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1.  平成23年5月期第2四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成22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 ％

23年5月期第2四半期 7,461 11.2 430 5.6 460 8.6 243 △0.0
22年5月期第2四半期 6,709 △3.4 407 6.9 424 5.4 243 24.0

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

23年5月期第2四半期 5,333.50 5,318.71
22年5月期第2四半期 5,344.68 5,320.50

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

23年5月期第2四半期 5,620 4,079 72.6 89,238.32
22年5月期 5,462 3,917 71.7 85,856.18

（参考） 自己資本   23年5月期第2四半期  4,079百万円 22年5月期  3,917百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年5月期 ― 2,000.00 ― 2,000.00 4,000.00
23年5月期 ― 2,000.00
23年5月期 

（予想）
― 2,000.00 4,000.00

3.  平成23年5月期の連結業績予想（平成22年6月1日～平成23年5月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 14,500 7.2 850 7.6 900 7.9 515 8.3 11,264.22



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(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の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、
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あたっての注意事項等について
は、【添付資料】３ページ「１．当四半期の連結業績等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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年5月期2Q 48,880株 22年5月期  48,790株
② 期末自己株式数 23年5月期2Q  3,160株 22年5月期  3,160株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期2Q 45,720株 22年5月期2Q 45,630株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期におけるわが国経済は、エコカー補助金や家電エコポイント制度等の政策効果により、一部個人消

費に持ち直しの気配を見せたものの、失業率が高水準にある等雇用情勢は依然として厳しく、景気の足踏み状態が

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、景気や改正労働者派遣法案の先行き不透明感から、企業の採用活

動は慎重になっており、どういった人材サービスを利用すればいいかの選択が難しい状況にあります。その一方

で、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、各通信キャリアの新商品の発売や、スマート

フォン市場の予想以上の活性化から、高い説明能力を持つ販売スタッフへのニーズが高まっております。 

 このような状況のもと、当社グループでは、顧客企業の需要を適時に把握し、求職者とのマッチングを高めるこ

とで、雇用の安定と顧客満足度を向上させられるようサービスの提供に努めました。携帯電話業界に特化し蓄積し

てきたノウハウと豊富な営業実績を駆使し、顧客企業の求める人材の育成、販売関連業務の一括受注に注力いたし

ました。また、シェア拡大余地の大きい首都圏や北関東を中心に営業体制を強化し、東京本社の売上は前年同期比

で15.5％増加いたしました。 

 平成22年２月に資本・業務提携いたしました株式会社テー・オー・ダブリューとの取組みにつきましては、セー

ルスプロモーションにおいて、相互に企画・提案力と現場運営力を持ち寄り共同提案を行ったことで、通信キャリ

アの全国的なキャンペーンの運営を請け負っております。  

 平成21年12月に持分法適用関連会社としたサクセスホールディングス株式会社（株式会社サクセスアカデミー

は、株式移転により設立されたサクセスホールディングス株式会社の完全子会社となりました。）につきまして

は、引き続き、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努めました。  

 当第２四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。

 以上の結果、当第２四半期の売上高は74億61百万円（前年同期比11.2％増）、営業利益は４億30百万円（同

5.6％増）、経常利益は４億60百万円（同8.6％増）、当期純利益は２億43百万円（同0.0％減）と、平成22年６月

30日公表の第２四半期の連結業績予想を上回る結果となりました。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期における資産につきましては、売上拡大に伴う売掛金の増加２億73百万円、余資資金の運用を目的

とした有価証券や投資有価証券の取得等に伴う増加３億88百万円、前期における未収消費税等の還付等による減少

１億10百万円、信託受益権の償還による減少１億99百万円等があったことから、前期末に比べて１億58百万円増加

し、56億20百万円となりました。  

 負債につきましては、ジェイコムスタッフの増加等に伴う未払金の増加１億36百万円、法人税と消費税の支払が

発生したことから、未払法人税等の減少54百万円、未払消費税等の減少75百万円等があったことにより前期末に比

べて４百万円減少し、15億40百万円となりました。 

 純資産につきましては、前期末に比べて１億62百万円増加し40億79百万円となり、自己資本比率は0.9ポイント

上昇し72.6％となりました。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

事業部門 

前第２四半期連結累計期間
（自 平成21年６月１日 
至 平成21年11月30日）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年６月１日 
至 平成22年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成21年６月１日 
至 平成22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    6,469  96.4    7,243  97.1  13,018  96.3

  西日本地区  2,640  39.4  2,924  39.2  5,271  39.0

  東海地区  1,101  16.4  1,136  15.2  2,166  16.0

  東日本地区  2,727  40.6  3,183  42.7  5,580  41.3

マルチメディアサービス事業  239  3.6  217  2.9  503  3.7

合計  6,709  100.0  7,461  100.0  13,522  100.0



（キャッシュ・フローの状況）  

  当第２四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

といったプラス要因があったものの、売上債権の増加、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２億90百万円減少し、７億29百万円となりました。  

 当第２四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） 

  営業活動の結果得られた資金は１億19百万円（前年同期比124.2％増）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４億９百万円、売上拡大に伴う売上債権の増加による資金の減少２億73百万円、ジェイ

コムスタッフの増加等に伴う未払金の増加による資金の増加１億36百万円、未払消費税等の減少による資金の減少

75百万円、未収消費税等の還付による資金の増加１億10百万円、法人税等の支払額２億17百万円であります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果使用した資金は３億19百万円（前年同期比19.5％減）となりました。この主な内容は、余資資金

