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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 13 日 

会社名 日本エイム株式会社 （JASDAQ・コード番号：２３８３） 
（ＵＲＬ http://www.nihon-aim.co.jp ）   
代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 

氏  名 若 山 陽 一       
問い合わせ先  責任者役職名 社長室長           

氏   名 河 上 達 也        ＴＥＬ（０３）５７８３－８７１１ 
 
 
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 
四半期財務情報における税金費用は、四半期損益計算書の税引前当期純利益に、年間予測税率を乗じて計上しており

ます。 
②最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③持分法の適用範囲の異動の有無 :  有 

 
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) 経営成績の進捗状況                    （百万円未満の金額は切り捨てて表示しております） 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 
18 年３月期第３四半期 
17 年３月期第３四半期 

百万円 
10,797       
8,248 

％ 
30.9 
50.0 

百万円 
          465 

70 

％ 
558.0 
△79.7 

百万円 
           465 

68 

％ 
576.9 
△77.6 

（参考）17 年３月期 11,073 42.8 199 △57.0 201 △52.3 

 

 
四半期（当期）純利益 

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 

 
18 年３月期第３四半期 

17 年３月期第３四半期 

百万円 
          250 

16 

％ 
－ 

△89.5 

円 
8,859 

  600 

銭 
07 

25 

円 
8,477 

568 

銭 
 05 

28 

（参考）17 年３月期 84 △55.7 3,011 70 2,853 26 
 

(2) 財政状態の変動状況 

 総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 
18 年３月期第３四半期 
17 年３月期第３四半期 

百万円 
3,749 
2,540 

百万円 
1,560 
1,231 

％ 
41.6 
48.5 

円 
  54,642 

44,068 

銭 
78 
24 

（参考）17 年３月期 2,583 1,299 50.3 46,479 69 

 

［参 考］ 
平成 18 年３月期の個別業績予想（平成 17 年４月１日～平成 18 年３月 31 日） 

 
予想売上高 予想経常利益 予想当期純利益 

１株当たり 
予想当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 円  銭 

通   期 14,000  614  305  10,680  02 
［業績予想に関する定性的情報等］ 
 平成 18 年３月期の業績につきましては、当第３四半期までほぼ計画どおりに推移しており、現時点においては通期見通し
に修正はございません。 
（注）1株当たり予想当期純利益については、予定期末発行済株式数 28,558 株により算出しております。 
 
〔業績の予想に関する注意事項〕 
上記の予想は、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したものであり、実際の業績は今後様々な要因

によって異なる結果となる可能性があります。 
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［添付資料］ 

財務諸表等 

(1)貸借対照表 

                                                                                             (単位：千円) 

当四半期 
（平成18年３月期 
第３四半期） 

前年同四半期 
（平成17年３月期 
第３四半期） 

増    減 
（参 考） 

平成17年３月期の
要約貸借対照表 

科    目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 
(資産の部)        %    

Ⅰ 流動資産            
１ 現金及び預金  967,543  900,755  66,788  7.4  963,845  
２ 受取手形  66,964  －  66,964  －  －  
３ 売掛金  1,952,729  1,308,187  644,541  49.3  1,307,364  
４ たな卸資産  10,040  524  9,516  1,815.0  575  
５ 前払費用  208,491  87,698  120,793  137.7  110,158  
６ その他  54,509  80,105  △25,596  △32.0  42,645  

    貸倒引当金  △10,151  △7,885  △2,266  28.7  △7,948  

流動資産合計  3,250,128  2,369,385  880,742  37.2  2,416,640  
Ⅱ 固定資産            
１ 有形固定資産  58,392  59,624  △1,231  △2.1  53,226  
２ 無形固定資産  182,162  14,588  167,573  1,148.7  13,964  
３ 投資その他の資産  258,641  97,330  161,310  165.7  100,102  

固定資産合計  499,196  171,543  327,653  191.0  167,293  

資産合計  3,749,324  2,540,929  1,208,395  47.6  2,583,933  

(負債の部)            
Ⅰ 流動負債            
１ 買掛金  24,738  －  24,738  －  －  
２ 短期借入金  200,000  －  200,000  －  －  
３ 未払金  244,302  67,797  176,504  260.3  120,727  
４ 未払法人税等  178,264  67,140  111,124  165.5  115,842  
５ 未払消費税等  210,222  183,889  26,333  14.3  199,580  
６ 未払費用  1,096,791  818,296  278,495  34.0  719,624  
７ 預り金  217,707  161,801  55,906  34.6  119,756  
８ 賞与引当金  14,684  －  14,684  －  －  
９ その他  2,122  1,554  568  36.6  1,248  

