
 

平成18年３月期 第３四半期財務・業績の概況(連結) 
平成18年２月10日 

上場会社名 株式会社クロップス (コード番号：9428名証セントレックス)

（URL http://www.crops.ne.jp）  

 代表者役職・氏名 代表取締役社長 前田博史  

問合せ先 責任者役職・氏名 取締役管理部門担当 小林正明 (TEL：(052)588－5640) 

 

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項 
① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無   ：有 

(内容)法人税等の計上基準は簡便的な方法を採用しております。 
② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：無 
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無       ：有 

(内容)連結（除外） １社（株式会社オーウッズ） 

 

2. 平成18年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成17年４月１日～平成17年12月31日） 
 (1) 経営成績（連結）の進捗状況 （百万円未満切捨）
 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成18年3月期第3四半期 12,622 ( －) 617 ( －) 602 ( －) 310 ( －)

平成17年3月期第3四半期 ― ( －) ― ( －) ― ( －) ― ( －)

（参考）平成17年３月期 16,616 613 619 331 

 

 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

 円 銭 円 銭

平成18年3月期第3四半期 31 66 29 86 

平成17年3月期第3四半期 ― ― ― ― 

（参考）平成17年３月期 75 29 ― ― 

(注)１.売上高には消費税等は含まれておりません。 

２.売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年四半期増減率を示しております。 

３.前年同四半期については、四半期決算を行っていないため、記載しておりません。 

４.平成17年11月21日をもって平成17年９月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録されてい

る株主の所有株式を１株につき２株の割合をもって分割しております。 

このため、平成18年３月期第３四半期における１株当たり四半期純利益および潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益は、当該株式分割が期首に行われたものとして計算しております。 

５.当第３四半期の財務諸表等については、名古屋証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開
示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に関する基準」
に基づく中央青山監査法人の四半期財務諸表に対する手続きを受けております。 

 

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］ 
当第３四半期（平成17年４月1日～平成17年12月31日）の業績は、売上高12,622百万円、経常利益

602百万円、第３四半期純利益310百万円となりました。 

移動体通信事業におきましては、ａｕショップ四日市笹川店の新規出店、ａｕショップ岡崎南店の

移転およびａｕショップ豊明店他４店舗の改装を行い集客力の強化に努めました。また、販売面にお

きましては、年末商戦が好調であったことに加え、ツーカーからａｕへの同番移行による効果もあり、

販売台数は堅調に推移いたしました。その結果、第３四半期の売上高は6,761百万円となりました。 

人材活用事業における人材派遣につきましては、愛知万博の終了後も、一般の事務職派遣に加え、

主にトヨタグループ向けを中心とした技術者派遣や光ファイバーの営業スタッフの派遣が堅調に推移

いたしました。 

ビルメンテナンスにつきましては、業界全体としてお客様からの受注価格の引き下げ要請が続いて

おり厳しい状況が続いております。このような環境の中で既存の顧客からの受注は、比較的安定して

推移いたしました。また、安定した収益の確保を目的として人員や不採算物件の見直しを始めとする

全社的なコスト削減に取り組んでまいりました。その結果、第３四半期の売上高は5,860百万円となり

ました。 
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 (2) 財政状態（連結）の変動状況 （百万円未満切捨）
 

 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

平成18年3月期第3四半期 4,369 1,551 35.5 152 66

平成17年3月期第3四半期 ― ― ― ― ―

（参考）平成17年３月期 4,135 834 20.2 176 97

（注）前年同四半期については、四半期決算を行っていないため、記載しておりません。 
 
 【連結キャッシュ・フローの状況】 （百万円未満切捨）
 

 
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

平成18年3月期第3四半期 208 △85 △21 1,005 

平成17年3月期第3四半期 ― ― ― ― 

（参考）平成17年３月期 315 △235 △99 903 

（注）前年同四半期については、四半期決算を行っていないため、記載しておりません。 

 

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］ 
① 財政状態の変動状況 

第３四半期末における総資産は、4,369百万円となり、前連結会計年度末と比べて233百万円の増
加となりました。これは、主に前期末と比べて現金及び預金の増加101百万円、有形固定資産の増加
61百万円、投資有価証券の増加72百万円によるものであります。 
負債合計は、2,658百万円となり、前連結会計年度末と比べて512百万円の減少となりました。これ

は、主に短期借入金の減少150百万円、１年以内返済予定の長期借入金の減少139百万円、長期借入
金の減少95百万円によるものであります。 
株主資本は、前連結会計年度と比べて716百万円の増加となりました。これは、平成17年８月の株

式公開時に実施した新株発行による資本金の増加145百万円、資本剰余金の増加225百万円、利益剰
余金等の増加345百万円によるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 
当第３四半期末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,005百万円となり、前連結

会計年度末に比べ101百万円の増加となりました。 
（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、208百万円となりました。 
これは主に、591百万円の税金等調整前第３四半期純利益計上等の増加要因によるものであります。 

  （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、85百万円となりました。 

これは主にａｕショップ四日市笹川店の新規出店、店舗の移転及び改装に係る有形固定資産取得の
支出によるものであります。 

  （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、21百万円となりました。 
これは主に短期借入金の純増減額と長期借入金の返済額が株式の発行による収入及び長期借入によ

