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1.  平成25年5月期第2四半期の連結業績（平成24年6月1日～平成24年11月30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2四半期 8,105 △7.2 479 12.3 554 8.9 368 26.7
24年5月期第2四半期 8,730 17.0 427 △0.7 509 10.5 290 19.2

（注）包括利益 25年5月期第2四半期 378百万円 （34.4％） 24年5月期第2四半期 282百万円 （11.7％）

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2四半期 40.15 ―
24年5月期第2四半期 31.74 31.69

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2四半期 6,233 4,842 77.7 527.81
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2四半期 4,842百万円 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 ： 無

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 19,500 11.3 1,150 25.7 1,228 17.5 720 19.4 77.12



(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2Q 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2Q 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2Q 9,174,000 株 24年5月期2Q 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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要や海外経済の状況による景気回復が期待されるもの

の、世界景気のさらなる下振れや金融資本市場の変動等がリスク要因となり、先行きの見通しが立たない厳しい状

況が続いております。雇用情勢につきましても、有効求人倍率の減少等依然として厳しさが残る中で、改善の動き

に足踏みが見られております。

当社グループの属する人材サービス業界では、改正労働者派遣法が平成24年10月１日から施行されましたが、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、日雇い派遣の制

限等就業機会の確保の面から多くの課題が残されております。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が激化し、また、タブレット端末

市場の拡大等商品やサービスの複雑化に伴う一人当たり接客時間の長時間化、求められる業務知識の増加により、

慢性的な販売員不足が発生しており、販売員だけでなく販売に付随する業務への人材ニーズも高まっております。

このような状況のもと、当社グループでは、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、キャンペーンの運営、販売業務に関する研修サービス等多面か

ら顧客のサポートができるよう努めました。

また、携帯電話業界向け以外の第二の柱として注力しておりますアパレル業界向けサービスについては、業界で

の知名度向上とともに、全国拠点展開と若年層の販売員提供の実績を活かし、売上は前年同期より大幅に拡大して

おります。子会社である株式会社アイ・エフ・シーで行うデザイナーやパタンナー等の専門職の人材紹介により、

顧客・求職者の双方に対し職種の選択を拡大することができ、シナジー効果を得ております。

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、待機児童解消の見通しが立たない中、上場企業としての信用力を付加

し、認可・認証保育園の開設、院内・企業内・学内での保育サービスの受託に邁進しております。また、保育士の

確保・育成のため、ジェイコム株式会社から保育業界向けサービスを提供すべく、ノウハウを共有しております。

当第２四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２四半期連結累計期間の売上高は81億５百万円（前年同期比7.2％減）、営業利益は４億79百

万円（同12.3％増）、経常利益は５億54百万円（同8.9％増）、四半期純利益は３億68百万円（同26.7％増）と、

一部クライアントにおけるスタッフの直雇用化のため前年同期比で減収となったものの、営業利益ベースでは計画

を上回り増益となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

当第２四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96百万円や持分法

投資利益の計上等に伴う関係会社株式の増加58百万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２億59百万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36百万円減少

し、62億33百万円となりました。 

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２億６百万円、消費税等の支払に

よる未払消費税等の減少72百万円等があったことにより、前期末に比べて２億79百万円減少し、13億91百万円とな

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２四半期連結累計期間
（自 平成23年６月１日
至 平成23年11月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成24年６月１日
至 平成24年11月30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 3,491 40.0 3,084 38.0 6,804 38.9

東海地区 1,096 12.5 899 11.1 2,125 12.1

東日本地区 3,901 44.7 3,830 47.3 8,060 46.0

小計 8,488 97.2 7,814 96.4 16,990 97.0

マルチメディア

サービス事業
－ 241 2.8 291 3.6 527 3.0

合計 8,730 100.0 8,105 100.0 17,518 100.0



純資産につきましては、四半期純利益の計上３億68百万円と配当金の支払１億37百万円により、前期末に比べて

２億42百万円増加し48億42百万円となり、自己資本比率は4.3ポイント上昇し77.7％となりました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

当第２四半期連結累計期間の業績は、概ね計画通りに推移しているため、平成24年７月２日公表の業績予想に変

更はありません。

（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２四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２四半期連結会計期間
(平成24年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,843,506 2,190,348

受取手形及び売掛金 1,782,051 1,522,683

有価証券 595,075 598,070

商品 588 536

信託受益権 399,518 99,896

その他 165,154 194,425

貸倒引当金 △1,813 △1,581

流動資産合計 4,784,081 4,604,379

固定資産

有形固定資産 68,667 68,380

無形固定資産 52,259 50,055

投資その他の資産

投資有価証券 771,743 868,289

差入保証金 151,182 149,287

その他 453,464 494,354

貸倒引当金 △11,475 △1,395

投資その他の資産合計 1,364,915 1,510,536

固定資産合計 1,485,842 1,628,971

資産合計 6,269,924 6,233,351

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 69,647 80,768

未払金 1,161,580 955,216

未払法人税等 182,187 193,221

未払消費税等 161,158 88,801

賞与引当金 60,841 －

その他 35,197 73,234

流動負債合計 1,670,613 1,391,242

負債合計 1,670,613 1,391,242



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年５月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年11月30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 2,689,149

自己株式 △736,385 △736,385

株主資本合計 4,610,709 4,842,935

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 △826

その他の包括利益累計額合計 △11,398 △826

純資産合計 4,599,310 4,842,108

負債純資産合計 6,269,924 6,233,351



（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２四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
至 平成23年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
至 平成24年11月30日)

売上高 8,730,286 8,105,837

売上原価 7,306,976 6,718,179

売上総利益 1,423,309 1,387,657

販売費及び一般管理費 996,013 907,823

営業利益 427,295 479,833

営業外収益

受取利息 14,295 11,216

受取配当金 4,691 7,121

信託受益権収益配当金 506 996

持分法による投資利益 35,714 48,720

助成金収入 19,786 －

その他 8,041 6,634

営業外収益合計 83,036 74,688

営業外費用

支払利息 － 29

長期前払費用償却 202 99

株式交付費 837 1

営業外費用合計 1,040 129

経常利益 509,291 554,392

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 10,146 －

その他 2,514 1,598

特別損失合計 21,758 37,159

税金等調整前四半期純利益 487,533 555,849

法人税等 196,885 187,490

少数株主損益調整前四半期純利益 290,647 368,359

四半期純利益 290,647 368,359



（四半期連結包括利益計算書）
（第２四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
至 平成23年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
至 平成24年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 290,647 368,359

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △8,615 10,569

持分法適用会社に対する持分相当額 0 3

その他の包括利益合計 △8,615 10,572

四半期包括利益 282,032 378,932

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 282,032 378,932



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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