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１． 17 年 11 月中間期の業績（平成 17 年６月１日 ～ 平成 17 年 11 月 30 日） 
(1)経営成績                      （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売 上 高     営業利益 経常利益 
 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 

17 年 11 月中間期 
16 年 11 月中間期 

3,148   － 
－   － 

306   － 
－   － 

294   － 
－   － 

17 年 ５月期 4,684   － 284   － 281   － 
 
 

中間(当期)純利益 １株当たり中間(当期)純利益 
潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 百万円    ％       円    銭       円    銭 

17 年 11 月中間期 
16 年 11 月中間期 

161   － 
－   － 

12,935  70  
－  －  

－  －  
－  －  

17 年 ５月期 152   － 12,639  40  －  －  
 (注)①持分法投資損益  17 年 11 月中間期  －百万円  16 年 11 月中間期 －百万円  17 年５月期 －百万円 
     ②期中平均株式数  17 年 11 月中間期  12,500株    16 年 11 月中間期  － 株  17 年５月期 12,065株 
     ③会計処理の方法の変更  無 

     ④中間財務諸表は、当中間期より作成しておりますので、平成 16 年 11 月中間期及び対前年中間期増減率は表示しておりません。 
   ⑤平成 17 年３月３日付で株式１株を 20 株に株式分割しておりますが、平成 17 年５月期の１株当たり当期純利益及び期中平均株

式数については、株式分割が期首に行われたものとして算出しております。 

   ⑥潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場かつ非登録で
あり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。 

(2)配当状況 
 １株当たり 

中間配当金 
１株当たり 
年間配当金  

 円   銭 円   銭 

17 年 11 月中間期 
16 年 11 月中間期 

0 00  
――――― 

――――― 
――――― 

 

17 年 ５月期 ――――― 0 00   
(3)財政状態                     （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 総 資 産     株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円   銭 

17 年 11 月中間期 
16 年 11 月中間期 

1,387  
－  

542  
－  

39.1  
－  

43,389    38 
－  － 

17 年 ５月期 1,183  380  32.2  30,453    69 
(注)①期末発行済株式数  17 年 11 月中間期 12,500株  16 年 11 月中間期  － 株  17 年５月期 12,500株 
    ②期末自己株式数   17 年 11 月中間期  － 株  16 年 11 月中間期  － 株  17 年５月期  － 株 

(4)キャッシュ･フローの状況              （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
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 

17 年 11 月中間期 
16 年 11 月中間期 

156   
－   

△ 39   
－   

△ 28   
－   

470    
－   

17 年 ５月期 205   123   △ 100   380   
 
２．18 年５月期の業績予想（平成 17 年６月１日 ～ 平成 18 年５月 31 日） 

１株当たり年間配当金  
売 上 高     経常利益 当期純利益 

期  末  
 百万円 百万円 百万円 円  銭 円  銭 

通 期 6,446    502     263     0   00  0   00  
(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  19,547 円 39 銭 
※上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業績は、今後の様々な要因

によって、予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の５ページをご参照下さい。 
※１株当たり予想当期純利益は、平成 17 年 12 月７日付で発行された新株式 2,000 株を加えた予定期中平均発行済株式数により算出し

ております。 
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（添付資料） 

 

１．企業集団の状況  
 

当社には、関係会社がないため該当事項はありません。 

 

 

２．経営方針  
 

（１）会社の経営の基本方針 

当社では、「･･･planning the Future ～人を活かし、未来を創造する～ 」を経営理念として掲げております。人

材サービス企業として、若年層の社会進出と雇用を積極的に支援し、社会にでることの喜びをともに共有したいと考

えており、若い世代を中心に雇用し研修を行うことにより、一人一人の能力を最大限に発揮できるように努めており

ます。そして、社会進出を支援・促進することにより、社会的な存在価値の高い企業となることを目指しております。 

 

（２）会社の利益分配に関する基本方針 

当社は、財務体質の強化を図るべく、内部留保を優先し企業価値を高めてきたため、創業以来、配当の実績はあり

ません。今後の配当につきましては、内部留保を継続するとともに、事業への再投資を積極的に行い、収益力を高め

ることによって、企業価値を向上させることが株主の皆様に応えることであると認識しつつも、中長期的な視野のも

と配当の実施を検討していく方針であります。 

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、株式の流動性向上及び個人投資家層の拡大のため、投資単位の引下げを重要事項として認識しております。

今後につきましては、投資家の動向、株価水準、業績状況等を勘案しながら、投資単位の引下げについて継続的に検

討してまいります。 

 

（４）目標とする経営指標 

目標とする経営指標として、売上高販管費率及び売上高営業利益率を考えております。当社では、ジェイコムスタ

ッフのモチベーションを高めることによる定着率の向上、特定の業界に特化することや中長期就業可能なスタッフを

中心に雇用することによる営業活動の効率化を図っており、売上高販管費率は12％以内とすることを目標としており

ます。また、売上高営業利益率は、事業の成長過程におきましても、売上高営業利益率８％を維持することを目標と

しております。 

 

（５）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、総合人材サービス事業において特定の業界に特化することで、その業界動向や顧客ニーズを理解し、高品

質のサービスを提供することにより顧客から高い信頼を得て事業を拡大してまいりました。今後におきましても、特

定の業界に特化した営業支援サービスを提供することにより、他の人材サービス会社との優位性を保っていくことを

重視しております。 

 

