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1.  平成23年5月期第1四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成22年8月31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1四半期 3,611 3.3 200 △13.6 217 △10.1 134 2.6
22年5月期第1四半期 3,494 0.1 232 27.8 241 27.7 130 46.7

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

23年5月期第1四半期 2,931.14 2,923.03
22年5月期第1四半期 2,861.63 2,848.68

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1四半期 5,296 3,945 74.5 86,305.05
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1四半期  3,945百万円 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 ―

23年5月期 
（予想）

2,000.00 ― 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、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
(累計)

7,000 4.3 360 △11.6 380 △10.5 215 △11.8 4,702.54

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当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「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1Q  48,880株 22年5月期  48,790株

② 期末自己株式数 23年5月期1Q  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1Q  45,720株 22年5月期1Q 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１四半期におけるわが国経済は、経済政策効果から一部で景気回復傾向が見られたものの、個人消費の低迷

や生産の落ち込み等、街角景気は大幅に悪化しており、依然として先行き不透明な状況となっております。雇用情

勢についても、引き続き完全失業率が高水準で推移し、さらに悪化懸念が残る厳しい環境となっております。 

 当社グループの属する人材サービス業界では、労働者派遣法改正の見通しが立たないことから、人材需要に対す

る顧客企業の人材サービスの利用判断が慎重になる傾向にあります。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、新商品の発売やスマートフォン市場の活性化から、本格的な市場回復には至らないもの

の下げ止まり感が出てきております。 

 このような状況のもと、当社グループでは、安定した雇用の確保と、顧客企業の需要に対し信頼度の高いサービ

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豊富な営業実績と安定した資本力、コンプライアンス

体制を活かし、販売に係る全ての業務の一括受託を強化し、人員面、実績面ともに顧客満足度の高い運営に注力し

ております。また、ジェイコム株式会社が東京・大阪両本社制となったことで、シェア拡大余地の大きい首都圏や

北関東を中心とした売上の拡大や、携帯電話業界以外の新たな業界に対するサービスの拡大に邁進し、厳しい事業

環境下にあっても、予算を上回るペースで業績が推移いたしました。 

 平成21年12月に持分法適用関連会社とした保育事業を営む株式会社サクセスアカデミーについても、引き続き保

育施設の開設、施設利用者から信頼と高い評価を得られるサービスの提供に努め、順調に推移しております。  

 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。

 以上の結果、当第１四半期の売上高は36億11百万円（前年同期比3.3％増）、営業利益は２億円（同13.6％

減）、経常利益は２億17百万円（同10.1％減）、当期純利益は１億34百万円（同2.6％増）となりました。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四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１億11百万円、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１億74百万円等があったものの、前期において未収消費税等が

発生したこと等による未収入金の減少２億６百万円、信託受益権の償還等による減少２億99百万円等により前期末

に比べて１億65百万円減少し、52億96百万円となりました。 

 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60百万円があったものの、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１億34百万円、未払消費税等の減少１億33百万円等により前期

末に比べて１億94百万円減少し、13億50百万円となりました。 

 純資産につきましては、前期末に比べて28百万円増加し39億45百万円となり、自己資本比率は2.8ポイント上昇

し74.5％となりました。  

（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、売掛金の増加、税金や配当金の支

払といったマイナス要因があったものの、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ことによ

り、前期末に比べ９百万円増加し、10億29百万円となりました。  

  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。 

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１四半期連結累計期間
（自 平成21年６月１日 
至 平成21年８月31日）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年６月１日 
至 平成22年８月31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     3,364  96.3    3,494  96.8  13,018  96.3

  西日本地区  1,394  39.9  1,425  39.5  5,271  39.0

  東海地区  574  16.5  545  15.1  2,166  16.0

  東日本地区  1,395  39.9  1,523  42.2  5,580  41.3

マルチメディアサービス事業  130  3.7  116  3.2  503  3.7

合計  3,494  100.0  3,611  100.0  13,522  100.0



 （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12百万円（前年同期比90.9％減）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２億23百万円、売上高の増加に伴う売掛金の増加による資金の減少１億11百万円、法人税等の

支払額２億20百万円、未払消費税等の減少１億33百万円、未収消費税等の還付による資金の増加２億２百万円であ

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94百万円（前年同期は１億10百万円の使用）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３億円、有価証券の償還による収入１億

