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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年12月期第2四半期の業績（平成23年1月1日～平成23年6月30日）

 (1) 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12月期第2四半期 2,408 14.4 404 51.4 407 49.8 315 23.0

22年12月期第2四半期 2,104 △ 10.5 267 - 271 - 256 -

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12月期第2四半期 482. 00 480. 40

22年12月期第2四半期 393. 51 392. 24

 (2) 財政状態

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12月期第2四半期 2,619 1,983 75.7 3,028. 82

22年12月期 2,310 1,732 75.0 2,646. 48

(参考) 自己資本 23年12月期第2四半期 1,983百万円 22年12月期 1,732百万円

2. 配当の状況

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12月期 － 0. 00 － 100. 00 100. 00

23年12月期 － 0. 00

23年12月期(予想) － 140. 00 140. 00

3. 平成23年12月期の業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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 4,980 16.5 680 29.5 680 28.2 552 20.2 842. 90



  
  

 
(注) 簡便な会計処理及び四半期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。 

 
(注) 「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・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財務諸表のレビュー手続は終

了しています。 

  

・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、四半

期決算短信【添付資料】4ページ「(3)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】5ページ「2.その他の情報」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 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12月期2Ｑ 688,200株 22年12月期 688,200株

② 期末自己株式数 23年12月期2Ｑ 33,263株 22年12月期 33,663株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期2Ｑ 654,828株 22年12月期2Ｑ 651,870株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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※ 当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料に

ついては、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 

・平成23年８月24日（水）・・・機関投資家・アナリスト向け平成23年12月期第２四半期決算説明会 

  

  

○添付資料の目次

(株) ジェイ エイ シー リクルートメント (2124) 平成23年12月期第2四半期決算短信 (非連結)

-1-



当第２四半期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の

影響を受けながらも生産と輸出の持ち直しが進み、消費に関しても浮揚の兆しが表れ始めました。こう

した中、人材紹介業界に関しましては、企業の中途採用も地震前の状況に戻り、現在では積極的な人材

確保に向けた動きが各業界で見られるようになりました。 

  同期間における当社の人材紹介事業は、昨年度の体制変更の効果とマーケットの回復により、地震直

後の２週間を除いては順調な成約状況を維持しております。 

  今年度も引き続き以下の４つを経営の基本方針として、その全てで昨年度を上回るために、施策と組

織構造の再編成に取り組んでおります。 

  ① Productivity 「生産性の向上」 

  ② Profitability 「利益の絶対額と利益率の向上」 

  ③ Professional 「コンサルタント育成」 

  ④ International「海外事業、外資系企業、国際人材の各分野強化」 

  この「P P P & I(トリプルピー アンド アイ)」に加え、さらに今年度からは、求人案件の年収ゾ

ーンに応じて組織を「高価格ゾーン」「中価格ゾーン」「低価格ゾーン」の３形態に再編し、選択と集

中を明確にしてまいりました。特に今年度は、高価格帯と中価格帯の成約比率を高めることを目標にし

ております。 

  また、当社の特長であるインターナショナル領域に関しましては、平成23年５月24日に開示いたしま

した「子会社の設立に関するお知らせ」にありますとおり、外資系企業の高額案件に特化した子会社

「株式会社JAC International」を設立し、この分野のさらなる強化を進めております。なお同社は平

成23年８月に有料職業紹介事業の認可を取得いたしましたため、当第２四半期累計期間における売上の

計上はありません。 

  人材派遣事業はかねてからの計画どおりに営業活動を停止する方向で、一般派遣は６月末に終了、紹

介予定派遣に関しましても８月末までに順次終了する予定です。 

  経費につきましては、計画的増員や増収につながる部門の強化等以外は従来どおり必要最小限の水準

を維持しております。 

  この結果、当第２四半期累計期間における売上高は2,408百万円（前年同期比14.4％増）となりまし

た。セグメント別売上高は、東京本社が1,404万円、次いで大阪支店が496百万円、横浜支店が171百万

円と続いております。事業別売上高は、人材紹介事業が2,349百万円（同20.3％増）、人材派遣事業が

59百万円（同61.0減）となっております。 

  利益面では、営業利益は404百万円（前年同期比51.4％増）、経常利益は407百万円（同49.8％増）、

四半期純利益は315百万円（同23.0％増）となりました。 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報
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当第２四半期累計期間におけるセグメントごとの販売実績は、以下のとおりであります。 

 
  

事業別・業界部門別に示すと、以下のとおりであります。 

 
  

当第２四半期累計期間においては、人材紹介事業内の電気・機械・化学業界、消費財・サービス業

界、金融業界、IT・通信業界部門において、売上高が前年同期実績を上回る結果となっております。 

  

(単位：百万円）

セグメントの名称 売上高 前年同期比（％）

東京本社 1,404 －

横浜支店 171 －

名古屋支店 167 －

大阪支店 496 －

京都支店 78 －

神戸支店 90 －

合計 2,408 －

(単位：百万円）

事業別・業界部門別
平成22年12月期 

第２四半期累計期間
平成23年12月期 

第２四半期累計期間
前年同期比（％）

１. 人材紹介事業    

  電気・機械・化学業界 565 820 145.2

  消費財・サービス業界 527 586 111.0

  メディカル・医療業界 431 407 94.5

  金融業界 219 272 124.1

  IT・通信業界 188 243 129.2

  その他 20 19 95.4

 人材紹介事業     計 1,952 2,349 120.3

２．人材派遣事業

 人材派遣事業     計 152 59 39.0

合計 2,104 2,408 114.4
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 当第２四半期会計期間末における総資産は、現金及び預金125百万円増加、売掛金104百万円増加、