① 携帯電話業界への営業支援サービスの更なる拡大 

携帯電話端末の多機能化や通信キャリアのサービスプランの多様化による優秀な販売スタッフへのニーズの高ま

り、ナンバーポータビリティ、新規キャリアの参入といった業界内競争の激化を背景に、携帯電話業界への営業支援

サービスを更に拡大し、携帯電話業界への営業支援サービスにおいて大幅なシェア獲得を図ってまいります。 

まず、当社の事業基盤が確立されている関西、東海地区においては、家電量販店の新規出店による携帯電話等販売

スタッフへのニーズの高まり、他社シェア獲得による既存得意先でのシェア拡大、キャリアショップへの営業活動促

進により、当社の売上拡大の余地はまだ十分に存在しており、更なる売上高拡大を図ってまいります。 

また、東京支社の拡大を最大の経営課題として掲げ、経営資源を積極的に投入し、首都圏を中心とした関東エリア

での業界内シェアアップに注力してまいります。更に、東北、九州等全国各地への支社展開による事業拡大を計画し

ており、地方大都市においてもシェアを伸ばしていく方針であります。 

 

② 対象とする業界の拡大 

 当社の人材サービスは、売上のほとんどが携帯電話業界・情報通信業界向けとなっておりますが、今後は、これま

でに蓄積した営業支援サービスのノウハウを活かし、その対象とする業界を拡大していく方針であります。 

当中間期におきまして、既にクレジットカード業界への営業活動を活発に行い、営業支援サービスにおいて一定の

成果を得ております。今後におきましても、クレジットカード業界を中心として、他の業界にも新たに営業支援サー

ビスを展開してまいります。 

 

（６）対処すべき課題 

① 優秀なスタッフの確保 

当社の主力事業である総合人材サービス事業は、優秀なスタッフを雇用し、提供していくことが事業拡大に対して
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必要不可欠であります。近年、労働環境が変化しており、派遣等の短期雇用を選択する労働者が急速に増加しており

ます。短期雇用を選択する労働者は、時間、キャリアアップ、労働環境等、様々な労働に対するニーズを持っており、

これらのニーズに応えていくことが、今後、人材を確保していくうえで重要であると認識しております。 

このため、まず、採用活動においては、効率性を重視した各種求人誌の利用、インターネットによる採用活動、当

社スタッフからの紹介による採用にも重点をおいており、今後も募集方法の多様化に取り組んでまいります。さらに、

採用面接についても、当社本支社のほか、できる限り居住地・勤務地に近い場所において行うことにより、労働者が

応募しやすい環境を整えてまいります。 

研修制度についても、当社スタッフのキャリアアップに不可欠であることから、就業前の事前研修をさらに充実さ

せ、就業後のスタッフに対し定期的なフォローアップ研修を行ってまいります。また、研修専門の社員雇用や研修施

設の設置等も計画しており、当社スタッフの質の確保に努めてまいります。 

 

② 個人情報の保護 

当社は、登録者の個人情報を有しており、また、当社スタッフの就業先においても、個人情報を取扱う業種が多く、

個人情報の管理は重要なものであると認識しております。当社では、従業員、スタッフ全員に情報漏洩に関する意識

を徹底し、業務に携わる前には必ず個人情報の適正利用に関する指導を行うとともに、継続して研修を行うことによ

り、個人情報の保護管理体制を明確にしており、今後も重要課題として個人情報の保護管理に取り組んでまいります。 

 

③ 全国への展開 

当社の総合人材サービス事業は、本社（大阪市中央区）のほか、東京支社（東京都渋谷区）、東海支社（名古屋市

中区）、中国支社（広島市中区）の４拠点において、事業を行っております。当社の今後の成長において、これら既

存拠点における収益力の拡大は不可欠であり、この他にも全国各地への支社展開による事業拡大を計画しております。 

 

④ 対象とする新たな業界との取引拡大 

当社の総合人材サービス事業は、主要マーケットである携帯電話業界、情報通信業界に大きく依存しております。

当社は、複雑多様化する携帯電話機器等の販売や、専門的な知識を必要とする開通センター等のオペレーションセン

ターに対するスタッフの提供に特化することにより、他の営業支援会社との差別化を図っておりますが、当中間期に

おいて、総合人材サービス事業における同業界への依存割合は98.7％となっております。これら業界の市場規模は高

水準で推移し、また営業支援サービスへのニーズは安定的であると認識しており、今後も、当社は特に携帯電話業界

に対して積極的な営業活動を行ってまいります。しかし、一方で、特定の業界へ依存するリスクを回避し、当社が総

合人材サービス会社として更なる成長を遂げるために、その他の業界に対しても積極的な事業展開を行っていく予定

としております。 

 

⑤ 管理体制の強化 

営業力の強化（営業基盤の拡大、新規業界・職種への進出）に第一に取り組むと同時に、更なる事業拡大を見据え、

新たな当社スタッフ管理のための社内システム構築、管理スタッフの増員・能力向上等に努めてまいります。 

 

（７）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、コーポレート・ガバナンスへの取組みは重要なものであることを認識しております。近年における会社を

取り巻く環境の急激な変化に対応するためには、組織的な取組みのみならず、一人一人が公正な行動を行うことが必

須条件であると考えております。当社の役員、従業員及びジェイコムスタッフが、それぞれに企業倫理、コンプライ

アンスについて共通の認識を持ち、常に公正で機能的な行動をとることができるよう努めております。また、コーポ

レート・ガバナンスに対する組織的な対応については、経営の効率性、透明性、健全性及び遵法性を確保するための

仕組みを整えるとともに、積極的な適時情報開示を意識することにより、企業価値の向上を目指していく所存であり

ます。 

 

② コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

a）会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他コーポレート・ガバナンス体制の状況 

・取締役会 

当社の取締役会は、取締役４名で構成されており、経営の基本方針、業務の意思決定及び取締役による業務執行

を監督する機関として位置付け、運営しております。なお、社外取締役は招聘しておりません。 

 ・監査役制度 

当社は監査役制度を採用しており、２名の監査役が就任しております。監査役２名は、定時、臨時取締役会及び

必要に応じて社内会議に出席しており、取締役の職務執行に対する具体的な意見を発するとともに、日常的な監査

を行うことによりリスクマネジメント、コンプライアンスを監視できる体制をとっております。なお、当社は社外

監査役２名体制となっており、それぞれの監査役は独立した責務を遂行できる環境にあります。 

・内部監査人 

 当社では、社長直轄の内部監査人を１名任命しており、業務部門から独立した立場において、計画的な内部監査

を実施しており、業務の適正性・効率性を検証しております。内部監査人と監査役は日常的に情報交換を行ってお

り、また、実地監査についても必要に応じて共同して実施しております。 

 ・会計監査 
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株　　　主　　　総　　　会

取　締　役　会
（ 取 締 役 ４ 名 ）

監 査 役 協 議 会
（ 監 査 役 ２ 名 ）

監

　査

　法

　人

代　表　取　締　役

内　部　監　査　人

顧

　問

　弁

　護

　士

　等 業　　　務　　　部　　　門

経　営　会　議

選任、解任 選任、解任

監査

監査

会計
監査

（協力、
　 連携）

選任

内部監査

任命

助言、
指導

（意思統一）

（業務執行）

報告、
協議

  会計監査については、あずさ監査法人と監査契約を締結しており、通常の会計監査を受けるとともに、重要な会

計的課題についても随時相談・検討を実施しております。監査法人と内部監査人、監査役との連携についても、随

時可能な状況を構築しており、監査結果についても互いに共有しあうことにより、三様監査の実効性・効率性を高

めております。なお、当社と同監査法人また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

害関係はありません。 

 

 当社におけるコーポレート・ガバナンスの概略図は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b）リスク管理体制の整備の状況 

当社のリスク管理については、３つの側面から強化を図っております。まず、リスク管理の意識を当社従業員に浸

透することによりリスクの発生を未然に防いでおります。特にコンプライアンスに係る重要な課題については、毎月

１回開催される経営会議において幹部社員に通知しており、迅速かつ的確に従業員に通達できる体制を整えておりま

す。また、重要な契約書類については、必ず経営管理部総務グループにおいてチェックする体制をもっており、リス

クの発生を未然に防いでおります。 

次に、監査役監査及び内部監査の体制が整備されており、契約書類・社内決裁書類に対して日常的に内部における

監査を実施しており、リスク管理を図っております。 

また、日常的に使用しない契約書で、かつ、重要性のある契約書や、重要な課題については、随時顧問弁護士によ

るリーガルチェックを受けており、外部専門家によるリスク管理・コンプライアンスの強化を図っております。 

 

c）会社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

当社は、社外取締役は招聘しておりません。 

社外監査役は２名となっております。社外監査役である河田保が当社株式５株、社外監査役である赤築伸久が当社

株式５株、新株予約権５個をそれぞれ所有する資本的関係がありますが、その他の利害関係はありません。 

 

d）会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

当社では、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題として認識しております。取締役会は、毎月１回定

時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、少人数体制による経営判断の迅速化に努め

ております。また、監査役は２ヶ月に１回以上監査役協議会を開催し、監査方針及び監査計画の決定や監査役監査の

進捗状況につき、監査役間で協議・意見交換を行っております。 

また、当中間期は株式上場の準備・審査過程において、内部牽制の仕組みや情報管理体制について見直し及び運用

の強化を図り、内部管理体制の強化を行いました。特に、情報管理体制については、全社員を対象に内部情報管理、

インサイダー取引に関する勉強会を実施し、内容の理解、意識の向上を促し、コンプライアンス面の強化に努めまし

た。 

 

（８）親会社に関する事項 

当社には親会社等がないため、該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態  
 

（１）経営成績 

当中間期におけるわが国経済は、原油価格の高騰など不安要素はあったものの、企業業績の改善、設備投資の増加

等を背景にして、緩やかに回復を続けました。また、個人消費につきましても、株価の上昇、企業業績の回復に伴い

改善傾向が見られ、今後の見通しに明るさが増してきました。雇用情勢におきましては、景気回復局面での雇用機会

の拡大、人材活用策の多様化が進み、企業の求人活動は総じて活発となってきております。また、当社の主要マーケ

ットである携帯電話業界は、約9,000万という契約数を背景とした旺盛な買替需要に支えられ、第３世代携帯電話の

利用者拡大、高機能携帯電話端末の新商品発売、通信キャリアの新たなサービスプランの登場など、依然として活発

に動いており、総じて堅調に推移しました。 

このような状況の中で、当社は主力事業である総合人材サービス事業では、主要マーケットである携帯電話業界に

おいて、各得意先におけるシェアの拡大に努めてまいりました。携帯電話端末の機能や操作方法はますます複雑化し、

各通信キャリアのサービスも多様化する中、優秀な販売スタッフへのニーズは得意先・消費者ともに高まっておりま

す。当社では、これら得意先・消費者のニーズに応えるべく、独自の研修により育成した質の高いスタッフを提供す

ることにより、シェアを拡大することができました。 

また、マルチメディアサービスにおいては、引き続き直営３店舗における販売力強化に努めました。 

この結果、当中間期における売上高は3,148,039千円となり、経常利益は294,262千円、中間純利益は161,696千円

となりました。 

 

各サービス別の業績は、次のとおりであります。 

 

（総合人材サービス） 

総合人材サービス事業におきましては、引き続き主要マーケットである携帯電話業界を中心に営業活動を行いまし

た。携帯電話業界では、翌年度から実施予定であるナンバーポータビリティ制度や新規事業者の市場参入を睨み、通

信キャリアや携帯電話販売代理店が、既に販売スタッフの強化をはじめております。また、携帯電話端末の機能や操

作方法の複雑化、通信キャリアのサービスプランの多様化により、高い専門知識、販売力を持った販売スタッフに対

するニーズはますます高まっており、また、営業支援サービスの主な提供場所である家電量販店の店舗数も増加傾向

にあることから、ジェイコムスタッフへの需要は増大する傾向にあります。 

当社では、この堅調な需要を取込むべく、求人体制や研修の強化を行い、質の高いスタッフを提供できるよう努め

てまいりました。その結果、各得意先との取引は順調に拡大し、得意先、業界内でのシェアアップを果たすとともに、

新規取引先も増加することができました。さらに、携帯電話以外の業界においても、クレジットカードの加入促進キ

ャンペーン業務において継続した受注を獲得することができ、携帯電話業界及び情報通信業界以外に対する売上高も

順調に増加しました。 

この結果、当中間期における売上高は2,770,554千円となりました。 

 

