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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

 
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第26期 
第１四半期 
連結累計期間

第25期

会計期間 自 平成24年１月１日 
至 平成24年３月31日

自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日

売上高 (百万円) 1,393 4,985 

経常利益 (百万円) 220 793 

四半期(当期)純利益 (百万円) 103 758 

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 103 758 

純資産額 (百万円) 2,446 2,429 

総資産額 (百万円) 3,152 3,269 

１株当たり四半期(当期)純利益
金額 (円) 157.23 1,157.06 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益金額 (円) 156.48 1,152.12 

自己資本比率 (％) 77.6 74.3 

２ 【事業の内容】
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第２ 【事業の状況】 

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年

度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

 当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

本項における将来に関する事項は、四半期報告書提出日現在において判断したものであります。 

  また、前第３四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期比は記

載しておりません。 

(1) 業績の状況 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国景気の復調と円高傾向の一服、さらには震災

復興関連の内需にも支えられ、回復の兆しを見せました。当人材紹介業界に関しては、製造業をはじ

め、IT、消費財、サービス業関連からの引き合いも順調に推移いたしました。 

  同期間における当社グループの事業は、人材と企業の双方を一人のコンサルタントが担当するリクル

ートメント・コンサルタント制の定着に伴い、好調な内需関連案件を中心に中高額帯並びに専門性の高

い案件を取り込んだことで、順調な売上を堅持することができました。今年度の当社グループ経営方針

は過去２年間取り組んでいる「PPP&I」を継続することで、さらなる事業体質の改善を進めておりま

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 「人材紹介コンサルタントのプロフェッショナル化」 

  ④ International「海外事業、外資系企業、国際人材の強化」 

  中でも、③の「人材紹介コンサルタントのプロフェッショナル化」につきましては、今年度を仕上げ

の一年間と位置付けております。少人数単位のマネージメント制やプレイングマネージャー制の導入、

入社時研修の充実やOJTの早期導入等による生産性の向上に取り組んでおります。年初に大規模な組織

変更を実施したため、１月の成約に出遅れがあったものの、２月、３月は成約額が単月でともに５億円

を超え、改善の進捗に手応えをつかむことができました。 

  ④の「海外事業、外資系企業、国際人材の強化」につきましては、好調な内需関連の成約増に伴い、

中高額帯を中心として堅調に推移いたしました。国内外資系企業を専門に扱う戦略子会社のJAC 

Internationalも初期投資期間をほぼ終え、収益への貢献まで今一息という段階に入っております。 

  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必要最小限の水準で推移して

おります。 

  この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は1,393百万円となりました。セグメント別売

上高は、東京本社が820百万円、横浜支店が104百万円、名古屋支店が93百万円、大阪支店が268百万

円、京都支店が33百万円、神戸支店が49百万円、JAC Internationalが23百万円となっております。 

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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利益面では、営業利益は215百万円、経常利益は220百万円、四半期純利益は103百万円となりまし

た。セグメント別損益は、東京本社が171百万円、横浜支店が37百万円、名古屋支店が16百万円、大阪

支店が23百万円、京都支店が△1百万円、神戸支店が15百万円、JAC Internationalが△46百万円となっ

ております。  

  
当第１四半期連結累計期間におけるセグメントごとの売上実績は、以下のとおりであります。 

  

 
(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  
なお、業界部門別に示すと、以下のとおりであります。 

  

 
(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第１四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題について、重要な変更はあ

りません。 

  
(3) 研究開発活動 

該当事項はありません。 

  

 (単位：百万円）

セグメントの名称 売上高

東京本社 820 

横浜支店 104 

名古屋支店 93 

大阪支店 268 

京都支店 33 

神戸支店 49 

JAC International 23 

合計 1,393 

 (単位：百万円）

業界部門 売上高

電気・機械・化学業界 460 

消費財・サービス業界 380 

メディカル・医療業界 266 

ＩＴ・通信業界 160 

金融業界 119 

その他 6 

合  計 1,393 
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(4) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し 

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変

更はありません。 

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

①  流動性と資金の源泉 

当社グループの所要資金は大きく分けると、経常運転資金と設備投資資金となっております。こ

れらについては、自己資金による調達を基本としております。 

  
②  資産、負債及び純資産 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金52百万円減少、売掛金61百万円増

