益又は営業損失（▲）



株主優待
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株主優待制度
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保有株式数 保有期間1年未満 株主数 保有期間１年以上（※） 株主数

100株～499株 1,000円相当 231 1,500円相当 1,096

500株～999株 2,000円相当 6 2,500円相当 46

1,000株～ 3,000円相当 3 3,500円相当 60

１. 対象となる株主
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

２．優待内容
保有する株式数及び保有期間に応じて図書カードを贈呈

（※） 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

SAMPLE



上位株主の状況

上位の株主構成

1 佐藤良雄

2 ㈱エスジーシー 代表取締役 佐藤良雄

3 万徳正男

4 ㈱SATO－GROUP代表取締役 山鹿時子

5 斎藤良正

6 ㈱北洋銀行 取締役頭取 安田光春

7 キャリアバンク従業員持株会

8 中川均

9 土屋公三

10 新谷隆俊
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主な法人株主

㈱北洋銀行

㈱キムラ

上光証券

㈱クイック

㈱十勝毎日新聞社

㈱土屋総合研究所

㈱土屋経営

㈱クリエアナブキ

㈱サッポロドラッグストアー

㈱玄米酵素



株主数増加の状況
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株主数 1,442名（2018年11月）

所有株数別分布



ご清聴ありがとうございました
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