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株主優 待

投資家の皆さまへ 会社プロフィール

株価

優待品
換算金額

1株当たり
配当金

割当
基準日

市場

配当
利回り

NET-IR

2427_アウトソーシング_08K-

 1997年に日本の製造業を支える人材サービス企業として
創業した当社は、2022年6月時点で、国内に49社、海外
に217社の連結子会社を有し、世界38の国と地域で事業を
行う一大グループ企業へと成長を遂げています。その事業領
域も、技術系、製造系、公共系、サービス系、国内において
は実習生を含む外国人管理領域にも拡大しており、グループ
として培った最先端のテクノロジーやノウハウ、インフラを
駆使し、真のシナジー効果が発揮されるよう努めています。
　グループの成長過程で追い続けてきたことは、「いかなる
環境下でも業績を平準化できる強靭な事業ポートフォリオの
構築」でした。一部コロナ禍の影響を受けながらも、2021
年12月期に12期連続で過去最高の売上収益を記録し、営業
利益も過去最高を記録したことは、この目的に向かって着実
に歩みを進めている証と考えられます。

割当基準日12月末日

強靭な事業ポートフォリオ構築に向け前進
売上収益の最高値を更新し、成長し続ける

QUOカード（1,000円券）
1枚（1,000円分）� （100株以上）
2枚（2,000円分）� （500株以上）
3枚（3,000円分）� （5,000株以上）
4枚（4,000円分）� （25,000株以上）

英国のポロ大会を共催！

アウトソーシングの「SDGｓ宣言」、推進中！

　2021年を当社の「SDGs元年」と位置付け、SDGs17の目
標に関わる独自の「マテリアリティ」と「KPI」を設定しました。
国連グローバル・コンパクトや女性のエンパワーメント原則へ
の署名も含め、SDGs経営を推し進めている当社は、2022年
4月にKPIの第三者検証報告書も公開しました。引き続き、事
業活動が広く社会に還元される仕組みを追求していきます。

　アウトソーシングは事業
内容や福祉活動が評価され、
ポロ大会「ザ・ロイヤルウィ
ンザー・カップ」のタイト
ルスポンサーを務めていま
す。写真は同大会での故英
国エリザベス二世女王と当
社代表・土井春彦です。

代表取締役会長兼社長
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　国内外で、技術系、製造系、サービス系、また公共
系向けに人材サービス事業を展開する当社グループ
は、業績の平準化を目的としたポートフォリオ構築と
世界の労働需給のギャップに応えるためのグローバ
ル化が奏功し、2021年度まで12期連続で過去最高
の売上収益を記録し、2022年度も第2四半期時点
で前年同四半期20%を超える増収率となっていま
す。これからも、グループのシナジー効果を活かした、
顧客の生産性向上に結びつく最先端のテクノロジー
を用いたサービスを提供し続けるとともに、さまざ
まな国の人々が国をまたいだ就労が必要になった際
に発生するニーズや課題に応えるサービスを新たに
構築し、事業拡大と企業価値向上に努めていきます。

1,222円

2022.8.31
終値

1997年1月、静岡県に設立。2004年2月に労働
者派遣事業の許可を受ける。同年12月、ジャスダッ
ク市場に上場。2010年、中国に現地法人を設立後、
タイ、インドネシア、ベトナムに現地法人を設立。
2012年、東証2部に上場、2013年に東証1部指定。
2014年、㈱PEOを設立。2015年、NTRINSICグ
ループ（欧州）、BLUEFINグループ（豪州）、GRUPO 
EXPROグループ（南米）をそれぞれ子会社化した
ことで世界各地へ進出。2017年にOrizonグループ
を子会社化し、ドイツへ本格進出。さらに2018年に
はオランダのOTTOグループ約40社を子会社化、
2021年にはアイルランド最大の人材ビジネス企業
であるCPLグループを加え、グローバル規模での業
容拡大を加速させている。

1,000
円

東証
プライム

通期

2427

↑ 「K-00」はファイル名の
末尾が自動で入ります

45.0
円

3.7
％

2022.12 (予) 

12月末日 
 

2022.12 (予) 

※内容は基本的に2022年8月31日現在の公表情報をベースとして掲載

https://yutai.net-ir.ne.jp/company/2427/
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株価チャート（月足）業績

※最新の株価については　　 　（www.net-ir.ne.jp）でご確認ください。
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売上収益構成比
（2021年12月期）

地域分散により、
海外売上比率も上昇

海外売上収益
国内売上収益
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アウトソーシングの主要５セグメント！ 各セグメントの差別化戦略で売上が安定的に成長
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もっと詳しく！

◀IR情報

／／◉海外製造系及びサービス系事業
複数の地域で、幅広く事業を展開

　欧州、英国、オセアニア、南米、アジアの各地域
において、製造系・流通系・事務系・サービス系・
公共系等のBPO事業、派遣・紹介事業などを行うと
ともに、一部の地域では給与計算代行サービスであ
るペイロール事業も展開しています。コロナ禍では
オランダに本社を構えるOTTOグループによる大手
スーパーのｅコマース関連物流事業への人材派遣が
好調で、グループとしての収益の平準化に大きく貢
献しました。今後は、各地域、各事業のノウハウ、
インフラ、技術者の相互活用、国境を越えた雇用サー
ビスである越境就労サービスの拡大を長期的な視点
で展開していきます。