る収入を上回ったことによるものであります。 
 

○添付資料 
四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

以 上 
 

[参考] 
平成18年3月期の連結業績予想（平成17年4月1日～平成18年3月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通期 16,650 730 391 

(参考) １株当たり予想当期純利益(通期) 38円48銭 

※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定
な要素を含んでおります。実際の実績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があり
ます。 
なお、後発事象に記載した株式取得に関する当社連結業績への影響につきましては、現在精査中で

あり判明次第発表いたします。 
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1. 四半期連結貸借対照表 
 

  
当第３四半期連結会計期間末 

(平成17年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３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  1,005,131  903,743

２ 受取手形及び売掛金  1,547,662  1,497,960

３ たな卸資産  403,434  433,704

４ 繰延税金資産  149,268  149,339

５ その他  60,903  50,348

 貸倒引当金  －  △12

流動資産合計  3,166,400 72.5  3,035,083 73.4

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※1  

(1) 建物及び構築物  444,313 409,543 

(2) その他  253,451 226,585 

有形固定資産合計  697,765 16.0  636,128 15.4

２ 無形固定資産  18,903 0.4  19,093 0.4

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  209,050 136,720 

(2) 繰延税金資産  27,404 27,794 

(3) 保証金  188,293 190,841 

(4) その他  61,449 89,910 

投資その他の資産合計  486,197 11.1  445,266 10.8

固定資産合計  1,202,866 27.5  1,100,489 26.6

資産合計  4,369,266 100.0  4,135,572 100.0

   

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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当第３四半期連結会計期間末 

(平成17年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３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 支払手形及び買掛金  946,166  933,038

２ 短期借入金  ―  150,000

３ 1年以内返済予定の長期借
入金 

 196,929  336,508

４ 未払金  525,125  556,160

５ 未払法人税等  123,692  116,487

６ 賞与引当金  143,586  298,939

７ その他  274,699  279,909

流動負債合計  2,210,200 50.6  2,671,043 64.6

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金  318,820  413,982

２ 繰延税金負債  36,592  7,719

３ 退職給付引当金  75,412  64,819

４ 役員退職慰労引当金  15,940  12,870

５ その他  1,080  1,080

固定負債合計  447,844 10.2  500,471 12.1

負債合計  2,658,045 60.8  3,171,514 76.7

   

(少数株主持分)   

少数株主持分  160,170 3.7  129,272 3.1

   

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  231,427 5.3  85,887 2.1

Ⅱ 資本剰余金  291,548 6.7  66,018 1.6

Ⅲ 利益剰余金  973,115 22.3  670,988 16.2

Ⅳ その他有価証券評価差額金  54,959 1.2  11,891 0.3

資本合計  1,551,050 35.5  834,785 20.2

負債、少数株主持分及び
資本合計 

 4,369,266 100.0  4,135,572 100.0

   
(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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2. 四半期連結損益計算書 

 

  
当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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  12,622,352 100.0  16,616,552 100.0

Ⅱ 売上原価  10,024,333 79.4  13,194,644 79.4

売上総利益  2,598,018 20.6  3,421,907 20.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 1,980,076 15.7  2,808,545 16.9

営業利益  617,942 4.9  613,362 3.7

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  495 739 

２ 受取配当金  1,145 400 

３ 消費税等免税益  18,168 ― 

４ 保険事務手数料  1,034 2,003 

５ その他  1,294 22,138 0.2 16,111 19,255 0.1

   

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  6,517 11,541 

２ 新株発行費償却  10,979 ― 

３ 株式公開費用  19,408 ― 

４ その他  208 37,113 0.3 1,738 13,279 0.1

経常利益  602,967 4.8  619,338 3.7

Ⅵ 特別利益   

１ 貸倒引当金戻入益  1,993 1,189 

２ 金及び地金売却益  9,308 ― 

３ その他  ― 11,302 0.1 32 1,221 0.0

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産売却損 ※2 252 ― 

２ 固定資産除却損 ※3 9,274 18,683 

３ 役員退職金  5,000 ― 

４ 社葬費用  8,469 22,996 0.2 ― 18,683 0.1

税金等調整前第３四半期
(当期)純利益 

 591,272 4.7  601,876 3.6

法人税、住民税及び事業
税 

※4 247,099 2.0  244,748 1.5

少数株主利益  33,938 0.2  25,196 0.1

第３四半期(当期)純利益  310,235 2.5  331,931 2.0

   
(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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2. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  
当第３四半期連結会計期間

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度の要約 
連結キャッシュ・フロー 

計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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  

１ 税金等調整前四半期(当期)純利益  591,272 601,876

２ 減価償却費  44,413 63,743

３ 貸倒引当金の減少額  △905 △1,189

４ 賞与引当金の増加額（△減少額）  △155,353 38,284

５ 退職給付引当金の増加額(△減少額)  10,593 △2,560

６ 役員退職慰労引当金の増加額  3,070 5,144

７ 受取利息及び受取配当金  △1,640 △1,139

８ 支払利息  6,517 11,541

９ 金及び地金の売却益  △9,308 －

10 固定資産売却益  － △32

11 固定資産売却損  252 －

12 固定資産除却損  7,249 14,356

13 売上債権の増加額  △49,702 △77,478

14 たな卸資産の減少額（△増加額）  30,269 △4,503

15 仕入債務の増加（△減少額）  13,128 △33,453

16 役員賞与の支払額  △3,325 －

17 その他  △27,538 104,483

小計  458,994 719,072

18 利息及び配当金の受取額  1,146 533

19 利息の支払額  △6,557 △10,986

20 法人税等の還付額  ― 0

21 法人税等の支払額  △244,870 △393,286

営業活動によるキャッシュ・フロー  208,712 315,332

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

１ 有形固定資産の取得による支出  △119,136 △131,365

２ 有形固定資産の売却による収入  100 340

３ 無形固定資産の取得による支出  △526 －

４ 投資有価証券の取得による支出  － △106,040

５ 保証金の支払による支出  △4,234 △9,498

６ 保証金の返還による収入  1,782 21,207

７ 金及び地金の売却による収入  37,730 －

８ その他  △931 △10,098

投資活動によるキャッシュ・フロー  △85,216 △235,454

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

１ 短期借入金の純増減額  △150,000 △218,000

２ 長期借入れによる収入  170,000 450,000

３ 長期借入金の返済による支出  △404,741 △373,504

４ 株式の発行による収入  371,070 －

５ 配当金の支払額  △4,700 △2,184

６ 少数株主への配当金の支払額  △2,737 △2,003

 ７ 自己株式の処分による収入  － 46,457

財務活動によるキャッシュ・フロー  △21,108 △99,233

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  102,388 △19,355

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  903,743 923,098

Ⅵ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少
額 

 △1,000 ―

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期末(期末) 
残高 

※1 1,005,131 903,743

  
(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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（第３四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項） 

項目 
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

（ご参考）前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 （イ）連結子会社の数  ３社 

連結子会社名 

     ㈱クロップス・クルー 

        ㈱クロップス・クリエイト 

    いすゞビルメンテナンス㈱ 

前連結会計年度において連結子

会社であった㈱オーウッズは、

平成17年８月に清算結了したた

め、連結の範囲から除外してお

ります。 

 

 

（イ）連結子会社の数  ４社 

すべての子会社を連結しており

ます。 

連結子会社名 

     ㈱クロップス・クルー 

        ㈱クロップス・クリエイト 

（東京都品川区） 

    いすゞビルメンテナンス㈱ 

    ㈱オーウッズ 

なお、㈱クロップス・クリエイ

ト（東京都新宿区）は平成17年

３月に清算結了しております

が、同月までの経営成績及びキ

ャッシュ・フローの状況を連結

財務諸表に含めております。 

 

２ 持分法の適用に関する事項 

 

持分法適用会社はありません。 

非連結子会社及び関連会社がないた

め、該当事項はありません。 

 

同左 

３ 連結子会社の第３四半期決

算日等に関する事項 

 

連結子会社の第３四半期決算日は、第

３四半期連結決算日と一致しておりま

す。 

 

連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。 

 

４ 会計処理基準に関する事項 

 （１）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 

（イ）有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

第３四半期連結会計期間末

日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は、全部資

本直入法により処理し、売

却原価は、移動平均法によ

り算出しております。） 

     時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 

（ロ）デリバティブ取引により生じる

正味の債権及び債務 

    時価法 

 

 

（イ）有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額

は、全部資本直入法により

処理し、売却原価は、移動

平均法により算出しており

ます。） 

時価のないもの      

同左 

 

（ロ）デリバティブ取引により生じる

正味の債権及び債務 

    同左 

 

 （ハ）たな卸資産 

   商品  

総平均法による原価法 

 

（ハ）たな卸資産 

   商品 

    同左 
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項目 
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

（ご参考）前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 （２）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

（イ）有形固定資産 

   主に定率法 

    ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物（建物附属設

備は除く）については定額

法。 

    なお、耐用年数については法

人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。 

 

（イ）有形固定資産 

   同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ）無形固定資産 

   定額法 

ただし、ソフトウェア（自社

利用分）については、社内に

おける利用可能期間（５年）

に基づく定額法。 

なお、耐用年数については、

法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。 

    

（ロ）無形固定資産 

   同左 

 

 

 （３）重要な繰延資産の処理

方法 

（イ） 

  ――――――― 

 

 

（ロ）新株発行費 

支払時に全額費用として処理し

ております。 

 

（イ）開業費 

支払時に全額費用として処理し

ております。 

 

（ロ） 

 

  ――――――― 

 （４）重要な引当金の計上基

準 

（イ）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

別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しておりま

す。 

 

（イ）貸倒引当金 

   同左 

 （ロ）賞与引当金 

当社及び連結子会社は従業員に

対して支給する賞与の支出に充

てるため、支給見込額に基づき

当第３四半期連結会計期間負担

額を計上しております。 

 

（ロ）賞与引当金 

当社及び連結子会社は従業員に

対して支給する賞与の支出に充

てるため、支給見込額に基づき

当連結会計年度負担額を計上し

ております。 

 （ハ）退職給付引当金 

   一部の連結子会社は、従業員の

退職給付に備えるため、当第３

四半期連結会計期間末における

退職給付債務の見込額に基づき

計上しております。 

 

（ハ）退職給付引当金 

   一部の連結子会社は、従業員の

退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債

務の見込額に基づき計上してお

ります。 
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項目 
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

（ご参考）前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 （ニ）役員退職慰労引当金 

   一部の連結子会社は、役員の退

職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく当第３四半期連結

会計期間末要支給額を計上して

おります。 

 

（ニ）役員退職慰労引当金 

   一部の連結子会社は、役員の退

職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計

上しております。 

 

 （５）重要なリース取引の

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 

 

 

 

（６）重要なヘッジ会計の

方法 

 

（イ）ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて特例処

理を採用しております。 

（イ）ヘッジ会計の方法 

同左 

 （ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…借入金利息 

（ハ）ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回

避する目的で金利スワップ取

引を行っております。 

（ニ）ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の要

件を満たしておりますので、

有効性の評価を省略しており

ます。 

 

（ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

（ハ）ヘッジ方針 

同左 

 

 

（ニ）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

 

 （７）その他第３四半期連

結財務諸表作成のため

の重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 第３四半期連結キャッシ

ュ・フロー計算書（連結

キャッシュ・フロー計算

書）における資金の範囲 

第３四半期連結キャッシュ・フロー

計算書における資金（現金及び現金

同等物）は、手許現金、要求払預金

及び取得日から３ヶ月以内に満期日

の到来する流動性の高い、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短

期的な投資からなっております。 

 

連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来す

る流動性の高い、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短期的な投

資からなっております。 
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(第３四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

（ご参考）前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

（固定資産の減損による会計基準） 

「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係る意見書」（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」（企業会計基準委員会

平成15年10月31日企業会計基準適用指針第６号）が平

成17年４月１日以後に開始する連結会計年度から適用

されることとなったことに伴い、当連結会計年度から

同会計基準及び同会計指針を適用しております。 

なお、この変更に伴う損益に与える影響はありませ

ん。 

――――――――――― 

 

注記事項 

(第３四半期連結貸借対照表関係) 

当第３四半期連結会計期間末 
(平成17年12月31日) 

（ご参考）前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  332,055千円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額  350,663千円 

 

(第３四半期連結損益計算書関係) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

（ご参考）前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要なもの 

   役員報酬及び給料手当   825,896千円 

   賞与引当金繰入額      58,504千円 

   退職給付費用         8,059千円 

    役員退職慰労引当金繰入額  3,070千円 

   地代家賃          206,952千円 

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要なもの 

   役員報酬及び給料手当  1,120,462千円 

   賞与引当金繰入額     132,596千円 

   退職給付費用        5,345千円 

役員退職慰労引当金繰入額  6,699千円 

地代家賃         263,449千円 

※２ 固定資産売却損の内訳 

   有形固定資産 その他       252千円 

 

※３ 固定資産除却損の内訳 

   建物及び構築物           7,146千円 

   有形固定資産 その他        2,128千円 

      合  計          9,274千円 

 

 

※４ 法人税等の取扱 

   第３四半期における税金費用は簡便法により算定

しており、法人税等調整額は「法人税、住民税及

び事業税」に含めております。 

※２     ――――――――――― 

   

  

※３ 固定資産除却損の内訳 

   建物及び構築物       12,761千円 

      有形固定資産 その他    5,591千円 

   無形固定資産         330千円 

合  計          18,683千円 

 

※４ 法人税等の取扱 
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(第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

（ご参考）前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高と第３四

半期連結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12月31日現在）

現金及び預金 1,005,131千円

現金及び現金同等物 1,005,131千円

 
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

             

              （平成17年3月31日現在）

現金及び預金 903,743千円

現金及び現金同等物 903,743千円

 
 

(リース取引関係) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

（ご参考）前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 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 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び第３四半期末残高相当額 

 機械装置

及び運搬

具 

工具器具

及び備品 合計 

取得価額相当

額 

  千円 

2,794 

  千円 

28,355 

  千円

31,150 

減価償却累計

額相当額 1,912 26,714 28,627 

第３四半期末

残高相当額  882  1,640 2,522 
 

１ 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 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 機械装置

及び運搬

具 

工具器具

及び備品 合計 

取得価額相当

額 

  千円 

2,794 

  千円 

32,668 

  千円

35,462 

減価償却累計

額相当額 1,538 25,344 26,883 

期末残高相当

額 1,256 7,323 8,579 
 
② 未経過リース料期末残高相当額 

      １年以内          7,918千円 

１年超           1,185千円 

合 計           9,103千円 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

      支払リース料       13,061千円 

      減価償却費相当額     12,045千円 

      支払利息相当額        405千円 

② 未経過リース料第３四半期末残高相当額 

      １年以内          2,595千円 

１年超              92千円 

合 計           2,687千円 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

      支払リース料        6,495千円 

      減価償却費相当額      6,056千円 

      支払利息相当額        113千円 

 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

    同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

利息相当額は、リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期

の配分方法については、利息法によっておりま

す。 

 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

１ 時価のある有価証券 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

（ご参考）前連結会計年度末 
（平成17年３月31日） 

区分 取得原価 
 

（千円） 

第３四半期
連結決算日
における連
結貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額 
 

(千円) 

取得原価 
 

（千円） 

連結貸借対
照表計上額 
（千円） 

差額 
 

(千円) 

その他有価証券   

株    式 111,065 203,550 92,484 111,065 131,220 20,154

  合  計 111,065 203,550 92,484 111,065 131,220 20,154

 

２ 時価評価されていない有価証券       

当第３四半期連結会計期間末 
(平成17年12月31日) 

（ご参考）前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

区分  
第３四半期連結貸借対照表計上額 

（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 

その他有価証券 

非上場株式  5,500

 

5,500

 

合 計 5,500 5,500

 

(デリバティブ取引関係) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

当第３四半期連結会計期間末（平成17年12月31日） 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除い

ております。 

 

（ご参考）前連結会計年度末（平成17年３月31日） 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除い

ております。 
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(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

当第３四半期連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年12月31日) 

 
   

移動体通信事業
(千円) 

   
人材活用事業

(千円) 
計 

(千円) 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
(千円) 

売上高  

（１）外部顧客に 
対する売上高 

6,761,652 5,860,699 12,622,352 － 12,622,352

（２）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ 97,272 97,272 (97,272) －

計 6,761,652 5,957,972 12,719,624 (97,272) 12,622,352

営業費用 6,370,962 5,735,395 12,106,357      (101,947) 12,004,409

営業利益 390,689 222,577 613,267 4,675 617,942

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主なサービス 

（１）移動体通信事業……携帯端末の販売及び附帯サービス全般。 

（２）人材活用事業………労働者派遣法に基づく一般労働者派遣、業務請負、職業安定法に基づく有料職

業紹介、ビルメンテナンス事業等。 

３ 営業費用のうち配賦不能営業費用はありません。 

 

（ご参考）前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 
   

移動体通信事業
(千円) 

   
人材活用事業

(千円) 
計 

(千円) 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
(千円) 

売上高  

（１）外部顧客に 
対する売上高 

9,022,210 7,594,341 16,616,552 － 16,616,552

（２）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ 112,111 112,111  (112,111)    －

計 9,022,210 7,706,453 16,728,663 (112,111) 16,616,552

営業費用 8,627,976 7,493,725 16,121,702  (118,512)  16,003,189

営業利益 394,233 212,727 606,961  6,401 613,362

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主なサービス 

（１）移動体通信事業……携帯端末の販売及び附帯サービス全般。 

（２）人材活用事業………労働者派遣法に基づく一般労働者派遣、業務請負、職業安定法に基づく有料職

業紹介、ビルメンテナンス事業等。 

３ 営業費用のうち配賦不能営業費用はありません。 
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２ 所在地別セグメント情報 

当第３四半期連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年12月31日) 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

（ご参考）前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

３ 海外売上高 

当第３四半期連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年12月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

（ご参考）前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

項目 
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

（ご参考）前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 152円66銭 176円97銭

１株当たり第３四半期（当期）純利
益 

31円66銭 75円29銭

潜在株式調整後１株当たり第３四半
期（当期）純利益 

29円86銭 ―

 

 

 

 

 

 

当社は、平成17年11月21日付で１株

につき２株の割合をもって株式分割

を行っております。 

当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前連結会計年度にお

ける１株当たり情報については、以

下のとおりであります。 

 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 

88円48銭 

１株当たり当期純利益 

37円64銭 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 

― 

 
 
 
 
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当
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。 

 

(注)１株当たり第３四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益の算定上の基礎 

項目 
当第３四半期連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年12月31日)

（ご参考）前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
 至  平成17年３月31日)

第３四半期連結損益計算書上の第３四半期（当期）純利
益(千円) 

310,235 331,931

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益 (千円) 310,235 328,908

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(千円) 

 利益処分による役員賞与金 ― 3,022

普通株主に帰属しない金額(千円) ― 3,022

普通株式の期中平均株式数(千株) 9,797 4,368

第３四半期（当期）純利益調整額（千円） ― ―

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益の
算定に用いられた普通株式増加数の主要な内訳（千株）

 

新株予約権 591 ―

普通株式増加数（千株） 591 ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
第３四半期（当期）純利益の算定に含まれなかった潜在
株式の概要 

―
新株予約権（新株予約権の
数 341,500個） 
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(重要な後発事象) 

 

当四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

（ご参考）前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

エヌヴイ・コミュニケーションズ株式会社およびエ

ヌヴイ・ネット株式会社の子会社化について 

 

当社は、人材活用事業（人材派遣）における技術

者派遣の強化のため、平成18年１月31日の取締役会

において、技術者派遣に強みを持つエヌヴイ・コミ

ュニケーションズ株式会社およびエヌヴイ・ネット

株式会社の全株式をエヌヴイにじゅういち株式会社

から取得し、子会社化することを決議し、平成18年

１月31日に株式譲渡契約を締結し、株式を取得いた

しました。概要は以下のとおりです。 

 

１.エヌヴイ・コミュニケーションズ株式会社の株式 

 取得について 

（１）エヌヴイ・コミュニケーションズ株式会社の概 

要 

①商号 

エヌヴイ・コミュニケーションズ株式会社 

②所在地 

横浜市中区太田町６丁目85番地 

③代表者 

外﨑勝昭 

④主な事業内容 

労働者派遣業、有料職業紹介業 

⑤資本金 

50百万円 

（２）株式取得の内容 

①株式取得日 

平成18年１月31日 

②取得株式数 

取得株式数1,000株（発行済株式総数1,000株）

③取得価額  

81百万円 

④支払方法及び資金の調達方法 

株式の取得はすべて現金にて行い、取得に要し

た資金は借入により調達いたしました。 

２.エヌヴイ・ネット株式会社の株式取得について 

（１）エヌヴイ・ネット株式会社の概要 

①商号 

エヌヴイ・ネット株式会社 

②所在地 

神奈川県相模原市相模原２丁目13番２号 

③代表者 

外﨑勝昭 

④主な事業内容 

労働者派遣業、有料職業紹介業 

⑤資本金 

30百万円 

（２）株式取得の内容 

①株式取得日 

平成18年１月31日 

②取得株式数 

取得株式数 600株（発行済株式総数 600株） 

③取得価額  

131百万円 

④支払方法及び資金の調達方法 

株式の取得はすべて現金にて行い、取得に要し

た資金は借入により調達いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――――― 
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 (2) （その他） 

①第３四半期決算日後の状況 

該当事項はありません。 

②訴訟 

連結子会社であるいすゞビルメンテナンス株式会社に対して、住込み管理員である従業員を原告、同社

を被告とした賃金支払請求訴訟（請求額31,339千円）が平成17年８月７日に提起され、現在横浜地方裁判

所にて係争中であります。 

当社といたしましては、原告が主張する住込み管理員の居室における不活動時間に関しては労働時間性

を帯びないものであり、その支払義務は無いものと認識しております。 

―  ― 17



 

平成18年３月期 第３四半期財務・業績の概況(個別) 
平成18年２月10日 

上場会社名 株式会社クロップス (コード番号：9428名証セントレックス)

（URL http://www.crops.ne.jp）  

 代表者役職・氏名 代表取締役社長 前田博史  

問合せ先 責任者役職・氏名 取締役管理部門担当 小林正明 (TEL：(052)588－5640) 

 

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項 
① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ：有 

（内容）法人税等の計上基準は簡便的な方法を採用しております。 
② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：無 

 

 

2. 平成18年３月期第３四半期概況（平成17年４月１日～平成17年12月31日） 
 (1) 経営成績の進捗状況 （百万円未満切捨）
 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成18年３月期第３四半期 6,761 ( －) 390 ( －) 372 ( －) 218 ( －)

平成17年３月期第３四半期 － ( －) － ( －) － ( －) － ( －)

（参考）平成17年３月期 8,734 402 414 224 

 

 
１株当たり四半期
(当期)純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期
(当期)純利益 

円 銭 円 銭

平成18年３月期第３四半期 22 28 21 02 

平成17年３月期第３四半期 － － － － 

（参考）平成17年３月期 51 48 － － 

(注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。 

   2.売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年四半期増減率を示しております。 

3.前年同四半期については、四半期決算を行っていないため、記載しておりません。 

4.平成17年11月21日をもって平成17年９月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録されてい 

る株主の所有株式を１株につき２株の割合をもって分割しております。 

このため、平成18年３月期第３四半期における１株当たり四半期純利益および潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益は、当該株式分割が期首に行われたものとして計算しております。 

   5.当第３四半期の財務諸表等については、名古屋証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開

示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に

基づく中央青山監査法人の四半期財務諸表に対する手続きを受けております。 

     
 
 (2) 財政状態の変動状況 （百万円未満切捨）
 

 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

平成18年３月期第３四半期 3,058 1,301 42.6 128 10

平成17年３月期第３四半期 － － － － －

（参考）平成17年３月期 2,699 674 25.0 143 45

(注) 前年同四半期については、四半期決算を行っていないため、記載しておりません。 

 

3. 平成18年３月期の業績予想（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通期 8,949 465 280 

(参考) １株当たり予想当期純利益(通期) 27円55銭 

― 18 ― 



 

※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定
な要素を含んでおります。実際の実績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があり
ます。 

なお、後発事象に記載した株式取得に関する当社業績への影響につきましては現在精査中であり判
明次第発表いたします。 
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1. 四半期貸借対照表 
 

  
当第３四半期会計期間末 

(平成17年12月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年３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  359,936 200,925 

２ 売掛金  990,395 842,168 

３ たな卸資産  403,434 421,370 

４ 繰延税金資産  32,207 32,207 

５ その他  40,157 36,629 

 貸倒引当金  △1,514 △1,339 

流動資産合計  1,824,616 59.7  1,531,962 56.8

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※1  

(1) 建物  388,015 336,467 

(2) 土地  173,413 143,242 

(3) その他  83,380 80,841 

有形固定資産合計  644,809 21.1  560,551 20.8

２ 無形固定資産  15,697 0.5  15,699 0.5

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  199,000 127,620 

(2) 関係会社株式  213,757 213,757 

(3) その他  160,561 289,531 

貸倒引当金  － △40,000 

投資その他の資産合計  573,318 18.7  590,909 21.9

固定資産合計  1,233,825 40.3  1,167,160 43.2

資産合計  3,058,441 100.0  2,699,123 100.0

   