流動負債合計  2,188,836  1,300,479  888,356  68.3  1,276,780  

Ⅱ 固定負債            
１ 退職給付引当金  －  8,742  △8,742  －  8,046  

固定負債合計  －  8,742  △8,742  －  8,046  

負債合計  2,188,836  1,309,221  879,614  67.2  1,284,826  

(資本の部)            
Ⅰ 資本金  475,240  457,000  18,240  4.0  457,000  
Ⅱ 資本剰余金            
１ 資本準備金  593,740  575,500  18,240  3.2  575,500  

Ⅲ 利益剰余金            
１ 第３四半期(当期)

未処分利益 
 491,508  199,207  292,300  146.7  266,607  

資本合計  1,560,488  1,231,707  328,780  26.7  1,299,107  

負債及び資本合計  3,749,324  2,540,929  1,208,395  47.6  2,583,933  
 
（注）千円未満の金額は切り捨てて表示しております。 
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(2)損益計算書 

                                                                                            (単位：千円) 

当四半期 
（平成18年３月 
期第３四半期） 

前年同四半期 
（平成17年３月
期第３四半期） 

増    減 
（参 考） 

平成17年３月期の
要約損益計算書 科    目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

        %    

Ⅰ 売上高  10,797,406  8,248,573  2,548,833  30.9  11,073,019  

Ⅱ 売上原価  8,893,943  6,734,733  2,159,209  32.1  9,046,609  

売上総利益  1,903,463  1,513,839  389,624  25.7  2,026,410  

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,437,981  1,443,101  △5,119  △0.4  1,827,230  

営業利益  465,481  70,738  394,743  558.0  199,179  

Ⅳ 営業外収益  68  154  △86  △55.9  4,766  

Ⅴ 営業外費用  223  2,044  △1,820  △89.1  2,072  

経常利益  465,326  68,848  396,477  575.9  201,873  

税引前第３四半期 
(当期)純利益  465,326  68,848  396,477  575.9  201,873  

法人税、住民税 
及び事業税  215,270  52,071  163,198  313.4  112,218  

法人税等調整額  －  －  －  －  5,478  

第３四半期 (当期) 
純利益  250,055  16,776  233,279  1,390.5  84,176  

（注）千円未満の金額は切り捨てて表示しております。 
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(3)キャッシュ・フロー計算書 

 当第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、当第３四半期会計期間については四半期連結財務諸表におい 

て記載しております。                                                  

                           (単位：千円) 
 

前年同四半期 
（平成17年３月期 
第３四半期） 

（参 考） 
平成17年３月期の 

要約キャッシュ・フロー
計算書 

 
科        目 

金   額 金   額  

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       
１ 税引前第３四半期(当期)純利益   68,848  201,873    
２ 減価償却費 22,672  30,368    
３ 貸倒引当金の増加額又は減少額(△) 1,158  1,221    
４ 賞与引当金の増加額又は減少額(△) △19,323  △19,323    
５ 退職給付引当金の増加額又は減少額（△） 828  132    
６ 受取利息 △154  △157    

７ 支払利息 1,612  1,620    
８ その他の費用 2,976  4,105    

９ 売上債権の増加額(△)又は減少額 △257,090  △256,266    
10  その他資産の増加額（△）又は減少額 △61,131  △70,625    
11 未払費用の増加額又は減少額(△) 210,457  111,785    
12 預り金の増加額又は減少額(△) 70,911  28,867    
13 未払消費税等の増加額又は減少額(△) 800  16,491    
14 その他負債の増加額又は減少額（△） 43,238  104,853    

 15 役員賞与の支払額 △18,000  △18,000    

小計 67,804  136,945    

16 利息の受取額 138  176    
17 利息の支払額 △1,593  △1,602    
18 法人税等の支払額 △221,704  △221,704    

営業活動によるキャッシュ・フロー △155,354  △86,185    

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 △34,710  △35,476    
２ 無形固定資産の取得による支出 △5,365  △5,925    
３ 差入保証金の純増加額（△）又は純減少額 △27,222  △23,256    
４ その他 △5,990  △14,709    

投資活動によるキャッシュ・フロー △73,288  △79,367    

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       
１ 短期借入金の純増加額又は純減少額(△) △115,000  △115,000    
２ 株式の発行による収入 △432  △432    
３ 配当金の支払額 △55,900  △55,900    

財務活動によるキャッシュ・フロー △171,332  △171,332    

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額（△） △399,975  △336,885    

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,300,730  1,300,730    
Ⅵ 現金及び現金同等物の 