加、繰延税金資産87百万円減少により、前連結会計年度末に比べて116百万円減少の3,152百万円と

なりました。 

負債合計につきましては、未払金41百万円増加、未払費用124百万円減少、未払法人税等80百万

円減少により、前連結会計年度末に比べて133百万円減少の706百万円となりました。 

純資産につきましては、四半期純利益103百万円及び配当金の支払い92百万円により、前連結会

計年度末に比べ17百万円増加の2,446百万円となり、自己資本比率は77.6％となりました。 
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第３ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 
  

 
  

② 【発行済株式】 
  

 
(注)  １．普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。ま

た、単元株式数は10株であります。 
２．提出日現在発行数の欄には、平成24年５月１日からこの四半期報告書提出日までの、新株予約権の行使によ
り発行された株式数は、含まれておりません。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 
  

 
  

(6) 【大株主の状況】 

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

(7) 【議決権の状況】 

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 2,400,000 

計 2,400,000 

種類
第１四半期会計期間末 
現在発行数(株) 

（平成24年３月31日）

提出日現在 
発行数(株) 

（平成24年５月14日）

上場金融商品取引所名 
又は登録認可金融商品 
取引業協会名

内容

普通株式 688,200 688,200 
大阪証券取引所 
ＪＡＳＤＡＱ 
（スタンダード） 

（注）１、２

計 688,200 688,200 － －

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式 
総数残高 
(株)

資本金増減額 
(百万円)

資本金残高 
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金 
残高 
(百万円)

平成24年１月１日～ 
平成24年３月31日 － 688,200 － 619 － 594 
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ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成23年12月31日)に基づく株主名簿による

記載をしております。 

  

① 【発行済株式】 
平成23年12月31日現在 

 
(注) １.  権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

２.  「単元未満株式」の株式数の欄には、当社所有の自己株式3株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 
平成23年12月31日現在 

 
(注)  当第１四半期会計期間末の自己株式は29,460株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は4.28％でありま

す。 

  

該当事項はありません。 
  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式) 
普通株式  30,960 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 657,190 65,719 (注)１

単元未満株式 普通株式      50 ― (注)２

発行済株式総数 688,200 ― ―

総株主の議決権 ― 65,719 ―

所有者の氏名 
又は名称 所有者の住所

自己名義 
所有株式数 
(株)

他人名義 
所有株式数 
(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社 ジェイ エイ シ
ー リクルートメント 

東京都千代田区神田神保
町一丁目105番地神保町三
井ビルディング14階 

30,960 ― 30,960 4.50

計 ― 30,960 ― 30,960 4.50

２ 【役員の状況】
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第４ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。 

なお、前第３四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較

情報は記載しておりません。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成24年１月１

日から平成24年３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年１月１日から平成24年３月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けておりま

す。 

  

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

２．監査証明について
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１【四半期連結財務諸表】 
  (1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 2,238 2,185 
売掛金 287 349 
貯蔵品 0 0 
前払費用 68 57 
繰延税金資産 148 61 
その他 13 6 
貸倒引当金 △3 － 

流動資産合計 2,752 2,659 
固定資産   
有形固定資産   
建物 159 159 
減価償却累計額 △83 △86 

建物（純額） 75 72 
車両運搬具 11 11 
減価償却累計額 △10 △10 

車両運搬具（純額） 0 0 
工具、器具及び備品 248 235 
減価償却累計額 △210 △192 

工具、器具及び備品（純額） 37 43 
リース資産 11 11 
減価償却累計額 △1 △2 

リース資産（純額） 9 8 

建設仮勘定 1 － 

有形固定資産合計 125 125 
無形固定資産   
商標権 0 0 
ソフトウエア 69 65 
その他 6 2 
無形固定資産合計 77 68 

投資その他の資産   
投資有価証券 50 50 
出資金 0 0 
敷金及び保証金 254 240 
長期未収入金 19 16 
貸倒引当金 △9 △9 

投資その他の資産合計 314 298 

固定資産合計 516 492 

資産合計 3,269 3,152 
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

負債の部   
流動負債   
短期借入金 ※  132 ※  132 

リース債務 2 2 
未払金 124 166 
未払費用 201 76 
未払法人税等 112 31 
未払消費税等 64 50 
前受金 3 － 
預り金 28 68 
賞与引当金 96 107 
解約調整引当金 14 19 
流動負債合計 779 654 

固定負債   
長期借入金 52 44 
リース債務 7 7 
固定負債合計 59 51 

負債合計 839 706 

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 1,297 1,310 
自己株式 △81 △77 

株主資本合計 2,429 2,446 

純資産合計 2,429 2,446 

負債純資産合計 3,269 3,152 
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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１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 ※  1,393 

