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1.  平成21年5月期第1四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年8月31日） 

（注）平成20年５月期第１四半期については、四半期連結財務諸表を作成していないため記載しておりません。  

(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 ％

21年5月期第1四半期 3,490 ― 181 ― 189 ― 89 ―

20年5月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

21年5月期第1四半期 1,829.38 1,816.95
20年5月期第1四半期 ― ―

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

21年5月期第1四半期 5,167 3,636 70.4 74,710.22
20年5月期 5,227 3,624 69.3 77,413.07

（参考） 自己資本   21年5月期第1四半期  3,636百万円 20年5月期  3,624百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年5月期 ― 1,500.00 ― 2,000.00 3,500.00
21年5月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― 2,000.00 ― 2,000.00 4,000.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 7,243 ― 421 ― 436 ― 234 ― 4,982.85
通期 15,500 25.0 1,080 22.0 1,110 22.4 611 24.8 13,010.79

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）平成20年５月期第１四半期の期中平均株式数については、四半期連結財務諸表を作成していないため記載しておりません。  

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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、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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項については、３ページ【定性的情報・
財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期第1四半期  48,670株 20年5月期  48,532株

② 期末自己株式数 21年5月期第1四半期  1,709株 20年5月期  1,709株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第1四半期  48,667株 20年5月期第1四半期  ―株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期におけるわが国経済は、世界的な原油等の資源価格の高騰や金融不安から、企業収益、個人消費と

もに低迷しており、景気の先行きはさらに不透明となっております。雇用情勢につきましても、景気後退の局面に

入り、企業の人件費抑制の傾向が強まってきており、人材サービス企業の置かれる外部環境は厳しい状況へと変わ

りつつあります。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、割賦販売の定着による携

帯電話端末の買替え期間の長期化に消費者の割高感が相まって、前年比で携帯電話の販売台数が大幅に減少したこ

とにより、販売スタッフへの需要も鈍化してきております。

 このような状況のもと、当社グループでは、総合人材サービス事業について、まず、営業支援サービスにおいて、

引き続き採用活動や研修体制の強化に努め、得意先から選ばれる人材サービス企業となるべく注力しました。また、

比較的シェアの低い首都圏での営業活動を強化するとともに、四国、茨城にサテライトオフィスを開設することに

より未進出地域での事業拡大を図りました。

　一方、就職支援サービスにおいては、連結子会社であるインダス株式会社がその多くを占めておりますが、事業

内容が新卒採用支援であり、当第１四半期がオフシーズンとなることから売上高は低迷しました。主に受注活動、

インフラ整備といった先行投資を行い、第２四半期以降の繁忙期に向け体制の整備に努めました。

　また、人材派遣サービスにおいて、携帯電話業界だけでなく、金融業界をはじめとした他の業界における取引増

加に注力しました。

　マルチメディアサービス事業におきましては、引き続き直営３店舗における販売力強化に努めました。

　当第１四半期の販売実績を事業の部門別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。

事業部門

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

 総合人材サービス事業 3,340 95.7 11,733 94.6

  西日本地区 1,508 43.2 5,534 44.6

  東海地区 549 15.7 1,995 16.1

  東日本地区 1,282 36.8 4,204 33.9

 マルチメディアサービス事業 149 4.3 670 5.4

合計 3,490 100.0 12,404 100.0

　以上の結果、当第１四半期の売上高は3,490百万円、営業利益は181百万円、経常利益は189百万円、四半期純利

益は89百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

　資産につきましては、前期末に比べて59百万円減少し、5,167百万円となりました。資産減少の主な内容は、短

期資金の運用を目的として取得していた有価証券の償還による減少199百万円、投資有価証券の売却による減少101

百万円であります。

　負債につきましては、前期末に比べて70百万円減少し、1,531百万円となりました。負債減少の主な内容は、税

金の支払に伴う未払法人税等126百万円、未払消費税等38百万円の減少であります。

　純資産につきましては、前期末に比べて11百万円増加し、3,636百万円となりました。純資産増加の主な内容は、

四半期純利益の計上89百万円及び剰余金の配当93百万円によるものであります。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利益の計上

のほか、投資有価証券の売却収入といったプラス要因があったものの、一方で、税金や配当金の支払といったマイ

ナス要因があったことにより、前期末に比べ52百万円減少し、1,480百万円となりました。
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　当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は16百万円となりました。この主な内容は、税金等調整前四半期純利益の計上165