第３四半期末(期末)残高       
900,755  963,845    

（注）千円未満の金額は切り捨てて表示しております。 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

当四半期 
（平成18年３月期第３四半期） 

前年同四半期 
（平成17年３月期第３四半期） 

（参 考） 
平成17年３月期 

１ たな卸資産の評価基準及び評価方法 
      仕掛品 

    個別法による原価法 
   貯蔵品 
    最終仕入原価法による原価法 

１ たな卸資産の評価基準及び評価方法 
 

 
   貯蔵品 
    同左 

１ たな卸資産の評価基準及び評価方法 
 

 
   貯蔵品 
    同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 
定率法を採用しております。 
ただし、建物（建物付属設備を除

く）については定額法を採用してお
ります。 
なお、耐用年数及び残存価額につ

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 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 
同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (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。 

    営業権については商法施行規則に
規定する最長期間(５年)で均等償却
しております。 

 また、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）に基づく定額法を採用して

おります。 

 (2) 無形固定資産 
    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）に基づく定額法を採用し
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 

    同左   

３ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 

    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合理的に
見積もった貸倒率により、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。 

 (2) 賞与引当金 
    従業員の賞与の支払に備えるた

め、支給見込額のうち当第３四半期

会計期間に対応する金額を計上して
おります。 

 

 
 
(3) 退職給付引当金 

                         
 
 

 
 
 

(追加情報) 
    平成17年５月25日開催の取締役会

決議により退職給付制度を廃止いた

しました。これによる損益に与える
影響は軽微であります。 

 (2) 賞与引当金 
    従業員の賞与の支払に備えるた

め、支給見込額のうち当第３四半
期会計期間に対応する金額を計上
することとしておりますが、第３

四半期会計期間については賞与の
支払予定がありませんので、賞与
引当金を計上しておりません。  

(3) 退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるた 

め、当事業年度末における退職給 

付債務の見込額に基づき、当第３ 
四半期会計期間末において発生し
ていると認められる額を計上して

おります。 
 

 (2) 賞与引当金 
    従業員の賞与の支払に備えるた

め、支給見込額のうち当事業年度
に対応する金額を計上しておりま
す。当事業年度については支給見

込額がありませんので、賞与引当
金を計上しておりません。 

 

(3) 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備えるた
め、当事業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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当四半期 
（平成18年３月期第３四半期） 

前年同四半期 
（平成17年３月期第３四半期） 

（参 考） 
平成17年３月期 

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。 

 

４ リース取引の処理方法 

    同左 
 

４ リース取引の処理方法 

    同左 
 
 

 

５ 四半期キャッシュ・フロー計算書に 

おける資金の範囲 
   四半期キャッシュ・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、随時引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が
到来する短期投資からなっておりま
す。 

 

５ 四半期キャッシュ・フロー計算書に 

おける資金の範囲 
    同左 

５ キャッシュ・フロー計算書における 

資金の範囲 
   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、随時引出し可能な預金及 
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
還期限が到来する短期投資からなっ
ております。 

 

６ その他四半期財務諸表作成のための基
本となる重要な事項 

 (1) 消費税等の処理方法 

消費税等の会計処理は、税抜方式
によっております。 

 

 (2) 法人税等の処理方法 
当第３四半期会計期間における

税金費用は、四半期損益計算書の税

引前四半期純利益に、年間予測税率
を乗じて計上しております。 

 

６ その他四半期財務諸表作成のため 
の基本となる重要な事項 

 (1) 消費税等の処理方法 

    同左 
 
 

 (2) 法人税等の処理方法 
    同左 

６ その他財務諸表作成のための基本と
なる重要な事項 

(1) 消費税等の処理方法 

同左 
 
 

(2) 法人税等の処理方法 
     
           
 
 

 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

当四半期 
（平成18年３月期第３四半期） 

前年同四半期 
（平成17年３月期第３四半期） 

（参 考） 
平成17年３月期 

(固定資産の減損に係る会計基準) 
当期より、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)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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追加情報 

 

当四半期 
（平成18年３月期第３四半期） 

前年同四半期 
（平成17年３月期第３四半期） 

（参 考） 
平成17年３月期 

  
 
   
 
            
      

実務対応報告第12号「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上
の表示についての実務上の取扱い」(企
業会計基準委員会(平成16年2月13日))

が公表されたことに伴い、当第３四半期
会計期間に同実務対応報告に基づき、法
人事業税の付加価値割及 び資本割

24,840千円を販売費及び一般管理費と
して処理しております。 

  

実務対応報告第12号「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算書
上の表示についての実務上の取扱い」
(企業会計基準委員会(平成16年2月13

日))が公表されたことに伴い、当事業
年度から同実務対応報告に基づき、法
人事業税の付加価値割及び資本割

33,100千円を販売費及び一般管理費
（その他）として処理しております。 

 

 


