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2022年３月24日 

各 位 

会 社 名 株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

代表者名 代表取締役会長兼社長        田崎 ひろみ 

(コード番号:2124 東証第一部)

問合せ先 代表取締役副社長管理本部長 服部 啓男

(TEL:03-5256-6926) 

(訂正・数値データ訂正) 

「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ 

2022年２月15日に開示いたしました「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部に訂正すべき事項があ

りましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、XBRL数値データにも訂正がありましたので訂正後の同デ

ータも送信いたします。 

記 

１．訂正の理由 

「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の提出後に、記載内容の一部に訂正すべき事項があることが判明

しましたので、これを訂正いたします。 

２．訂正箇所 

・サマリー情報 １．2021年12月期の連結業績（2021年１月１日～2021年12月31日） 

（３）連結キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローの数値

当連結会計年度の現金及び現金同等物期末残高の数値 

・添付資料４ページ １．経営成績等の概況 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローの数値及び増減額

当連結会計年度の現金及び現金同等物期末残高の数値及び増減額 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

当連結会計年度のインタレスト・カバレッジ・レシオ 

・添付資料15・16ページ ４．連結財務諸表及び主な注記

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

連結キャッシュ・フロー計算書の当連結会計年度の一部数値
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２．訂正の内容

訂正箇所には下線を付しております。

≪サマリー情報 １ページ≫

１．2021年12月期の連結業績（2021年１月１日～2021年12月31日）

（３）連結キャッシュ・フローの状況

（訂正前）

営業活動による

キャッシュ・フロー

投資活動による

キャッシュ・フロー

財務活動による

キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

2021年12月期 5,086 △436 △5,400 12,927

2020年12月期 4,532 1,312 △3,617 13,584

（訂正後）

営業活動による

キャッシュ・フロー

投資活動による

キャッシュ・フロー

財務活動による

キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

2021年12月期 5,091 △436 △5,400 12,932

2020年12月期 4,532 1,312 △3,617 13,584

≪添付資料４ページ≫

１．経営成績等の概況

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

（訂正前）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて656百万円減少の12,927百万円とな

りました。各活動におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

2020年12月期 2021年12月期 増減額

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,532 5,086 553

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,312 △436 △1,748

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,617 △5,400 △1,783

現金及び現金同等物の期末残高 13,584 12,927 △656

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、5,086百万円の収入（前連結会計年度は4,532百万円の

収入）となりました。主な要因といたしましては、税金等調整前当期純利益の5,776百万円、法人税等の支払額

1,917百万円によるものであります。
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（訂正後）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて651百万円減少の12,932百万円とな

りました。各活動におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

2020年12月期 2021年12月期 増減額

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,532 5,091 559

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,312 △436 △1,748

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,617 △5,400 △1,783

現金及び現金同等物の期末残高 13,584 12,932 △651

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、5,091百万円の収入（前連結会計年度は4,532百万円の

収入）となりました。主な要因といたしましては、税金等調整前当期純利益の5,776百万円、法人税等の支払額

1,912百万円によるものであります。

≪添付資料４ページ≫

１．経営成績等の概況

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

（訂正前）

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期 2020年12月期 2021年12月期

自己資本比率（％） 78.2 74.0 78.3 76.4 70.6

時価ベースの自己資本比率
（％）

584.2 406.3 395.2 416.6 444.2

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（％）

― ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

89,405.5 28,220.2 280.4 240.5 302.1

（訂正後）

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期 2020年12月期 2021年12月期

自己資本比率（％） 78.2 74.0 78.3 76.4 70.6

時価ベースの自己資本比率
（％）

584.2 406.3 395.2 416.6 444.2

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（％）

― ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

89,405.5 28,220.2 280.4 240.5 302.4
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≪添付資料15ページ≫

４．連結財務諸表及び主な注記

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

（訂正前）

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

法人税等の支払額 △1,347 △1,917

法人税等の還付額 4 ―

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,532 5,086

（訂正後）

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

法人税等の支払額 △1,347 △1,912

法人税等の還付額 4 ―

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,532 5,091
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≪添付資料16ページ≫

４．連結財務諸表及び主な注記

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

（訂正前）

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,187 △656

現金及び現金同等物の期首残高 11,397 13,584

現金及び現金同等物の期末残高 13,584 12,927

（訂正後）

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,187 △651

現金及び現金同等物の期首残高 11,397 13,584

現金及び現金同等物の期末残高 13,584 12,932

以上