百万円、総合人材サービス事業の拡大に伴う売上債権の増加による資金の減少72百万円及び未払金の増加による資

金の増加66百万円、未払消費税等の減少による資金の減少39百万円、法人税等の支払額195百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は39百万円となりました。この主な内容は、短期資金の運用を目的として取得して

いた投資有価証券の売却による収入101百万円、関係会社株式の取得による支出38百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は74百万円となりました。この主な内容は、配当金の支払額76百万円であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期の業績は、概ね計画通りに推移しているため、平成20年７月１日公表の業績予想に変更はありませ

ん。

４．その他

（１）期中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）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　①簡便な会計処理

　固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。

　②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　税金費用の計算

　税金費用については、当第１四半期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もり、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。なお、法人税等

調整額は法人税等に含めて表示しております。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,180,387 1,033,069

受取手形及び売掛金 1,452,662 1,381,464

有価証券 299,693 499,444

商品 751 904

信託受益権 700,000 700,000

その他 153,380 162,330

貸倒引当金 △8,103 △7,738

流動資産合計 3,778,771 3,769,475

固定資産   

有形固定資産 66,303 62,345

無形固定資産   

のれん 303,771 315,147

その他 37,188 31,428

無形固定資産合計 340,959 346,575

投資その他の資産   

投資有価証券 716,253 817,517

差入保証金 144,834 139,314

その他 131,895 102,889

貸倒引当金 △11,060 △11,060

投資その他の資産合計 981,922 1,048,660

固定資産合計 1,389,186 1,457,582

資産合計 5,167,958 5,227,057

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 93,033 87,476

未払金 1,052,412 965,223

未払法人税等 92,891 219,234

未払消費税等 147,028 185,653

賞与引当金 34,539 46,483

その他 111,906 98,273

流動負債合計 1,531,811 1,602,345

負債合計 1,531,811 1,602,345



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,357,880 1,356,960

資本剰余金 1,527,480 1,526,560

利益剰余金 1,323,331 1,327,947

自己株式 △566,024 △566,024

株主資本合計 3,642,667 3,645,443

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,521 △20,731

評価・換算差額等合計 △6,521 △20,731

純資産合計 3,636,146 3,624,712

負債純資産合計 5,167,958 5,227,057



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

売上高 3,490,152

売上原価 2,817,657

売上総利益 672,494

販売費及び一般管理費 490,672

営業利益 181,822

営業外収益  

受取利息 4,207

受取配当金 2,140

信託受益権収益配当金 1,588

その他 390

営業外収益合計 8,326

営業外費用  

支払利息 453

長期前払費用償却 315

その他 6

営業外費用合計 775

経常利益 189,373

特別利益  

投資有価証券売却益 226

特別利益合計 226

特別損失  

固定資産除却損 113

投資有価証券評価損 24,000

特別損失合計 24,113

税金等調整前四半期純利益 165,486

法人税等 76,456

四半期純利益 89,030



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 165,486

減価償却費 7,173

のれん償却額 11,375

投資有価証券評価損 24,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 365

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,944

売上債権の増減額（△は増加） △72,321

仕入債務の増減額（△は減少） 5,556

未払金の増減額（△は減少） 66,972

前払費用の増減額（△は増加） 20,218

預り金の増減額（△は減少） 22,130

未払消費税等の増減額（△は減少） △39,078

その他 △27,225

小計 172,709

利息及び配当金の受取額 6,492

利息の支払額 △453

法人税等の支払額 △195,417

営業活動によるキャッシュ・フロー △16,669

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △8,728

投資有価証券の取得による支出 △294

投資有価証券の売却による収入 101,706

関係会社株式の取得による支出 △38,900

信託受益権の取得による支出 △700,000

信託受益権の償還による収入 700,000

無形固定資産の取得による支出 △8,916

差入保証金の差入による支出 △6,039

その他 319

投資活動によるキャッシュ・フロー 39,147

財務活動によるキャッシュ・フロー  

新株予約権の行使による株式の発行による収入 1,834

配当金の支払額 △76,746

財務活動によるキャッシュ・フロー △74,912

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △52,433

現金及び現金同等物の期首残高 1,532,514

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,480,080



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日）

　総合人材サービス事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 1 －


	ジェイコム株式会社（2462）平成21年５月期　第１四半期決算短信: ジェイコム株式会社（2462）平成21年５月期　第１四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -


