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1.  平成25年5月期第2四半期の連結業績（平成24年6月1日～平成24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 ％

25年5月期第2四半期 2,495 △12.2 19 △76.4 19 △76.3 14 △62.3
24年5月期第2四半期 2,841 15.4 83 17.2 83 16.1 39 6.0

（注）包括利益 25年5月期第2四半期 9百万円 （△79.6％） 24年5月期第2四半期 44百万円 （59.7％）

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

25年5月期第2四半期 1,542.96 ―
24年5月期第2四半期 4,088.02 ―

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

25年5月期第2四半期 1,735 784 34.6 62,888.00
24年5月期 1,615 794 36.7 62,011.97
（参考） 自己資本   25年5月期第2四半期  600百万円 24年5月期  592百万円

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   

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

24年5月期 ― ― ― 900.00 900.00
25年5月期 ― ―
25年5月期（予想） ― 900.00 900.00

3. 平成25年 5月期の連結業績予想（平成24年 6月 1日～平成25年 5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 5,323 △4.4 115 6.5 112 4.0 58 18.9 6,095.96



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項(２)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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きの対象外であり、この四半期決算において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表
のレビュー手続きは終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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］２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。 

※  注記事項

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   ：  無
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） 25年5月期2Q 9,556 株 24年5月期 9,556 株
② 期末自己株式数 25年5月期2Q ― 株 24年5月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年5月期2Q 9,556 株 24年5月期2Q 9,556 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、復興需要等を下支えとして一部に緩やかな回復の兆しが見

られたものの、中国経済の動向及び欧州債務危機等、先行き不透明な要素が多く、依然として厳しい状況が続き

ました。 

 この様な環境のもと、当社グループは企業と人材を繋ぐ役割と機能を果たすため、質の高い人材サービスの提

供を通じて双方が求めるニーズに応えてまいりました。当第２四半期連結累計期間は、北海道の市場を基盤とし

ながら東北地方においても雇用環境の改善を念頭に企業業績の拡大と地域の活性化に向けた業務を推進し、収益

の拡大を目指してまいりました。 

 人材派遣関連事業においては、前連結会計年度に受託した緊急雇用対策における介護分野の派遣事業が継続さ

れなかったことなどの要因により、売上及びセグメント利益とも前年同期を下回りました。人材派遣関連事業

（関東）においては、家電業界の低迷による大手量販店での販売員ニーズの減少により、売上及びセグメント利

益とも前年同期を下回りました。人材紹介事業においては、成約件数を伸ばすことができ、売上及びセグメント

利益が前年同期を上回りました。再就職支援事業においては、官公庁からの受託事業が減少したことにより、売

上及びセグメント利益とも前年同期を下回りました。ペイロール事業においては、新規顧客の獲得によって処理

件数が増加したことにより、売上は前年同期を上回りましたが、設備投資費用並びに処理に伴う人件費が増加し

たことにより、セグメント利益は前年同期を下回りました。その他事業（施設管理業務等）は、施設の利用等が

減少したことにより、売上は前年同期を下回りましたが、施設運用に係る経費の削減により、セグメント利益は

前年同期を上回りました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高2,495,833千円（前年同期比

12.2％減）、営業利益19,745千円（同76.4％減）、経常利益19,751千円（同76.3％減）、四半期純利益14,744千

円（同62.3％減）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）  

当第２四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ120,411千円増加し、

1,735,530千円となりました。これは主に売掛金の増加によるものであります。 

（負債）  

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ130,076千円増加し、950,800千円となりました。これは主に

短期借入金の増加によるものであります。 

（純資産）  

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ9,664千円減少し、784,730千円となりました。これは主に

少数株主持分の減少によるものであります。  

   ②キャッシュ・フローの状況  

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は売上債権の増加額等が税金

等調整前四半期純利益19,473千円及び短期借入による収入等を上回ったため、期首残高に比べて206,822千円減

少し、当第２四半期連結累計期間末には682,742千円となりました。 

 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）  

営業活動の結果使用した資金は331,611千円（前年同期比30.2％増）となりました。これは主に売上債権の増

加額が税金等調整前四半期純利益19,473千円の計上等を上回った結果であります。  

（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23,885千円（同134.6％増）であります。これは主に有形固定資産の取得及び

連結子会社株式の追加取得による支出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） 

財務活動の結果得られた資金は148,674千円（同29.7％減）であります。これは主に短期借入による収入によ

るものであります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年７月10日に発表いたしました平成25年５月期(平成24年６月１日から平成25年５月31日)の業績予想に

関しまして、変更はありません。 

 また、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。     

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

 税金費用については、当第２四半期連結累計期間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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。   

該当事項はありません。    

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年５月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 889,564 682,742

売掛金 509,270 814,458

その他 29,965 46,146

貸倒引当金 △2,787 △3,530

流動資産合計 1,426,013 1,539,817

固定資産   

有形固定資産 31,374 36,486

無形固定資産 15,551 16,780

投資その他の資産 142,180 142,446

固定資産合計 189,106 195,713

資産合計 1,615,119 1,735,530

負債の部   

流動負債   

買掛金 50,373 58,860

短期借入金 200,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 81,052 81,055

未払費用 271,254 289,215

未払法人税等 11,929 26,789

未払消費税等 52,716 30,852

その他 91,703 42,452

流動負債合計 759,029 929,225

固定負債   

長期借入金 55,529 15,000

その他 6,165 6,574

固定負債合計 61,694 21,574

負債合計 820,724 950,800

純資産の部   

株主資本   

資本金 242,181 242,181

資本剰余金 49,181 49,181

利益剰余金 291,979 298,123

株主資本合計 583,342 589,486

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 9,244 11,471

その他の包括利益累計額合計 9,244 11,471

新株予約権 4,652 6,240

少数株主持分 197,156 177,532

純資産合計 794,395 784,730

負債純資産合計 1,615,119 1,735,530
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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23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年11月30日) 

売上高 2,841,972 2,495,833

売上原価 2,299,927 2,015,330

売上総利益 542,045 480,503

販売費及び一般管理費 458,264 460,758

営業利益 83,780 19,745

営業外収益   

受取賃貸料 11,368 11,195

その他 4,053 2,456

営業外収益合計 15,422 13,651

営業外費用   

支払利息 2,809 2,438

賃貸費用 11,368 11,195

その他 1,767 11

営業外費用合計 15,944 13,645

経常利益 83,258 19,751

特別損失   

投資有価証券売却損 8,138 －

持分変動損失 － 278

特別損失合計 8,138 278

税金等調整前四半期純利益 75,119 19,473

法人税等 34,870 12,615

少数株主損益調整前四半期純利益 40,249 6,858

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,184 △7,886

四半期純利益 39,065 14,744
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（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23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 40,249 6,858

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4,246 2,227

その他の包括利益合計 4,246 2,227

四半期包括利益 44,495 9,085

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 43,113 16,692

少数株主に係る四半期包括利益 1,382 △7,607
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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23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24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 75,119 19,473

減価償却費 6,984 9,496

支払利息 2,809 2,438

売上債権の増減額（△は増加） △324,500 △305,188

営業債務の増減額（△は減少） 30,815 8,487

未払金の増減額（△は減少） △70,370 △41,549

未払費用の増減額（△は減少） 57,225 18,034

前受金の増減額（△は減少） 23,273 △2,165

未払消費税等の増減額（△は減少） △725 △21,875

その他 △3,448 △11,116

小計 △202,817 △323,965

法人税等の支払額 △49,852 △9,568

法人税等の還付額 33 3,171

その他 △2,050 △1,248

営業活動によるキャッシュ・フロー △254,686 △331,611

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 △8,624 △12,449

無形固定資産の取得による支出 △1,300 △3,894

子会社株式の取得による支出 △1,200 △10,185

その他 944 2,644

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,180 △23,885

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 500,000 200,000

短期借入金の返済による支出 △200,000 －

長期借入金の返済による支出 △77,194 △40,526

少数株主からの払込みによる収入 － 780

配当金の支払額 △8,638 △8,586

少数株主への配当金の支払額 △2,679 △2,993

財務活動によるキャッシュ・フロー 211,487 148,674

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △53,378 △206,822

現金及び現金同等物の期首残高 893,948 889,564

現金及び現金同等物の四半期末残高 840,570 682,742
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 該当事項はありません。     

 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）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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