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1.  平成25年5月期第3四半期の連結業績（平成24年6月1日～平成25年2月28日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年5月期第3四半期 11,657 △10.3 587 △7.6 671 △9.5 434 5.4
24年5月期第3四半期 12,997 12.0 635 △3.4 741 5.9 412 8.8

（注）包括利益 25年5月期第3四半期 506百万円 （22.8％） 24年5月期第3四半期 412百万円 （5.6％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

25年5月期第3四半期 47.38 ―
24年5月期第3四半期 45.06 44.98

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年5月期第3四半期 5,966 4,832 81.0 526.75
24年5月期 6,269 4,599 73.4 502.33
（参考） 自己資本   25年5月期第3四半期  4,832百万円 24年5月期  4,599百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年5月期 ― 10.00 ― 15.00 25.00
25年5月期 ― 15.00 ―
25年5月期（予想） 15.00 30.00

3. 平成25年 5月期の連結業績予想（平成24年 6月 1日～平成25年 5月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
連結業績予想の修正については、本日（平成25年４月１日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 15,000 △14.4 750 △18.0 850 △18.7 520 △13.8 56.68



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料P.3「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料P.3「２．サマリー情報（注記
事項）に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業
績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P.3「１．当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧くださ
い。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年5月期3Q 9,806,000 株 24年5月期 9,788,000 株
② 期末自己株式数 25年5月期3Q 632,000 株 24年5月期 632,000 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年5月期3Q 9,174,000 株 24年5月期3Q 9,156,000 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出環境の改善や金融政策の効果等を背景に、株価等の回復

も見られ、景気回復が期待されておりますが、海外景気の下振れが引き続きリスクとなり、雇用・所得環境につい

てはいまだ注意が必要であり、不透明な状況が続いております。 

  当社グループの属する人材サービス業界では、平成24年10月１日より施行された改正労働者派遣法について、生

活様式やキャリアアップ等の労働目的から派遣労働を希望する求職者のニーズが認められる中で、就業機会の確保

等の課題が挙がり、検討がすすめられております。また、当社グループの主要マーケットである携帯電話業界にお

いては、スマートフォン市場の拡大により各通信キャリアの販売競争の激化や、タブレット端末市場の拡大等商品

やサービスの多様化に伴う一人当たり接客時間の長時間化、必要な業務知識の増加等により、就業を希望する求職

者が減少し、深刻な人員不足が発生しております。 

 このような状況のもと、当社グループでは、想定以上の残業時間が発生し不採算が発生していた業務受託案件を

前第３四半期において派遣契約に切り替える等の利益改善策をとったため売上が減少いたしましたが、サービス品

質の向上を図るべく、これまでの携帯電話業界向けサービスから蓄積してきた販売業務全般のノウハウを活かし、

販売員の提供だけでなく、販売関連業務に従事するスタッフの育成、キャンペーン等の販促活動の立案、運営等多

面から顧客のサポートができるよう努めました。 

 また、アパレル業界向けサービスについては、携帯電話業界向けに次ぐ第二の柱として、業界での知名度向上と

ともに、全国での拠点展開と若年層の人材提供ノウハウを活かし、順調な拡大を続けております。また、デザイナ

ーやパタンナー等の専門職の人材紹介を行う子会社である株式会社アイ・エフ・シーと顧客・求職者を共有するこ

とで、職種の選択肢を拡大することができております。 

 平成24年８月に大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）市場に新規上場した持分法適用関連会社のサクセ

スホールディングス株式会社においては、都市部を中心とした待機児童解消のための公的保育事業の活発化、保育

サービスへの需要の高まりを追い風に、上場企業としての信用力を付加し、事業拡大に邁進しております。また、

保育士の確保・育成強化のため、ジェイコム株式会社とノウハウを共有し、シナジーを図っております。 

 当第３四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。   

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の連結経営成績については、人材需要は高水準で推移しておりました

が、利益確保を優先し、適正な価格での受注にこだわったこともあり、一部キャリアにおけるスタッフの直雇用化

と派遣受入れ期間の制限の影響を吸収することができなかったことから、売上高は116億57百万円（前年同期比

10.3％減）、営業利益は５億87百万円（同7.6％減）、経常利益は６億71百万円（同9.5％減）、四半期純利益は４

億34百万円（同5.4％増）と、四半期純利益ベースでは増益となったものの厳しい結果となりました。    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における資産につきましては、投資有価証券の取得等による増加２億11百万円や持

分法投資利益の計上等に伴う関係会社株式の増加59百万円等があったものの、売上の減少による受取手形及び売掛

金の減少４億７百万円や信託受益権の償還による減少２億99百万円等があったことから前期末に比べて３億３百万

円減少し、59億66百万円となりました。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

セグメントの名称 区分 

前第３四半期連結累計期間
（自 平成23年６月１日 
至 平成24年２月29日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成24年６月１日 

