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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

（注）当社は平成23年４月１日をもって普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。なお、平成23年３月期第２四半期の１株当たり四半期純利益は
当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算定しております。 

(2) 連結財政状態 

（注）当社は平成23年４月１日をもって普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。なお、平成23年３月期の１株当たり純資産は当該株式分割が前
連結会計年度の期首に行われたと仮定して算定しております。  

(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 ％

24年3月期第2四半期 1,038 16.7 △1 ― 9 ― 12 ―
23年3月期第2四半期 889 △14.9 △83 ― △25 ― △28 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 13百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △21百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 298.53 ―
23年3月期第2四半期 △712.29 ―

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

24年3月期第2四半期 758 427 56.3 10,232.29
23年3月期 738 415 56.3 9,960.60
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  427百万円 23年3月期  415百万円

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  
当社は平成23年４月１日をもって普通株式１株につき２株の割合で株式分割をしております。なお、平成24年３月期（予想）の期末配当額は、当該株式分割の影
響を勘案すれば平成23年３月期の期末配当額と同水準となります。 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 100.00 100.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 50.00 50.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3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 2,163 14.4 32 ― 47 55.2 43 20.3 1,030.33



(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  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（その他）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） 

（注）当社は平成23年４月１日をもって普通株式１株につき２株の割合で株式分割をしております。なお、前連結会計年度末及び前年同四半期に係る株式
数の算定については当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算定しております。 

※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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に
対する四半期レビュー手続き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 
１．業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績はさまざまな要因により、これらの予想数値と異なる場合があ
り得ることをご承知おき願います。業績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については、[添付資料]３ページ「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。 
２．平成23年４月１日をもって普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 41,748 株 23年3月期 41,748 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 14 株 23年3月期 14 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 41,734 株 23年3月期2Q 40,292 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、平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震とその後

の福島第一原子力発電所事故により、企業活動に重大な影響を受けたものの、その後のサプライチェーンの早期復

旧により、生産活動は回復傾向で推移しました。しかしながら、電力供給の制約、欧州の債務危機など海外経済の

下振れ懸念、円高等の問題もあり先行きは極めて不透明な状況となっております。 

このような状況のなか、当社グループでは主力事業である技術職知財リース事業においては、中期経営計画の達

成に向けて、経営課題である人材の確保と育成のために、積極的に採用活動を行うとともに、社内研修の他OJTお

よび社外サービスを活用するなど教育体制を強化し、顧客のニーズにあった高いスキルをもつテクノロジストの確

保と育成を行ってまいりました。 

サプライチェーンの復旧による生産活動の回復や復興需要などにより、当社グループの主要取引先である大手製

造業では自動車関連企業を中心に技術開発・製品設計が活発になっており、高いスキルをもつ技術者に対する需要

が高いことから、当社グループではこれらの企業に対して積極的な営業展開を行った結果、受注が好調に推移し、

第２四半期連結累計期間におけるテクノロジストの稼働率は概ね90%を越える高水準で推移いたしました。 

しかしながら、円高の長期化や海外経済の下振れ懸念など国内経済の先行きに不安定要素があることから、販売

管理費については引続き抑制に努めてまいりました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高1,038百万円（前年同期比16.7％増）、営業損失１

百万円（前年同期は83百万円の営業損失）、経常利益９百万円（前年同期は25百万円の経常損失）、四半期純利益

12百万円（前年同期は28百万円の四半期純損失）となりました。 

なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。 

①技術職知財リース事業 

産業用機器関連、精密機器関連等の顧客企業からの取引が前年同期比増加した結果、技術職知財リース事業の売

上高は1,025百万円（前年同期比15.7％増）、セグメント利益は133百万円（前年同期比230.5％増）となりまし

た。 

②一般派遣及びエンジニア派遣事業 

子会社の株式会社ジオトレーディングの業績が堅調に推移したことにより、売上高は12百万円（前年同期比

233.0％増）、セグメント利益は２百万円（前年同期比160.5％増）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 

当第２四半期連結会計期間末の資産総額は758百万円となり、前連結会計年度末より19百万円の増加となりまし

た。これは主に現金及び預金の増加によるものであります。 

負債総額は330百万円となり、前連結会計年度末より７百万円増加いたしました。これは主に未払費用の増加に

よるものであります。また純資産は427百万円となり、前連結会計年度末より11百万円の増加となりました。 

なお、自己資本比率は56.3％となり前連結会計年度末の56.3％を維持することとなりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ17百万円増加（前年同期は93百万円の増加）し、366百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間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30百万円となりました。これは主に法人税等の支払額４百万円による資金の

減少があったものの、賞与引当金の増加７百万円、売上債権の減少６百万円、税金等調整前四半期純利益６百万

円、未払費用の増加６百万円、未払金の増加５百万円等により資金が増加したことによるものであります。 

（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３百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出0.9百万

円等による資金の減少があったものの、投資有価証券の売却による収入４百万円等により資金が増加したことに

よるものであります。 

（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16百万円となりました。これは主に短期借入金の返済による減少13百万円、

配当金の支払額２百万円等により資金が減少したことによるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期業績予想につきましては、主力事業である技術職知財リース事業において、国内経済の先行きが不透明なこ

とから、主要取引先の製造業全体の取り巻く環境が依然として厳しく業界動向を推測しづらいこともあり、当初予

想通りとしております。 

以上により、平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月９日公表の予想通り売上高2,163百

万円、営業利益32百万円、経常利益47百万円、当期純利益43百万円としております。 

（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 

該当事項はありません。 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用） 

第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号  平成22年６

月30日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号  平成22年６月

30日）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号  平成22年６月30日）を適用

しております。この適用により、第１四半期連結会計期間に行った株式分割は、前連結会計年度の期首に行われた

と仮定して１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を算定しております。 

これらの会計基準等を適用しなかった場合の、前第２四半期連結累計期間の１株当たり四半期純損失及び潜在株

式調整後１株当たり四半期純利益は、以下のとおりであります。 

１株当たり四半期純損失金額  1,424円57銭 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 348,375 366,306