（マルチメディアサービス） 

マルチメディアサービス事業におきましては、当中間期においても引き続き、直営３店舗における販売力を強化す

べく営業展開を進めました。携帯電話加入者数は安定的に推移しておりますが、加入者の第３世代携帯電話への移行

が活発に行われており、３店舗ともに買替や機種変更需要の取込みに成功し、売上は堅調に推移しました。 

この結果、当中間期における売上高は377,484千円となりました。 

 

なお、前年同期比につきましては、前期において中間財務諸表を作成していないため、記載を省略しております。 

 

（２）財政状態 

① 資産、負債及び資本の状況 

資産につきましては、前期末比204,303千円増加の1,387,653千円となりました。資産増加の主な内容は、営業活動

等の成果による現金及び預金の増加89,400千円、総合人材サービス事業の売上増等に伴う売掛金の増加82,879千円、

事業所の移転等に伴う差入保証金の増加34,959千円であります。 

 

負債につきましては、前期末比42,606千円増加の845,286千円となりました。負債増加の主な内容は、事業拡大に

伴う従業員やジェイコムスタッフの増加等による未払金の増加52,100千円、未払消費税等の減少20,462千円、借入の

返済に伴う長期借入金の減少17,160千円であります。 

 

資本につきましては、前期末比161,696千円増加の542,367千円となりました。資本増加の内容は、中間純利益によ

る中間未処分利益の増加161,696千円であります。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当中間期における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、税引前中間純利益のほか、未払金や仕入債

務の増加といったプラス要因があったものの、一方で法人税等の支払、売上債権の増加、保証金の差入れといったマ

イナス要因があったことにより、前期末に比べ89,400千円増加し、当期末は470,000千円となりました。 
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当中間期における各キャッシュ・フローの状況は、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） 

営業活動の結果得られた資金は、156,725千円となりました。この主な内容は、税引前中間純利益291,889千円、総

合人材サービス事業の売上増に伴う売上債権の増加による資金の減少82,879千円、法人税等の支払額114,679千円、

スタッフの増加による人件費等未払金の増加による資金の増加45,444千円等であります。 

 

（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、39,106千円となりました。この主な内容は、大阪本社及び東京支社移転、東北支

社開設等に伴う保証金の差入れによる支出38,752千円、東京支社移転等に伴う有形固定資産の取得による支出11,535

千円、保険解約に伴う保険積立金の収入9,484千円等であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、28,218千円となりました。この内容は、長期借入金の返済による支出17,160千円、

株式上場に関連する費用支出11,058千円によるものであります。 

 

（キャッシュ・フローの指標） 

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは、下記のとおりであります。 

 平成16年５月期 平成17年５月期 
平成18年５月期 

中間期 

自己資本比率（％） 24.6 32.2 39.1 

債務償還年数（年） 2.7 0.3 0.1 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 22.6 116.3 492.5 

   （注）１．上記指標の計算式は以下のとおりであります。 

自己資本比率：自己資本／総資産 

          債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー（なお、中間期の営業キャッシュ・フロ

ーは２倍にして算出しております。） 

          インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

２．営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての

負債を対象としております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額

を使用しております。 

 

（３）通期の見通し 

当社は、主力事業である総合人材サービス事業におきましては、引き続き携帯電話業界を中心に営業支援サービス

を提供してまいります。携帯電話業界は新規参入やナンバーポータビリティを控えており、各通信キャリアとも携帯

電話加入者の維持・獲得のため、今後ますます販売促進活動が活発化し、販売スタッフに対するニーズは高まるもの

と見込んでおります。当社では、この環境に対応し、企業のニーズを的確に把握し、優秀な人材を提供できるよう営

業活動を進めてまいります。さらに、携帯電話以外の業界に対しては、認知度向上による業容拡大を目指して、クレ

ジットカードの加入促進や対面販売員の提供による営業支援サービスを中心に活動を行ってまいります。 

また、マルチメディアサービス事業におきましては顧客満足を満たす営業展開を行い、地域競合店との競争力を高

めるとともに、様々な販売促進活動を行い、その成功事例を営業支援サービスにフィードバックしていく予定であり

ます。 

以上の状況を考慮し、当期の業績につきましては、売上高6,446百万円、経常利益502百万円、当期純利益263百万

円を見込んでおります。 
 

（注）本業績予想は、現在入手可能な情報に基づき、当社が判断したものであり、将来の業績を確約・保証するものではありま

せん。業績予想には、様々な不確定要素が内在しており、実際の業績は本業績予想とは異なる場合があります。従いまし

て、本業績予想に全面的に依拠して投資判断を行うことは控えられるようお願いいたします。 
 

 

４．事業等のリスク  
 

以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。ま

た、当社としては必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資家の投資判断上重要であると考えられ

る事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。 
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（１）事業の内容とリスク要因 

① 総合人材サービス事業 

a）総合人材サービス事業の展望 

総合人材サービス事業が属している人材サービス業界は、現在急速な広がりを見せております。厚生労働省発表の

労働者派遣事業の事業報告によると、平成15年度の派遣労働者数は2,362千人（前年度比10.9％増）、市場規模は2兆

3,614億円（前年度比5.1％増）と、ともに増加しております。これは労働市場の大きな変化によるものであり、今後

もこの状況のもと人材サービス業界は成長していくものと認識しております。しかし、労働者や雇用者の正社員志向

の強まりといった労働市場の更なる変化や大幅な景気の変動等が起こったことにより、人材サービス業界が影響を受

けた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

b）特定の業界への依存 

当社の総合人材サービス事業は、主要ターゲットである携帯電話業界、情報通信業界の動向に大きく依存しており

ます。これは、機能・操作方法が複雑化し使用方法が多様化する携帯電話端末の販売や、専門的な知識を必要とする

開通センター等のオペレーションセンターに対するスタッフの提供等に特化することにより、当社が他の人材サービ

ス会社との差別化を図っていることによります。 

当社は、今後も携帯電話業界、情報通信業界とも、その市場規模は高水準で推移するものと認識しており、営業支

援サービスへのニーズも安定的であると認識しておりますが、今後の携帯電話業界、情報通信業界の動向によっては、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。なお、当社では事業の安定化のため、これら以外の新たな業界に対す

る総合人材サービスの提供を行うべく積極的な事業展開を行っていく予定としております。 

 

c）優秀なスタッフの確保 

総合人材サービス事業は、商品知識、接客面等において優秀な質の高いスタッフを確保することが必要不可欠であ

ります。よって、今後、当社が成長していくためにも、スタッフの確保は重要な事項であります。なお、平成17年11

月における当社スタッフは1,920名となっております。 

優秀なスタッフを確保するためには、採用活動と研修活動がともに重要であると認識しています。採用活動におい

ては、各種求人誌によって採用すべきスタッフ数に合わせた募集広告を行っていきます。また、インターネットや携

帯サイトからの応募や当社スタッフに対する紹介キャンペーンを行うなど採用活動にも重点をおいており、募集方法

の多様化を図っております。また、採用面接についても、当社本支社のほか、勤務地に近い場所において行うことに

より、労働者の応募しやすい環境を整えております。 

一方で、採用したスタッフの営業支援に関する知識向上を中心とした研修活動に力を入れております。これにより、

得意先のニーズにあった営業支援サービスの提供を可能としております。 

しかし、このような諸施策を実施するにもかかわらず、当社の計画どおりに優秀なスタッフの確保ができないこと

も想定されます。この場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

ｄ）個人情報の管理 

当社は、登録者の個人情報を有しており、また、ジェイコムスタッフの就業先においても、個人情報を取扱う業種

が多く、個人情報の管理は重要なものであると認識しております。当社では、従業員、ジェイコムスタッフ全員に情

報漏洩に関する意識を徹底し、業務に携わる前には必ず個人情報の適正利用に関する指導を行うとともに、継続的に

研修を行っております。当社では個人情報の保護管理体制を整備しており、今後も重要課題として個人情報の保護管

理に取り組んでいきます。また、個人情報漏洩にかかる金銭的なリスクを回避するため、個人情報漏洩保険に加入し

ております。しかし、何らかの原因で個人情報が外部に漏洩するような事態が生じた場合には、当社に対する損害賠

償請求や当社への信用の低下といった金銭的・社会的な影響が予想され、これにより業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

 

e）全国展開への対応 

当社の総合人材サービスは、本社（大阪市中央区）のほか、東京支社（東京都渋谷区）、東海支社（名古屋市中区）、

中国支社（広島市中区）の４拠点において、事業を行っております。当社の今後の成長において、これら既存拠点に

おける収益力の拡大は不可欠でありますが、このほかにも全国各地への支社展開による事業拡大を計画しております。

これら支社展開を行うべく、今後、その基盤作りを行っていく予定ですが、その基盤作りが計画どおり進まない、ま

た、マーケティング調査等の結果、高収益の獲得が見込めないような場合には、支社展開の中止もしくは遅れが生じ

ることとなり、当社の成長に影響を及ぼす可能性があります。 

 

ｆ）競合について 

当社が行う総合人材サービス事業には、多数の競合会社が存在しております。また、「一般労働者派遣事業」の許

可の取得も比較的容易であることから、新規事業者の参入障壁も低いものであると認識しております。このような状

況のなか、当社においては主要ターゲットである携帯電話業界に対する営業支援サービスに特化し、採用活動・教育

研修を行うことにより、各種営業支援サービスの提供のために必要となる優秀なスタッフを確保することによって、

他の一般的な人材サービス会社との差別化を図っております。しかし、この携帯電話業界に対する営業支援サービス

については、他社においても重要なターゲットの一つとして認識しており、今後、競争激化により価格低下等が進ん

だ場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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② マルチメディアサービス事業 

a）携帯電話販売業界の展望 

携帯電話販売業界は、保有層に対する普及が一段落したものの契約回線数は依然増加傾向にあり、また、技術の進

歩に伴い次々に発売される新機種に対する消費者の更新意欲も活発であることから、今後も高水準で安定していくも

のと認識しております。しかし、その一方で、同業者間における販売競争の行方によっては、端末利用獲得のための

低価格競争や高いサービスの提供が求められる可能性があり、その結果、携帯電話販売業界における競争激化により、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