売上原価 40 
売上総利益 1,352 
販売費及び一般管理費  
役員報酬 43 
給料及び手当 505 
法定福利費 89 
退職給付費用 18 
賞与引当金繰入額 107 
地代家賃 94 
減価償却費 20 
広告宣伝費 90 
その他 166 

販売費及び一般管理費合計 1,136 

営業利益 215 

営業外収益  
受取利息 0 
設備賃貸料 1 
貸倒引当金戻入額 3 
その他 0 
営業外収益合計 5 

営業外費用  
支払利息 0 
為替差損 0 
営業外費用合計 0 

経常利益 220 
特別損失  
固定資産除却損 2 
特別損失合計 2 

税金等調整前四半期純利益 217 

法人税、住民税及び事業税 26 
法人税等調整額 87 
法人税等合計 114 

少数株主損益調整前四半期純利益 103 

四半期純利益 103 
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   【四半期連結包括利益計算書】 
   【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 103 
その他の包括利益  
その他の包括利益合計 － 

四半期包括利益 103 
（内訳）  
親会社株主に係る四半期包括利益 103 
少数株主に係る四半期包括利益 － 
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【追加情報】 
  

 
  

【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

 
  

(四半期連結損益計算書関係) 

 
  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりで

あります。 
  

 
  

当第１四半期連結累計期間 
(自  平成24年１月１日  至  平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及
び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。 

(平成23年12月31日) 
前連結会計年度

(平成24年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間

※  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため㈱三井
住友銀行及び㈱三菱東京UFJ銀行と当座貸越契約を
締結しております。 
当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入
金未実行残高等は次のとおりであります。 
  

 

当座貸越極度額総額 400百万円
借入実行残高 100百万円
差引額 300百万円

※  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため㈱三井
住友銀行及び㈱三菱東京UFJ銀行と当座貸越契約を
締結しております。 
当第１四半期連結会計期間末における当座貸越契約
に係る借入金未実行残高等は次のとおりでありま
す。 

 

当座貸越極度額総額 400百万円
借入実行残高 100百万円
差引額 300百万円

(自  平成24年１月１日 
至  平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間

※ 売上高は、解約調整引当金繰入額19百万円の調整後
の金額であります。 

 (自  平成24年１月１日 
至  平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間

減価償却費 20百万円 
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(株主資本等関係) 

  

当第１四半期連結累計期間(自  平成24年１月１日  至  平成24年３月31日) 

１．配当金支払額 
  

 
  

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

決議 株式の種類 配当金の総額 
(百万円)

１株当たり 
配当額(円) 基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年３月27日 
定時株主総会 普通株式 92 140 平成23年12月31日 平成24年３月28日 利益剰余金
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間(自  平成24年１月１日  至  平成24年３月31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：百万円) 

 
(注)  セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と一致しております。 

  

２．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。  

  

(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及

び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
  

 
  

 
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 JAC 
International

売上高         

  外部顧客への売上高 820 104 93 268 33 49 23 1,393 

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 － － － － － － － － 

計 820 104 93 268 33 49 23 1,393 

セグメント利益又は損失
(△) 171 37 16 23 △1 15 △46 217 

項目 (自  平成24年１月１日 
至  平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間

(1) １株当たり四半期純利益金額 157円23銭 

    (算定上の基礎)  

    四半期純利益(百万円) 103 

    普通株主に帰属しない金額(百万円) ― 

    普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 103 

    普通株式の期中平均株式数(株) 657,419 

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 156円48銭 

    (算定上の基礎)  

    四半期純利益調整額(百万円) ― 

    普通株式増加数(株) 3,116 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 

― 
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該当事項はありません。 

２ 【その他】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 
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平成24年５月９日

株式会社ジェイエイシーリクルートメント 

取締役会  御中 

  
 

  
 

  
 

  
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株
式会社ジェイエイシーリクルートメントの平成24年１月１日から平成24年12月31日までの連結会計年度の第
１四半期連結会計期間(平成24年１月１日から平成24年３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24
年１月１日から平成24年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四
半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。 
  
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。 
  
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務
諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実
施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。 
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 
  
監査人の結論 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公
正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ジェイエイシーリクルートメント
及び連結子会社の平成24年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経
営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 
  
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

以  上 
  

 

独立監査人の四半期レビュー報告書

新日本有限責任監査法人 

指定有限責任社員 
業務執行社員  公認会計士   山崎  一彦   印 

指定有限責任社員 
業務執行社員  公認会計士   石川 純夫   印 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期
報告書提出会社)が別途保管しております。 
２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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