の運用を目的とした有価証券及び投資有価証券の取得による支出８億８百万円、有価証券の償還による収入４億

円、信託受益権の取得による支出13億99百万円及び償還による収入15億99百万円、定期預金の預入による支出１億

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90百万円（前年同期比1.4％増）となりました。この主な内容は、配当金の支払

額91百万円であります。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当第２四半期の業績は、概ね計画通りに推移しているため、平成22年６月30日公表の業績予想に変更はありませ

ん。  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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２四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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①「資産除去債務に関する会計基準」の適用  

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

 この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）

を適用しております。 

 この変更に伴う損益に与える影響はありません。  

２．その他の情報



（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 



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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 929,776 1,120,102

受取手形及び売掛金 1,609,090 1,335,550

有価証券 800,341 500,820

商品 808 938

信託受益権 699,891 899,876

その他 209,467 308,444

貸倒引当金 △1,650 △7,560

流動資産合計 4,247,725 4,158,173

固定資産   

有形固定資産 61,879 63,505

無形固定資産   

のれん 9,807 13,076

その他 17,466 18,044

無形固定資産合計 27,273 31,120

投資その他の資産   

投資有価証券 802,658 713,802

差入保証金 145,219 143,377

その他 350,142 366,590

貸倒引当金 △14,010 △14,010

投資その他の資産合計 1,284,010 1,209,760

固定資産合計 1,373,163 1,304,385

資産合計 5,620,888 5,462,558

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 52,038 65,874

未払金 1,024,895 888,680

未払法人税等 176,497 231,352

未払消費税等 211,684 287,059

賞与引当金 － 49,949

その他 75,797 22,024

流動負債合計 1,540,912 1,544,941

負債合計 1,540,912 1,544,941



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,359,280 1,358,680

資本剰余金 1,528,880 1,528,280

利益剰余金 1,929,631 1,777,044

自己株式 △736,385 △736,385

株主資本合計 4,081,407 3,927,619

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,431 △10,002

評価・換算差額等合計 △1,431 △10,002

純資産合計 4,079,976 3,917,617

負債純資産合計 5,620,888 5,462,558



（２）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21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 6,709,463 7,461,632

売上原価 5,471,569 6,168,103

売上総利益 1,237,893 1,293,529

販売費及び一般管理費 830,497 863,201

営業利益 407,396 430,328

営業外収益   

受取利息 10,694 9,997

受取配当金 4,051 7,432

信託受益権収益配当金 2,484 1,416

持分法による投資利益 － 7,534

その他 121 4,436

営業外収益合計 17,351 30,817

営業外費用   

長期前払費用償却 145 196

その他 2 5

営業外費用合計 148 202

経常利益 424,599 460,943

特別利益   

投資有価証券売却益 94 －

関係会社株式売却益 30,768 －

貸倒引当金戻入額 － 6,080

その他 1,520 13

特別利益合計 32,383 6,093

特別損失   

投資有価証券評価損 926 37,540

持株会社化関連費用 16,868 －

ゴルフ会員権評価損 － 19,345

その他 － 162

特別損失合計 17,794 57,048

税金等調整前四半期純利益 439,188 409,988

法人税等 195,311 166,140

少数株主損益調整前四半期純利益 － 243,847

四半期純利益 243,877 243,847



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11月30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 439,188 409,988

減価償却費 11,128 13,586

のれん償却額 3,269 3,269

関係会社株式売却損益（△は益） △30,768 －

投資有価証券評価損 926 37,540

ゴルフ会員権評価損 － 19,345

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,661 △5,910

賞与引当金の増減額（△は減少） △44,407 △49,949

持分法による投資損益（△は益） － △7,534

売上債権の増減額（△は増加） 99,003 △273,539

仕入債務の増減額（△は減少） △17,847 △13,836

未払金の増減額（△は減少） △185,391 136,297

前払費用の増減額（△は増加） 3,279 236

預り金の増減額（△は減少） △77,762 △1,688

未払消費税等の増減額（△は減少） △86,654 △75,375

未収消費税等の増減額（△は増加） － 110,574

その他 15,555 17,605

小計 127,857 320,609

利息及び配当金の受取額 12,618 15,631

法人税等の支払額 △87,334 △217,074

営業活動によるキャッシュ・フロー 53,141 119,166

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △495,600 －

有価証券の売却及び償還による収入 200,000 －

投資有価証券の取得による支出 △820 －

投資有価証券の売却による収入 914 －

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 － △808,489

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

－ 400,000

定期預金の預入による支出 － △100,000

信託受益権の取得による支出 △1,899,832 △1,399,774

信託受益権の償還による収入 1,800,000 1,599,759

有形固定資産の取得による支出 △15,318 △9,444

無形固定資産の取得による支出 △9,925 △2,385

差入保証金の差入による支出 △10,998 △3,619

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

4,463 －

その他 30,446 4,603

投資活動によるキャッシュ・フロー △396,671 △319,350



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11月30日) 

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 1,598 1,198

配当金の支払額 △90,474 △91,341

財務活動によるキャッシュ・フロー △88,876 △90,143

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △432,406 △290,326

現金及び現金同等物の期首残高 1,698,539 1,020,102

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,266,133 729,776



 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。   

（開示の省略） 

 セグメント情報、その他注記情報、個別情報、補足情報については、第２四半期決算短信における開示の必要性

が大きくないと考えられるため開示を省略しております。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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