b）携帯電話販売にかかるインセンティブについて 

当社の運営している携帯電話ショップは、通信キャリアが提供する通信サービスへの利用契約の取次ぎを行うこと

により、当該通信キャリアから代理店を通じて、契約取次ぎの対価として手数料を収受しております。この受取手数

料を原資として、直営ショップにおいて仕入価格を大幅に下回る価格で携帯電話端末の販売を行っております。 

しかし、この受取手数料の金額、支払対象となるサービスの内容等の取引条件は各通信キャリアによって異なって

おり、また、通信キャリアの方針により変更される可能性もあります。このように当社にとって外的要因である手数

料の取引条件変更が生じた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 丸紅テレコム株式会社への依存 

当中間期において、当社の総売上高に占める丸紅テレコム株式会社への売上割合は14.0％となっております。 

マルチメディアサービス事業において、当社の運営している直営ショップはいわゆる二次代理店であり、当社と通

信キャリアとの取引は直接行われずに一次代理店である丸紅テレコム株式会社を通じて行われております。よって、

丸紅テレコム株式会社への依存割合の低下は難しい状況にありますが、当該事業で運営する直営店舗は各通信キャリ

ア、丸紅テレコム株式会社と当社との三者契約であることから事業リスクは低いものと認識しております。 

また、同社は、総合人材サービス事業においても主要取引先であります。当社と丸紅テレコム株式会社の関係は良

好ではありますが、事業拡大及び事業リスクの軽減のためにも、取引関係を維持しつつ、売上を拡大していくことに

より依存割合を低くしていく方針であります。 

しかし、同社との取引関係が悪化した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（２）法的規制について 

① 労働者派遣法について 

総合人材サービス事業は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法

律」（以下、「労働者派遣法」という。）に基づく厚生労働大臣の「一般労働者派遣事業」の許可を各本支社におい

て取得しており、労働者派遣法に基づく規制を受けております。 

各本支社における許可番号及び許可の有効期間は、以下のとおりです。 

 

事業所名 許 可 番 号 許 可 の 有 効 期 間 

大阪本社 般27-03-0351 平成14年５月１日から平成19年４月30日まで 

東海支社 般23-02-0415 平成15年９月１日から平成20年８月31日まで 

中国支社 般34-01-0180 平成14年５月１日から平成19年４月30日まで 

東京支社 般13-07-0601 平成16年１月１日から平成18年12月31日まで 

※ 平成16年３月１日に労働者派遣法が改正され、一般労働者派遣事業の許可について、事業所単

位から事業主単位に変更されております。よって、当社の許可の最終有効期間は、東海支社に

おいて取得した平成20年８月31日までとなります。 

 

なお、当社が労働者派遣法第14条のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣は一般労働者派遣事業の許可を取り

消すことができる旨が定められておりますが、現時点において、当社は許可の取消しに該当する事実はないと認識し

ております。しかしながら、将来、何らかの理由により許可の取消し等があった場合には、当社の主要な事業活動に

支障をきたすとともに業績に重大な影響を与える可能性があります。 

 

② 社会保険について 

当社スタッフにおいても、一定の条件を満たした場合は社会保険（厚生年金及び健康保険）への加入が義務付けら

れております。当社では、社会保険の加入義務があるスタッフに対して加入促進を行った結果、平成17年５月末現在、

加入義務者全員が社会保険に加入しております。しかし、社会保険料は最大２年間遡及して徴収される可能性がある

ため、今後、社会保険事務所等による調査があった場合、その調査内容によっては当社の財政状態及び経営成績に影

響を与える可能性があります。 

さらに、今後社会保険加入要件について、加入対象者が短時間労働者まで広がった場合、当社スタッフの社会保険

加入人員数が増加します。また、社会保険のうち厚生年金保険料の料率は、平成29年まで段階的に引上げられること

から、当社が負担する厚生年金保険料は毎年0.177％ずつ増加していきます。これら、社会保険料が増加することに

より、今後、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。 
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（３）事業体制について 

① 特定の人物への依存について 

当社の代表取締役社長である岡本泰彦は、当社設立以来、会社の経営方針や経営戦略の立案をはじめ、取引先企業

との交渉、新規開拓等、当社の事業活動全般に対して重要な役割を果たしており、今後とも継続するものと考えられ

ます。このため当社は、同氏に過度に依存しないよう組織的な経営体制の構築を行っていくとともに、各分野での人

材育成及び下位層への権限委譲も進めております。 

しかしながら、同氏が当社における業務を遂行できなくなるような事態が生じた場合には、当社の業績に影響を及

ぼす可能性があります。 

 

② 小規模な会社であることについて 

当社は平成17年11月末現在の従業員数が63名と小規模な組織であり、内部管理体制も規模に応じたものとなってお

ります。これに対し、今後の事業拡大に応じて人員の増強を図るとともに、内部管理体制を充実していく方針であり

ます。 

しかし、事業の拡大に対して、人材の確保や内部管理体制の整備が十分に進まなかった場合には、当社の成長に影

響を及ぼす可能性があります。 

 

（４）その他 

① 新株予約権の付与 

当社は、平成17年３月28日開催の臨時株主総会決議及び平成17年４月１日開催の取締役会決議に基づき、当社の取

締役、監査役、従業員を対象に商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づくストックオプションを目的とし

た新株予約権の無償発行を行っております。 

そのため新株予約権の行使がなされた場合には、当社株式価値の希薄化による影響を受ける可能性があります。 
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５．中間財務諸表等 
 

（１）中間財務諸表 

 ①中間貸借対照表 

  
当中間会計期間末 

（平成17年11月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年５月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金  470,000   380,600   

２．売掛金  711,929   629,049   

３．たな卸資産  756   977   

４．その他  64,970   61,815   

貸倒引当金  △ 3,620   △ 3,200   

流動資産合計   1,244,037 89.7  1,069,243 90.4 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産 ※１ 44,885   42,664   

２．無形固定資産  6,164   6,226   

３．投資その他の資産        

(1）差入保証金  72,107   37,147   

(2）その他  29,458   37,068   

貸倒引当金  △ 9,000   △ 9,000   

投資その他の資産合計  92,566   65,216   

固定資産合計   143,616 10.3  114,107 9.6 

資産合計   1,387,653 100.0  1,183,350 100.0 
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当中間会計期間末 

（平成17年11月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年５月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．買掛金  97,170   87,594   