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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当第３四半期会計期間末 

(平成17年12月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年３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  806,498 715,899 

２ 短期借入金  － 150,000 

３ 1年以内返済予定の長期借
入金 

 196,929 336,508 

４ 未払金  122,986 145,302 

５ 未払法人税等  81,229 55,897 

６ 賞与引当金  30,974 53,892 

７ その他  161,802 144,582 

流動負債合計  1,400,419 45.8  1,602,082 59.3

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金  318,820 413,982 

２ 繰延税金負債  36,592 7,719 

３ その他  1,080 1,080 

固定負債合計  356,492 11.6  422,781 15.7

負債合計  1,756,911 57.4  2,024,864 75.0

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  231,427 7.6  85,887 3.2

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  291,548 66,018 

資本剰余金合計  291,548 9.5  66,018 2.4

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金  10,000 10,000 

２ 任意積立金  82,999 84,203 

３ 第３四半期(当期) 
未処分利益 

 633,560 418,663 

利益剰余金合計  726,560 23.8  512,866 19.0

Ⅳ その他有価証券評価差額金  51,994 1.7  9,486 0.4

資本合計  1,301,530 42.6  674,259 25.0

負債及び資本合計  3,058,441 100.0  2,699,123 100.0

   

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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2. 四半期損益計算書 
 

  
当第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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  6,761,652 100.0  8,734,795 100.0

Ⅱ 売上原価  5,180,272 76.6  6,803,605 77.9

売上総利益  1,581,379 23.4  1,931,189 22.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,190,689 17.6  1,528,913 17.5

営業利益  390,689 5.8  402,276 4.6

Ⅳ 営業外収益 ※1 18,823 0.3  24,037 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※2 37,079 0.6  11,952 0.2

経常利益  372,434 5.5  414,361 4.7

Ⅵ 特別利益  11,290 0.2  － －

Ⅶ 特別損失  17,661 0.3  46,823 0.5

税引前第３四半期(当期)純利益  366,063 5.4  367,538 4.2

法人税、住民税及び事業税 ※3 147,670 2.2 142,638 1.6

第３四半期(当期)純利益  218,393 3.2
 

224,900 2.6

前期繰越利益  415,167  193,763

第３四半期(当期)未処分利益  633,560  418,663

   

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 

― 22 ― 



ファイル名:02個別注記2.doc 更新日時:2006/02/09 14:55 印刷日時:06/02/09 14:56 

（第３四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項） 

項目 
当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

(ご参考）前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価

方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）有価証券 

（イ）子会社株式 

     移動平均法による原価法 

（ロ）その他有価証券 

     時価のあるもの 

第３四半期会計期間末日の

市場価格等に基づく時価法

（評価差額は、全部資本直

入法により処理し、売却原

価は、移動平均法により算

出しております。） 

時価のないもの 

     移動平均法による原価法 

    

（２）デリバティブ取引により生じる正

味の債権及び債務 

時価法 

 

（１）有価証券 

（イ）子会社株式 

      同左 

（ロ）その他有価証券 

    時価のあるもの 

決算末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額

は、全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は、

移動平均法により算出し

ております。） 

時価のないもの 

     同左 

     

（２）デリバティブ取引により生じる正

味の債権及び債務 

同左 

 （３）たな卸資産 

商品 

総平均法による原価法 

 

（３）たな卸資産 

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 

    ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物（建物附属設

備は除く）については定額

法。 

    なお、耐用年数については法

人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。 

（２）無形固定資産 

   定額法 

    ただし、ソフトウェア（自社

利用分）については、社内に

おける利用可能期間（５年）

に基づく定額法。 

なお、耐用年数については法

人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。 

（３）長期前払費用 

   均等償却 

    なお、償却期間については法

人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。 

 

（１）有形固定資産 

   同左 

 

 

 

 

 

 

 

（２）無形固定資産 

   同左 

 

 

 

 

 

 

 

（３）長期前払費用 

同左 
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項目 
当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

(ご参考)前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

３ 繰延資産の処理方法 

 

 

 

４ 引当金の計上基準 

新株発行費 

 支払時に全額費用として処理してお

ります。 

 

（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

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

（２）賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額

に基づき当第３四半期会計期間

負担額を計上しております。 

 

―――――――――――― 

 

 

 

（１）貸倒引当金 

   同左 

 

 

 

 

 

（２）賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額

に基づき当期負担額を計上して

おります。 

５ 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 

 

 

６ ヘッジ会計の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ その他第３四半期財務諸

表作成のための基本とな

る重要な事項 

（１）ヘッジ会計の方法 

   金利スワップについて特例処理

を採用しております。 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ取引 

ヘッジ対象…借入金利息 

（３）ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避

する目的で金利スワップ取引を

行っております。 

（４）ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の要件

を満たしておりますので、有効

性の評価を省略しております。 

 

 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

 

  

（１）ヘッジ会計の方法 

    同左 

 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

（３）ヘッジ方針 

同左 

 

 

（４）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

 

 

 

消費税等の会計処理 

同左 
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(第３四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

(ご参考)前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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」

（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業

会計基準適用指針第６号）が平成17年４月１日以

後に開始する事業年度から適用されることとなっ

たことに伴い、当事業年度から同会計基準及び同

適用指針を適用しております。 

   なお、この変更に伴う損益に与える影響はあり

ません。 

 