円、信託受益権の取得による支出６億99百万円及び償還による収入９億99百万円であります。 

 （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73百万円（前年同期比2.3％減）となりました。この主な内容は、配当金の支払

額74百万円であります。  

（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  

 当第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。 

 これにより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 

 当第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。 

 これにより損益に与える影響はありません。  

（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。 

２．その他の情報



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１四半期連結会計期間末
(平成22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22年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,129,226 1,120,102

受取手形及び売掛金 1,447,545 1,335,550

有価証券 600,220 500,820

商品 752 938

信託受益権 599,882 899,876

その他 123,178 308,444

貸倒引当金 △1,480 △7,560

流動資産合計 3,899,325 4,158,173

固定資産   

有形固定資産 64,747 63,505

無形固定資産   

のれん 11,441 13,076

その他 18,770 18,044

無形固定資産合計 30,212 31,120

投資その他の資産   

投資有価証券 789,398 713,802

差入保証金 144,130 143,377

その他 382,972 366,590

貸倒引当金 △14,010 △14,010

投資その他の資産合計 1,302,491 1,209,760

固定資産合計 1,397,450 1,304,385

資産合計 5,296,776 5,462,558

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 69,615 65,874

未払金 949,042 888,680

未払法人税等 97,233 231,352

未払消費税等 154,045 287,059

賞与引当金 28,916 49,949

その他 52,055 22,024

流動負債合計 1,350,909 1,544,941

負債合計 1,350,909 1,544,941



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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 1,819,796 1,777,044

自己株式 △736,385 △736,385

株主資本合計 3,971,571 3,927,619

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △25,704 △10,002

評価・換算差額等合計 △25,704 △10,002

純資産合計 3,945,867 3,917,617

負債純資産合計 5,296,776 5,462,558



（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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 3,494,632 3,611,402

売上原価 2,825,341 2,980,847

売上総利益 669,291 630,554

販売費及び一般管理費 436,926 429,753

営業利益 232,364 200,801

営業外収益   

受取利息 5,724 5,017

受取配当金 2,453 1,641

信託受益権収益配当金 1,287 861

持分法による投資利益 － 5,681

その他 58 3,556

営業外収益合計 9,524 16,758

営業外費用   

長期前払費用償却 46 77

その他 2 5

営業外費用合計 48 82

経常利益 241,840 217,476

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 6,080

特別利益合計 － 6,080

特別損失   

持株会社化関連費用 8,695 －

特別損失合計 8,695 －

税金等調整前四半期純利益 233,144 223,556

法人税等 102,568 89,545

少数株主損益調整前四半期純利益 － 134,011

四半期純利益 130,576 134,011



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22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 233,144 223,556

減価償却費 5,471 6,581

のれん償却額 1,634 1,634

貸倒引当金の増減額（△は減少） 105 △6,080

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,539 △21,032

持分法による投資損益（△は益） － △5,681

売上債権の増減額（△は増加） 14,777 △111,995

仕入債務の増減額（△は減少） △3,240 3,741

未払金の増減額（△は減少） △174,426 43,548

前払費用の増減額（△は増加） 3,696 △451

預り金の増減額（△は減少） △66,370 29,461

未払消費税等の増減額（△は減少） △25,020 △133,013

未収消費税等の増減額（△は増加） － 202,787

その他 △25,664 △28,564

小計 △49,430 204,492

利息及び配当金の受取額 5,837 4,087

法人税等の支払額 △88,848 △220,608

営業活動によるキャッシュ・フロー △132,441 △12,028

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 △100,000 －

有価証券の償還による収入 100,000 －

投資有価証券の取得による支出 △95,600 －

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 － △300,000

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

－ 100,000

信託受益権の取得による支出 △700,000 △699,882

信託受益権の償還による収入 700,000 999,876

有形固定資産の取得による支出 △6,340 △6,365

有形固定資産の売却による収入 － 4,050

無形固定資産の取得による支出 △4,000 △2,185

差入保証金の差入による支出 △886 △1,893

その他 △4,171 799

投資活動によるキャッシュ・フロー △110,998 94,399

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 △76,568 △74,446

財務活動によるキャッシュ・フロー △74,970 △73,247

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △318,410 9,123

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 1,380,129 1,029,226



 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１四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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