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2021 年度第 4 四半期、2021 年度通期 収益の勢いは加速、粗利率も堅調

[2022 年 2 月 24 日 スイス・チューリッヒ]
2021 年第 4 四半期ハイライト
· 既存事業売上高※1 および営業日数調整後の既存事業売上高は、Modis の売上高が前年同期比 14%増となったこと

により、前期比 3%増、前年同期比 1%増
· 既存事業の粗利は、Adecco の粗利が前年同期比 7%増、LHH の人財紹介事業が前年同期比 c.35%増となったこと

により、前年同期比 7%増
· 既存事業の粗利率は、ポートフォリオ、ビジネスミックスの改善、プライシングにより、20.7%
· 一時的要因を除く EBITA※2 は 2 億 5900 万ユーロ、EBITA 利益率はコスト管理と並行した成長への投資により 4.7%
· 営業利益は 1 億 9100 万ユーロ、純利益は 1 億 8400 万ユーロ、1 株当たり利益は前年同期比 21％増の 1.11 ユー

ロ

2021 年度ハイライト
· 既存事業売上高※1 および営業日数調整後の既存事業売上高は前年同期比 9%増、既存事業の粗利は前年同期比

15％増
· 既存事業の粗利率はポートフォリオ、ビジネスミックスの改善、プライシングにより、過去トップクラスの 20.4%
· 一時的要因を除く EBITA※2 は 9 億 5300 万ユーロ、EBITA 利益率は業界トップクラスの 4.6%
· 営業活動によるキャッシュフローは 7 億 2200 万ユーロ、キャッシュコンバージョンは 83％
· GBU（グローバルビジネスユニット）の整理、AKKA の株式取得の発表、LHH へのブランド変更など戦略を順調に遂行
· AKKA の過半数株式取得を完了：2022 年に EBITA 1500 万ユーロのシナジーがもたらされる見込み
· 1 株当たり配当案は 2.50 スイスフラン：総額 1.25 スイスフラン＋源泉徴収の対象とならない準備金から 1.25 スイスフ

ラン

アデコグループ CEO のアラン・ドゥアズは次のようにコメントしています。
「『Future@Work』戦略の実施初年度において、良好な進捗がありました。3 つの GBU すべてをグローバルリーダーとして確立
し、より価値の高いサービスの提供へ軸足を移すのを加速させたことは、本年度の記録的な粗利率の水準が証明しています。
GBU レベルでは、Modis が 2021 年に傑出したパフォーマンスを発揮して力強いトップラインの成長と粗利率の上昇を実現し、
来るべき AKKA の統合に向けた強力な基盤を提供しました。LHH では人財紹介事業が優秀で、正社員採用の市場シェアを
獲得し、再就職支援事業はサービスに対する需要の減少を乗り切りました。Adecco は 2021 年を通して業界トップクラスの収
益性を維持し、継続的な投資により前四半期の収益モメンタムを改善しました。今後については、コロナ禍関連の課題が継続す
ることを認識しつつも、2022 年には Adecco Group のサービスに対する健全な需要が見込まれ、持続可能で収益性の高い
成長を加速させるための投資を行ってまいります」
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＜主な数値＞
2021 年度第 4 四半期

単位：100 万ユーロ 2021 年度
第 4 四半期

2020 年度
第 4 四半期

変化率(%)：
報告数値

変化率(%)：
既存事業
成長率

売上高 5,495 5,406 +2% +1%※1

売上総利益 1,140 1,060 +8% +7%
EBITA 利益※2

（一時的要因を除く） 259 260 0% 0%

営業利益 191 224 -15% -15%※3

当期純利益※4 184 149 +23%
Basic EPS 1.11 0.92 +21%
粗利率 20.7% 19.6% +110bps +110bps
EBITA 利益率
（一時的要因を除く） 4.7% 4.8% -10bps

営業活動によるキャッシュフロー 272 159 +113
キャッシュコンバージョン比率※2 83% 123%
EBITDA への純有利子負債※2 0.0x 0.4x

＜主な数値＞
2021 年度通期

単位：100 万ユーロ 2021 年度 2020 年度 変化率(%)：
報告数値

変化率(%)：
既存事業
成長率

売上高 20,949 19,561 +7% +9%※1

売上総利益 4,281 3,789 +13% +15%
EBITA 利益※3

（一時的要因を除く） 953 709 +34% +38%

営業利益 780 118 n.m. n.m.
当期純利益※4 586 (98) n.m.
Basic EPS 3.62 (0.61) n.m.
粗利率 20.4% 19.4% +100bps +100bps
EBITA 利益率
（一時的要因を除く） 4.6% 3.6% +100bps

営業活動によるキャッシュフロー 722 720 +2
キャッシュコンバージョン比率※2 83% 123%
EBITDA への純有利子負債※2 0.0x 0.4x

特に断りのない限り、本リリースに記載されている成長率はすべて前年同期比です
*1：既存事業売上高および営業日数調整後の既存事業売上高ベース
*2：本リリースにおける Non-GAAP 指標の使用に関する詳細は、2020 年版年次報告書の「財務情報」および「追加情報」をご参照ください
*3：恒常通貨ベース
*4：アデコグループの株主に帰属する

【本件に関するお問い合わせ先】 アデコグループ 広報部 Tel. 050-2000-7024