売掛金 252,328 245,690

繰延税金資産 10,236 18,922

その他 30,149 31,418

貸倒引当金 △155 △151

流動資産合計 640,934 662,186

固定資産   

有形固定資産 6,907 10,285

無形固定資産 6,676 5,467

投資その他の資産   

敷金及び保証金 66,009 65,906

その他 18,413 14,162

投資その他の資産合計 84,423 80,068

固定資産合計 98,007 95,822

資産合計 738,941 758,008

負債の部   

流動負債   

短期借入金 83,336 70,002

未払費用 22,275 28,466

未払法人税等 6,192 4,881

賞与引当金 71,952 79,012

その他 65,432 70,469

流動負債合計 249,188 252,832

固定負債   

退職給付引当金 73,978 74,976

その他 78 3,165

固定負債合計 74,056 78,141

負債合計 323,245 330,974

純資産の部   

株主資本   

資本金 255,357 255,357

資本剰余金 254,755 252,668

利益剰余金 △93,872 △81,413

自己株式 △659 △659

株主資本合計 415,580 425,953

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 114 1,081

その他の包括利益累計額合計 114 1,081

純資産合計 415,695 427,034

負債純資産合計 738,941 758,008
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（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 889,553 1,038,040

売上原価 686,389 753,393

売上総利益 203,163 284,647

販売費及び一般管理費 287,157 285,731

営業損失（△） △83,993 △1,083

営業外収益   

受取利息 4 4

受取配当金 182 61

助成金収入 58,271 10,909

その他 932 656

営業外収益合計 59,390 11,630

営業外費用   

支払利息 821 1,022

株式交付費 450 450

その他 1 －

営業外費用合計 1,273 1,472

経常利益又は経常損失（△） △25,876 9,074

特別利益   

投資有価証券売却益 68 －

その他 1 －

特別利益合計 69 －

特別損失   

投資有価証券評価損 330 13

投資有価証券売却損 － 1,362

特別退職金 － 1,200

特別損失合計 330 2,576

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△26,137 6,498

法人税、住民税及び事業税 2,562 2,725

法人税等調整額 － △8,686

法人税等合計 2,562 △5,960

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△28,700 12,459

四半期純利益又は四半期純損失（△） △28,700 12,459

株式会社ジェイテック(2479)　平成24年３月期　第２四半期決算短信

- 5 -



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△28,700 12,459

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △311 966

為替換算調整勘定 7,132 －

その他の包括利益合計 6,820 966

四半期包括利益 △21,879 13,425

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △21,879 13,425

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△26,137 6,498

減価償却費 1,856 2,169

投資有価証券評価損 330 13

受取利息及び受取配当金 △186 △65

支払利息 821 1,022

投資有価証券売却損益（△は益） △68 1,362

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,643 7,059

株式交付費 450 450

売上債権の増減額（△は増加） △2,761 6,638

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,954 998

未払金の増減額（△は減少） △6,857 5,839

未払費用の増減額（△は減少） 1,825 6,191

未収消費税等の増減額（△は増加） 31,536 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,679 △1,387

預り金の増減額（△は減少） △2,413 △21

その他 4,596 △1,167

小計 23,272 35,602

利息及び配当金の受取額 186 65

利息の支払額 △861 △981

法人税等の支払額 △4,531 △4,282

営業活動によるキャッシュ・フロー 18,065 30,403

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 △130 △988

投資有価証券の売却による収入 164 4,502

子会社の清算による収入 666 －

敷金及び保証金の差入による支出 △302 △146

敷金及び保証金の回収による収入 982 250

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,381 3,617

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 24,664 △13,334

株式の発行による収入 49,381 －

配当金の支払額 △1 △2,033

リース債務の返済による支出 － △272

その他 － △450

財務活動によるキャッシュ・フロー 74,043 △16,089

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 93,490 17,931

現金及び現金同等物の期首残高 147,104 348,375

現金及び現金同等物の四半期末残高 240,595 366,306
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該当事項はありません。 

【セグメント情報】  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

 １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

 （注）１ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

    ２ 調整額（125,220千円）の主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。 

   

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

 １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

 （注）１ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

    ２ 調整額（136,653千円）の主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。 

  

該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  

報告セグメント 

調整額 

（注）２ 

四半期連結損益計算書

計上額 

（注）１ 

技術職知財 

リース事業 

一般派遣及び

エンジニア 

派遣事業 

  

計 

  

 売上高           

 （１）外部顧客への売上高   885,655   3,898   889,553   －   889,553

 （２）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
  －   －   －   －   －

計   885,655   3,898   889,553   －   889,553

 セグメント利益又は損失（△）   40,265   962   41,227   △125,220   △83,993

  

報告セグメント 

調整額 

（注）２ 

四半期連結損益計算書

計上額 

（注）１ 

技術職知財 

リース事業 

一般派遣及び

エンジニア 

派遣事業 

  

計 

  

 売上高           

 （１）外部顧客への売上高   1,025,057   12,983   1,038,040   －   1,038,040

 （２）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
  －   －   －   －   －

計   1,025,057   12,983   1,038,040   －   1,038,040

 セグメント利益又は損失（△）   133,063   2,506   135,569   △136,653   △1,083

（６）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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