関係会社株式60百万円増加、投資有価証券50百万円増加により、前事業年度末に比べて308百万円増加

の2,619百万円となりました。負債合計につきましては、長期借入金68百万円増加、賞与引当金42百万

円増加、未払消費税等24百万円減少により、前事業年度末に比べて57百万円増加の635百万円となりま

した。純資産につきましては、四半期純利益315百万円による利益剰余金の増加250百万円により、前事

業年度末に比べて251百万円増加の1,983百万円となり、自己資本比率は75.7％となりました。 

  

今後の見通しといたしましては、引き続き、利益性を重視した体制強化を図りながら、採用意欲が高

いマーケットや今後有望な職種などをいち早く把握し、マーケットのニーズに即時対応できる組織体を

形成していきます。そのための適正な人員配置や増員は遅れることなく実施し、業績の向上を目指して

まいります。 

(2) 財政状態に関する定性的情報

(3) 業績予想に関する定性的情報

(株) ジェイ エイ シー リクルートメント (2124) 平成23年12月期第2四半期決算短信 (非連結)

-4-



 

 該当事項はありません。 

  

第1四半期会計期間より、「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。 

 これにより、営業利益、経常利益は11百万円減少し、税引前四半期純利益は60百万円減少しておりま

す。また、当会計基準等の適用開始により、投資その他の資産の「敷金及び保証金」が49百万円減少し

ております。 

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用
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3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

当第２四半期会計期間末
(平成23年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,575 1,450

売掛金 343 238

貯蔵品 0 0

前払費用 103 46

その他 6 9

貸倒引当金 △4 △2

流動資産合計 2,025 1,742

固定資産

有形固定資産

建物 157 155

減価償却累計額 △78 △71

建物（純額） 78 84

車両運搬具 11 11

減価償却累計額 △9 △9

車両運搬具（純額） 1 1

工具、器具及び備品 245 243

減価償却累計額 △205 △197

工具、器具及び備品（純額） 40 46

リース資産 11 －

減価償却累計額 0 －

リース資産（純額） 10 －

建設仮勘定 － 0

有形固定資産合計 130 132

無形固定資産

商標権 0 0

ソフトウエア 83 84

その他 2 4

無形固定資産合計 87 89

投資その他の資産

関係会社株式 60 －

投資有価証券 50 －

出資金 0 0

敷金及び保証金 265 346

長期未収入金 9 9

貸倒引当金 △9 △9

投資その他の資産合計 375 346

固定資産合計 593 568

資産合計 2,619 2,310
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(単位：百万円)

当第２四半期会計期間末
(平成23年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年12月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 132 150

未払金 119 130

未払費用 51 53

未払法人税等 49 62

リース債務 2 －

未払消費税等 36 60

前受金 1 2

預り金 37 51

賞与引当金 94 52

解約調整引当金 15 14

その他 0 1

流動負債合計 540 578

固定負債

長期借入金 68 －

その他 27 －

固定負債合計 95 －

負債合計 635 578

純資産の部

株主資本

資本金 619 619

資本剰余金 594 594

利益剰余金 857 606

自己株式 △87 △88

株主資本合計 1,983 1,732

純資産合計 1,983 1,732

負債純資産合計 2,619 2,310
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(2) 四半期損益計算書

【第２四半期累計期間】

(単位：百万円)

前第２四半期累計期間
(自 平成22年１月１日
 至 平成22年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年１月１日
 至 平成23年６月30日)

売上高

紹介事業収入 1,952 2,349

派遣事業収入 152 59

売上高合計 2,104 2,408

売上原価

紹介事業原価 12 43

派遣事業原価 111 41

売上原価合計 123 85

売上総利益 1,980 2,323

販売費及び一般管理費

役員報酬 33 71

給料及び手当 865 922

法定福利費 121 134

退職給付費用 18 27

賞与引当金繰入額 35 94

貸倒引当金繰入額 0 1

地代家賃 239 195

減価償却費 38 43

広告宣伝費 114 155

その他 245 271

販売費及び一般管理費合計 1,713 1,918

営業利益 267 404

営業外収益

受取利息 0 0

物品売却益 0 0

還付加算金 1 0

設備賃貸料 2 1

その他 0 1

営業外収益合計 5 3

営業外費用

支払利息 0 1

その他 0 0

営業外費用合計 0 1

経常利益 271 407

特別利益

貸倒引当金戻入額 1 －

損害補償金戻入額 4 －

特別利益合計 5 －
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(単位：百万円)

前第２四半期累計期間
(自 平成22年１月１日
 至 平成22年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年１月１日
 至 平成23年６月30日)

特別損失

固定資産除却損 15 0

リース解約損 0 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 49

特別損失合計 15 50

税引前四半期純利益 261 356

法人税、住民税及び事業税 5 41

法人税等合計 5 41

四半期純利益 256 315
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 該当事項はありません。 

  

(追加情報) 

第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成21年

３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号  平

成20年３月21日)を適用しております。 

  

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、人材紹介、紹介予定派遣などの人材関連事業を行っており、全国に６拠点のオフィスを開設しサ

ービスの提供を行っております。全国の求人案件に柔軟に対応できるよう経営資源の配分を拠点ごとに行っ

ていることから、報告セグメントを拠点別で表示しております。 

  

２．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 

当第２四半期累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23年６月30日) 

(単位：百万円) 

 
(注)  セグメント利益は、四半期損益計算書の税引前四半期純利益と一致しております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

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) セグメント情報等

【セグメント情報】

報告セグメント

合計
東京本社 横浜支店 名古屋支店 大阪支店 京都支店 神戸支店

売上高

  外部顧客への売上高 1,404 171 167 496 78 90 2,408

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,404 171 167 496 78 90 2,408

セグメント利益 211 54 22 33 8 26 356

(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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