――――――― 

 

 

注記事項 

(第３四半期貸借対照表関係) 

当第３四半期会計期間末 
(平成17年12月31日) 

(ご参考)前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  292,352千円

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  301,506千円 

 

  

 

(第３四半期損益計算書関係) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

(ご参考)前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 営業外収益のうち主なもの 

 受取配当金 13,307千円

 
 

※１ 営業外収益のうち主なもの 

 受取配当金 12,562千円
 

※２ 営業外費用のうち主なもの 

 支払利息 6,506千円

 新株発行費償却 10,979千円

 株式公開費用 19,408千円
 

※２ 営業外費用のうち主なもの 

 支払利息 11,306千円
 

※３ 法人税等の取扱 

   第３四半期における税金費用は簡便法により算

定しており、法人税等調整額は「法人税、住民

税及び事業税」に含めております。 

４ 減価償却実施額 

 有形固定資産 34,878千円

 無形固定資産 560千円

 

 
 

※３ 法人税等の取扱 

――――――― 

 

 

４ 減価償却実施額 

 有形固定資産 46,784千円

 無形固定資産 827千円
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(リース取引関係) 

当第３四半期会計期間（自平成17年４月1日 至平成17年12月31日） 

該当事項はありません。 

 

(ご参考)前事業年度（自平成16年４月1日 至平成17年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

(有価証券関係) 

当第３四半期会計期間末(平成17年12月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

(ご参考)前事業年度末(平成17年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

(１株当たり情報) 

項目 
当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

(ご参考)前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 128円10銭 143円45銭

１株当たり第３四半期（当期）純利益 22円28銭 51円48銭

潜在株式調整後１株当たり第３四半期
（当期）純利益 

21円02銭 －

 
 

 

 

 

 

 

 

当社は、平成17年11月21日付で１

株につき２株の割合をもって株式

分割を行っております。 

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、

以下のとおりであります。 

 

前 事 業 年 度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 

71円72銭 

１株当たり当期純利益 

25円74銭 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 

― 

 
 

なお、潜在株式調整後１株当たり
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。 
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(注) １株当たり第３四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益の算定上

の基礎 

項目 
当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月 1日
至 平成17年12月31日)

(ご参考)前事業年度 
(自 平成16年４月 1日 
 至 平成17年３月31日)

第３四半期損益計算書上の第３四半期（当期）純利益(千円) 218,393 224,900

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益(千円) 218,393 224,900

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式の期中平均株式数(千株) 9,797 4,368

第３四半期（当期）純利益調整額（千円） － －

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益の算
定に用いられた普通株式増加数の主要な内訳（千株） 
 新株予約権 

591 －

普通株式増加数（千株） 591 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり第
３四半期（当期）純利益の算定に含まれなかった潜在株式
の概要 
 

 
―――――――― 

新株予約権（新株予約権
の数 341,500個） 
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(重要な後発事象) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

(ご参考)前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

エヌヴイ・コミュニケーションズ株式会社およびエ

ヌヴイ・ネット株式会社の子会社化について 

 

当社は、人材活用事業（人材派遣）における技術

者派遣の強化のため、平成18年１月31日の取締役会

において、技術者派遣に強みを持つエヌヴイ・コミ

ュニケーションズ株式会社およびエヌヴイ・ネット

株式会社の全株式をエヌヴイにじゅういち株式会社

から取得し、子会社化することを決議し、平成18年

１月31日に株式譲渡契約を締結し、株式を取得いた

しました。概要は以下のとおりです。 

 

１.エヌヴイ・コミュニケーションズ株式会社の株式 

取得について 

（１）エヌヴイ・コミュニケーションズ株式会社の概 

要 

①商号 

エヌヴイ・コミュニケーションズ株式会社 

②所在地 

横浜市中区太田町６丁目85番地 

③代表者 

外﨑勝昭 

④主な事業内容 

労働者派遣業、有料職業紹介業 

⑤資本金 

50百万円 

（２）株式取得の内容 

①株式取得日 

平成18年１月31日 

②取得株式数 

取得株式数1,000株（発行済株式総数1,000株）

③取得価額  

81百万円 

④支払方法及び資金の調達方法 

株式の取得はすべて現金にて行い、取得に要し

た資金は借入により調達いたしました。 

２.エヌヴイ・ネット株式会社の株式取得について 

（１）エヌヴイ・ネット株式会社の概要 

①商号 

エヌヴイ・ネット株式会社 

②所在地 

神奈川県相模原市相模原２丁目13番２号 

③代表者 

外﨑勝昭 

④主な事業内容 

労働者派遣業、有料職業紹介業 

⑤資本金 

30百万円 

 

―――――――― 
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当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

(ご参考)前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

（２）株式取得の内容 

①株式取得日 

平成18年１月31日 

②取得株式数 

取得株式数 600株（発行済株式総数 600株） 

③取得価額  

131百万円 

④支払方法及び資金の調達方法 

株式の取得はすべて現金にて行い、取得に要し

た資金は借入により調達いたしました。 

 

―――――――― 

 

(2) その他 

該当事項はありません。 
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