◉国内技術系アウトソーシング事業
最先端技術と独自の教育システム

　メーカー、電気、通信をはじめ、医療、化学、建
設系に至る幅広い業種の高度化するR&D・技術系サ
ポートニーズに対応するとともに、IT系としてシス
テムの設計、構築、保守などのサービスを提供して
きましたが、近年は顧客のDX化推進に注力し、スタッ
フとロボットなどのテクノロジーをセットで派遣す
る「派遣2.0」も大きく伸長しています。また、エン
ジニア不足が社会的な問題となる中、独自の教育シ
ステムである「KENスクール」によるキャリアチェ
ンジや国内最大クラスの新卒者採用（2022年春の
実績：約2,600名）により、専門領域の優秀なエン
ジニアの確保・育成を図っています。

◉国内製造系アウトソーシング事業
優良顧客と築き上げた長年の実績

　創業以来、大手自動車メーカーや電機メーカーな
ど、日本の製造業を牽引する優良企業と培ってきた
良好な関係が強みですが、コロナ禍では顧客のリモー
ト管理ニーズに対応した派遣スタッフ管理システム

「CSM」をリリースし、クラウドを用いたシステム・
プラットフォームの提供を開始しました。また、こ
のセグメントに含まれる外国人技能実習生を含む外
国人の管理業務では、これまで圧倒的な国内最大件
数（2022年6月時点1万8,660人）を誇っており、
今後入国規制の緩和が見込まれることから、ストッ
クビジネスである同管理業務の拡大が期待されます。

◉国内サービス系アウトソーシング事業
参入障壁の高い米軍施設向け事業

　沖縄等の米軍施設の建物や設備の工事、メンテナ
ンスなどを受託するAEC社が当社グループ入りした
ことにより、当社の信用力を背景に入札時に必要な
ボンド（履行保証保険）枠が広がり、安定的に大口案
件の受託が拡大しています。同事業は機密性が高く、
対米外国投資委員会（CFIUS）の厳しい審査を通過す
ることが必要ですが、当社グループはこれをクリア
しており、他社にとって高い参入障壁となっていま
す。また、同事業は長期にわたり高い利益をもたら
す事業であり、今後は、既に進出している沖縄、グ
アム、米国本土での事業拡大と環太平洋エリアへの
進出を目指します。

◉海外技術系事業
景気の影響を受けにくい事業受託

　英国で独自のテクノロジー（AI）を活用した未回収
公的債権の回収サービスを受託し、オセアニアでも
豪州等の政府・金融向けICT分野の人材サービスを幅
広く展開するなど、これまで景気の影響を受けにく
いビジネスモデルを築いてきましたが、2021年に
グループインしたCPL社はアイルランド最大の人材
ビジネス企業として、アイルランドおよび欧州各国
で、IT、ヘルスケア、製薬業界など世界のリーディ
ングカンパニーと長期にわたり、密接な関係を構築
してきました。業績の堅調さはコロナ禍でも衰える
ことはなく、今後もこのセグメントの牽引役として
の役割が期待されています。

株価チャートは、QUICKデータ（2022年8月31日時点）を基に作成しています。財務データは基本的に連結（配当金のみ個別）の実績直近4期分を記載しており、予想1期分の数値記載については、各掲載企業の任意と 
なっています。また、1株当たり配当金の「特」は特別配当込み、「記」は記念配当込みであることを指します。業績についての掲載内容は各企業から情報提供を受けて制作したものですが、最新の情報についてはご自身で
ご確認をお願いいたします。
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■設立：1997年1月
■資本金：25,229百万円
■市場：東証プライム
■決算月：12月
■発行済株式数：125,926千株
■従業員数：121,153人　

2427 アウトソーシング 
あうとそーしんぐ

■お問い合わせ先
〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-8-3　丸の内トラストタワー本館 
㈱アウトソーシング　経営管理本部 
TEL.03-3286-4888 　https://www.outsourcing.co.jp/ 
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決算期 2018.12 2019.12 2020.12 2021.12 2022.12（予）

売上収益
（百万円） 311,311 360,874 365,135 569,325 695,000

営業利益
（百万円） 14,591 13,798 13,282 24,186 32,000

1株当たり
利益（円） 69.4 58.3 15.1 6.6 146.9

1株当たり
配当金（円） 21.0 24.0 10.0 31.0 45.0

（増）2018年10月3日、22,415千株　（増）2018年10月26日、790千株
※国際会計基準（IFRS）を適用
※2019年12月期および2020年12月期の業績は、企業結合に係る
　暫定的な会計処理の確定により、遡及修正
＊2022年12月期の予想値は、2022年8月5日の公表値
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読者プレゼント

https://www.outsourcing.co.jp/
https://quote.nomura.co.jp/nomura/cgi-bin/parser.pl?TEMPLATE=nomura_tp_kabu_01&QCODE=2427