至 平成25年２月28日）

前連結会計年度 
（自 平成23年６月１日 

至 平成24年５月31日）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

    百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

総合人材 

サービス事業  

西日本地区  5,135  39.5  4,459  38.3  6,804  38.9

東海地区  1,596  12.3  1,276  10.9  2,125  12.1

東日本地区  5,887  45.3  5,478  47.0  8,060  46.0

小計  12,619  97.1  11,215  96.2  16,990  97.0

マルチメディア 

サービス事業 
－  377  2.9  442  3.8  527  3.0

合計  12,997  100.0  11,657  100.0  17,518  100.0



 負債につきましては、売上の減少に伴うスタッフの減少等による未払金の減少３億９百万円、法人税等の支払に

よる未払法人税等の減少１億26百万円、消費税等の支払による未払消費税等の減少１億５百万円等があったことに

より、前期末に比べて５億36百万円減少し、11億33百万円となりました。 

 純資産につきましては、四半期純利益の計上４億34百万円と配当金の支払２億74百万円により、前期末に比べて

２億33百万円増加し48億32百万円となり、自己資本比率は7.6ポイント上昇し81.0％となりました。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間における業績の進捗状況を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成24年７月２

日に公表いたしました平成25年５月期の業績予想を修正しております。 

 詳細につきましては、本日（平成25年４月１日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載

のとおり、売上高150億円、営業利益７億50百万円、経常利益８億50百万円、当期純利益５億20百万円にそれぞれ

修正いたしました。 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年６月１日以後に取得し

た有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。  

 なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年５月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,843,506 2,040,991

受取手形及び売掛金 1,782,051 1,374,927

有価証券 595,075 499,639

商品 588 629

信託受益権 399,518 99,906

その他 165,154 221,651

貸倒引当金 △1,813 △1,432

流動資産合計 4,784,081 4,236,313

固定資産   

有形固定資産 68,667 63,700

無形固定資産 52,259 43,598

投資その他の資産   

投資有価証券 771,743 983,330

差入保証金 151,182 150,244

その他 453,464 490,500

貸倒引当金 △11,475 △1,395

投資その他の資産合計 1,364,915 1,622,680

固定資産合計 1,485,842 1,729,979

資産合計 6,269,924 5,966,293

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 69,647 73,264

未払金 1,161,580 851,884

未払法人税等 182,187 55,937

未払消費税等 161,158 55,576

賞与引当金 60,841 43,843

その他 35,197 20,136

流動負債合計 1,670,613 1,100,641

固定負債 － 33,229

負債合計 1,670,613 1,133,870



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年５月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,359,682 1,360,285

資本剰余金 1,529,282 1,529,885

利益剰余金 2,458,130 2,617,867

自己株式 △736,385 △736,385

株主資本合計 4,610,709 4,771,652

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △11,398 60,770

その他の包括利益累計額合計 △11,398 60,770

純資産合計 4,599,310 4,832,422

負債純資産合計 6,269,924 5,966,293



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 

 至 平成24年２月29日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 

 至 平成25年２月28日) 

売上高 12,997,835 11,657,604

売上原価 10,912,837 9,704,856

売上総利益 2,084,997 1,952,748

販売費及び一般管理費 1,449,625 1,365,534

営業利益 635,372 587,213

営業外収益   

受取利息 19,849 15,492

受取配当金 5,949 9,739

信託受益権収益配当金 1,114 1,099

持分法による投資利益 44,963 49,820

助成金収入 26,172 －

その他 8,823 7,846

営業外収益合計 106,872 83,999

営業外費用   

支払利息 － 29

長期前払費用償却 235 99

株式交付費 837 1

営業外費用合計 1,073 129

経常利益 741,171 671,083

特別利益   

持分変動利益 － 38,617

特別利益合計 － 38,617

特別損失   

関係会社株式評価損 － 28,904

減損損失 9,097 －

ゴルフ会員権評価損 － 6,656

本社移転費用 11,027 －

その他 6,984 6,643

特別損失合計 27,109 42,204

税金等調整前四半期純利益 714,062 667,496

法人税等 301,465 232,809

少数株主損益調整前四半期純利益 412,596 434,686

四半期純利益 412,596 434,686



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 

 至 平成24年２月29日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 

 至 平成25年２月28日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 412,596 434,686

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 78 72,167

持分法適用会社に対する持分相当額 1 1

その他の包括利益合計 80 72,169

四半期包括利益 412,676 506,855

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 412,676 506,855



 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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