２．１年以内返済予定の 
長期借入金 

 34,320   34,320   

３．未払金  458,790   406,690   

４．未払法人税等  133,207   115,339   

５．未払消費税等 ※２ 66,021   86,484   

６．賞与引当金  4,500   24,498   

７．その他  42,796   22,111   

流動負債合計   836,806 60.3  777,039 65.6 

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金  8,480   25,640   

固定負債合計   8,480 0.6  25,640 2.2 

負債合計   845,286 60.9  802,679 67.8 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金   40,000 2.9  40,000 3.4 

Ⅱ 資本剰余金        

１．資本準備金  10,000   10,000   

資本剰余金合計   10,000 0.7  10,000 0.9 

Ⅲ 利益剰余金        

１．中間（当期）未処分 
利益 

 492,367   330,671   

利益剰余金合計   492,367 35.5  330,671 27.9 

資本合計   542,367 39.1  380,671 32.2 

負債・資本合計   1,387,653 100.0  1,183,350 100.0 
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 ②中間損益計算書 

  
当中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 
 至 平成17年11月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年６月１日 
 至 平成17年５月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   3,148,039 100.0  4,684,111 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,495,476 79.3  3,742,538 79.9 

売上総利益   652,562 20.7  941,573 20.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   346,017 11.0  657,456 14.0 

営業利益   306,544 9.7  284,116 6.1 

Ⅳ 営業外収益 ※１  6,496 0.2  1,199 0.0 

Ⅴ 営業外費用 ※２  18,779 0.6  3,687 0.1 

経常利益   294,262 9.3  281,628 6.0 

Ⅵ 特別利益   － －  3 0.0 

Ⅶ 特別損失   2,373 0.0  15,802 0.3 

税引前中間（当期） 
純利益 

  291,889 9.3  265,829 5.7 

法人税、住民税及び 
事業税 

※４ 130,193   140,910   

法人税等調整額  － 130,193 4.2 △ 27,585 113,325 2.4 

中間（当期）純利益   161,696 5.1  152,503 3.3 

前期繰越利益   330,671   178,167  

中間(当期)未処分利益   492,367   330,671  
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 ③中間キャッシュ・フロー計算書 

  
当中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 
  至 平成17年11月30日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成16年６月１日 
  至 平成17年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前中間（当期）純利益  291,889 265,829 

減価償却費  6,105 12,397 

貸倒引当金の増加額  420 1,285 

賞与引当金の増加額（△は減少額）  △ 19,998 8,133 

支払利息  336 1,701 

売上債権の増加額  △ 82,879 △ 230,370 

仕入債務の増加額  9,576 6,898 

未払金の増加額  45,444 168,609 

前払費用の減少額（△は増加額）  2,534 △ 4,889 

預り金の増加額（△は減少額）  △ 1,227 2,316 

未払消費税等の増加額 
（△は減少額） 

 △ 20,462 23,956 

株式上場関連費用  14,092 － 

新株発行費  4,315 － 

その他  21,413 22,354 

小計  271,559 278,221 

利息及び配当金の受取額  163 187 

利息の支払額  △ 318 △ 1,768 

法人税等の支払額  △ 114,679 △ 71,071 

営業活動によるキャッシュ・フロー  156,725 205,570 
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当中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 
 至 平成17年11月30日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成16年６月１日 
 至 平成17年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

投資有価証券の取得による支出  － △ 100,181 

投資有価証券の売却による収入  － 100,184 

有形固定資産の取得による支出  △ 11,535 △ 16,843 

有形固定資産の売却による収入  － 154,606 

出資金の回収による収入  5,000 － 

保険積立金の解約による収入  9,484 － 

保証金の差入れによる支出  △ 38,752 △ 9,914 

その他  △ 3,303 △ 4,572 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △ 39,106 123,279 

Ⅲ 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  － 80,000 

短期借入金の返済による支出  － △ 80,000 

長期借入金の返済による支出  △ 17,160 △ 120,356 

株式発行による収入  － 20,000 

株式上場に伴う支出  △ 11,058 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △ 28,218 △ 100,356 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  89,400 228,493 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  380,600 152,106 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末 
（期末）残高 

※ 470,000 380,600 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
当中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 
 至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
 至 平成17年５月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）商品 

個別法による原価法によっておりま

す。 

(1）商品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備除く。）につ

いては、定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物     10年～15年 

車両運搬具  ６年 

器具備品   ３年～15年 

(1）有形固定資産 

同左 

 (2）無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）によっております。 

(2）無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備えて、

支給見込額の当中間会計期間負担額を

計上しております。 

(2）賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備えて、

支給見込額の当期負担額を計上してお

ります。 

４．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

同左 

５．ヘッジ会計の方法 ――――― (1）ヘッジ会計の方法 

当社の有する金利スワップは、特例処

理の条件を充たしているため、当該処

理を採用しております。 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

当期にヘッジ会計を適用したヘッジ対

象とヘッジ手段は、以下のとおりであ

ります。 

ヘッジ手段 … 金利スワップ 

ヘッジ対象 … 借入金 
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項目 
当中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 
  至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
  至 平成17年５月31日） 

  (3）ヘッジ方針 

当社は、特例処理の対象となる金利ス

ワップ以外のデリバティブ取引は、行

わない方針であります。 

  (4）ヘッジ有効性の評価 

特例処理によっているスワップについ

ては、有効性の評価を省略しておりま

す。 

６．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっておりま

す。 

同左 

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

 

中間財務諸表作成のための基本となる事項の変更 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
 至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
 至 平成17年５月31日） 

――――――― 固定資産の減損に係る会計基準 

固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成

15年10月31日）が平成16年３月31日に終了する事業年度

に係る財務諸表から適用できることになったことに伴

い、当期から同会計基準及び同適用指針を適用しており

ます。 

これによる損益に与える影響はありません。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

当中間会計期間末 
（平成17年11月30日） 

前事業年度末 
（平成17年５月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 
 

 30,204千円
  

 
 26,188千円

  
※２．消費税等の取扱い ────── 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のう

え、「未払消費税等」として表示しております。 
 

 

（中間損益計算書関係） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
  至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
  至 平成17年５月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 
 

受取利息 1千円

受取配当金 161千円

保険解約益 6,284千円
  

 
受取利息 25千円

受取配当金 162千円

受取賃貸料 811千円
  

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 
 

支払利息 336千円

株式上場関連費用 14,092千円

新株発行費 4,315千円
  

 
支払利息 1,701千円

金利スワップ解約損 640千円

リース中途解約損 487千円
  

３．減価償却実施額 ３．減価償却実施額 
 

有形固定資産 5,194千円

無形固定資産 911千円
  

 
有形固定資産 11,054千円

無形固定資産 1,343千円
  

※４．税金費用については、簡便法により計算している

ため、法人税等調整額は「法人税、住民税及び事

業税」に含めて表示しております。 

────── 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
  至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
  至 平成17年５月31日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年11月30日現在） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成17年５月31日現在） 
 
現金及び預金勘定 470,000千円

現金及び現金同等物 470,000千円
  

 
現金及び預金勘定 380,600千円

現金及び現金同等物 380,600千円
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 （リース取引関係） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
  至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
  至 平成17年５月31日） 

内容の重要性が乏しく、リース契約１件当たりの金額

が少額なリース取引のため、中間財務諸表等規則第５条

の３及び財務諸表等規則第８条の６第６項の規定により

記載を省略しております。 

内容の重要性が乏しく、リース契約１件当たりの金額

が少額なリース取引のため、財務諸表等規則第８条の６

第６項の規定により記載を省略しております。 

 

（有価証券関係） 

当中間会計期間末（平成17年11月30日） 

 該当事項はありません 

 

前事業年度末（平成17年５月31日） 

 該当事項はありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

当中間会計期間末（平成17年11月30日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度末（平成17年５月31日） 

 期末残高がないため、該当事項はありません。 

 

（持分法損益等） 

当中間会計期間（自平成17年６月１日 至平成17年11月30日） 

関連会社がありませんので、該当事項はありません。 

 

前事業年度（自平成16年６月１日 至平成17年５月31日） 

関連会社がありませんので、該当事項はありません。 
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 （一株当たり情報） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
 至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
 至 平成17年５月31日） 

 

１株当たり純資産額 43,389.38円 

１株当たり中間純利益金額 12,935.70円 

  

 

１株当たり純資産額 30,453.69円 

１株当たり当期純利益金額 12,639.40円 

  
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であり、かつ店頭登録もしていないため、期中平均

株価が把握できませんので記載しておりません。 

 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であり、かつ店頭登録もしていないため、期中平均

株価が把握できませんので記載しておりません。 

 当社は、平成17年３月３日付で株式１株につき20株の

株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。 

 
 

１株当たり純資産額 17,347.26円 

１株当たり当期純利益金額 4,667.16円 

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 
  至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
  至 平成17年５月31日） 

中間（当期）純利益（千円） 161,696 152,503 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） 

普通株式に係る中間（当期）純利益 
（千円） 

161,696 152,503 

期中平均株式数（株） 12,500 12,065.8 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（当期）純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権592個。 

 

新株予約権600個。 
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 （重要な後発事象） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
  至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
  至 平成17年５月31日） 

平成17年11月２日及び平成17年11月18日開催の取締役

会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成

17年12月７日に払込が完了いたしました。 

この結果、平成17年12月７日付で資本金は507,500千

円、発行済株式総数は14,500株となっております。 

────── 

 
① 募集方法 ：一般募集 

(ブックビルディング

方式による募集) 

② 発行する株式の種類及び数 ：普通株式  2,000株 

③ 発行価格 ：１株につき610,000円 

一般募集はこの価格にて行いました。 

④ 引受価額 ：１株につき567,300円 

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払

込金として受取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受

人の手取金となります。 

⑤ 発行価額 ：１株につき467,500円 

(資本組入額233,750円) 

⑥ 発行価額の総額 ：    935,000千円 

⑦ 払込金額の総額 ：   1,134,600千円 

⑧ 資本組入額の総額 ：    467,500千円 

⑨ 払込期日 ：平成17年12月７日 

⑩ 配当起算日 ：平成17年12月１日 

⑪ 資金の使途 ：設備投資資金、運転資

金及び借入金の返済 
  

 

 

（２）その他 

 該当事項はありません。 
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６．生産、受注及び販売の状況 

 

（１）生産実績 

当社は生産活動を行っていないため、生産実績の記載を省略しております。 

 

（２）受注状況 

当社は受注生産を行っていないため、受注状況の記載を省略しております。 

 

（３）販売実績 

当期の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

 

事業部門 
当中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 
 至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
 至 平成17年５月31日） 

総合人材サービス（千円） 2,770,554 3,910,594 

 西日本地区 1,784,128 2,606,447 

  東海地区 619,245 928,027 

  東日本地区 367,181 376,120 

マルチメディアサービス（千円） 377,484 773,516 

合計 3,148,039 4,684,111 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

    ２．上記のうち、西日本地区には近畿以西を、東海地区には東海地方を、東日本地区には関東以東をそれぞ

れ記載しております。 

３．当中間会計期間及び前事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

は、次のとおりであります。 

 

 当中間会計期間 前事業年度 

 
相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

 丸紅テレコム株式会社 440,478 14.0 977,880 20.9 

※ 総合人材サービス事業において、前事業年度に丸紅テレコム株式会社との取引の一部について、そ

の100％子会社であるｃｏｍパートナーズ株式会社との取引に移管しております。なお、前事業年

度及び当中間会計期間における同社に対する販売実績はそれぞれ326,442千円、271,854千円であり、

当該販売実績の総販売実績に対する割合はそれぞれ7.0％、8.6％であります。 

 


