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平成18年５月期  第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

 平成18年３月29日 

上場会社名 ジェイコム株式会社 （コード番号：2462 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.jcm.co.jp ）   

問 合 せ 先      代表者役職・氏名 代表取締役社長   岡本 泰彦 ＴＥＬ：（06）4708 ― 1001 

            責任者役職・氏名 取締役経営管理部長 谷間 高 
 

 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 会計監査人の関与 ： 有 

   四半期財務諸表については、東京証券取引所の「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
づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
 
２．平成18年５月期第３四半期財務・業績の概況（平成17年６月１日 ～ 平成18年２月28日） 
(1) 経営成績の進捗状況 

(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。 

 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   ％ 

18年５月期第３四半期 4,830   － 450  － 413  － 204  － 

17年５月期第３四半期 －  － －  － －  － －  － 

(参考)17年５月期   4,684    284    281    152    

 

 
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 

18年５月期第３四半期 5,185   92 4,970  11 

17年５月期第３四半期 －    －     

(参考)17年５月期 12,639   40 － 

 (注)1.平成17年５月期第３四半期については、四半期財務諸表を作成しておりませんので、各項目の前年同四半期実

績及び対前年同四半期増減率は記載を省略しております。 

     2.平成18年２月28日を基準日として株式１株を３株に株式分割しております。よって、当第３四半期の「１株当

たり四半期純利益」及び「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

として算出した期中平均株式数に基づいております。なお、当該株式分割の影響を遡及修正した場合、平成17

年５月期の「１株当たり当期純利益」は4,213円13銭となります。 

   3.当社は、平成17年12月８日に東京証券取引所マザーズに上場しましたので、それ以前の「潜在株式調整後１株

当たり当期純利益」については、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。 

 

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

  当第３四半期におけるわが国経済は、企業収益が増加傾向にあり、また、株価の上昇に支えられ、個

人消費も緩やかながら回復の兆しが見受けられております。雇用情勢におきましても、就業者数は依然

として増加傾向にあり、雇用環境は好転しております。 

  このような状況のもと、当社の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

帯電話業界への営業支援サービスを中心に積極的に営業活動を展開いたしました。通信キャリア各社は

ナンバーポータビリティ制度の導入を今秋に控え、加入者の維持・増加を図るべく販売促進活動を活発

化させており、また当社サービスの主な提供先である家電量販店も積極的な店舗展開を行っております。

この結果、携帯電話の販売スタッフや販売促進キャンペーンに関わる人材に対する需要は増大しており、

これら堅調な需要を背景に、当社は自社で教育研修をすることにより質の高い人材を育成し、営業支援

サービスを展開することにより、既存取引先におけるシェア拡大、新規取引先の開拓に引き続き注力し
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てまいりました。また、携帯電話以外の業界につきましても、当期より本格的にスタートしたクレジッ

トカードの加入促進キャンペーンの受注が順調に増加してきており、新たな足場を確立しつつあります。 

マルチメディアサービス事業におきましては、引き続き直営３店舗の販売力強化を目指した営業を展

開いたしました。音楽再生や決済機能等を搭載した新機種の発売や、通信キャリア各社の積極的な販売

促進活動もあり、直営３店舗の販売は堅調に推移いたしました。 

当第３四半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。 

(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。 

 

 以上の結果、当第３四半期の売上高は4,830百万円となりました。利益面につきましては、ジェイコム

スタッフの求人活動の見直しや定着率の向上等、営業活動の効率化に引き続き注力しました。その結果、

当第３四半期の売上高販管費率を11.3％（前事業年度14.0％）まで低下することができたこと等により、

経常利益は413百万円、第３四半期純利益は204百万円となりました。 

 

(2) 財政状態の変動状況 
 (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。 

 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 

18年５月期第３四半期 2,548 1,719 67.5 39,533  98 

17年５月期第３四半期 － － － － 

(参考)17年５月期 1,183 380 32.2 30,453  69 

（注）1.平成17年５月期第３四半期については、四半期財務諸表を作成しておりませんので、各項目の前年同四半期実

績は記載を省略しております。 

   2.平成18年２月28日を基準日として株式１株を３株に株式分割しております。よって、当第３四半期の「１株当

たり株主資本」は、当該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。なお、当該株式分割の影響

を遡及修正した場合、平成17年５月期の「１株当たり株主資本」は、10,151円23銭となります。 

 

(3) 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 

18年５月期第３四半期 284 △ 56 1,039 1,648 

17年５月期第３四半期 － － － － 

(参考)17年５月期 205 123 △ 100 380 

（注）平成17年５月期第３四半期については、四半期財務諸表を作成しておりませんので、各項目の前年同四半期実績

は記載を省略しております。 

 

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

 当第３四半期における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、東証マザーズ上場時にお

ける公募増資により1,125百万円という大きな資金増加がありました。また、このほかにも税引前第３四

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 

  至 平成18年２月28日） 

 前事業年度 

(自 平成16年６月１日 

  至 平成17年５月31日） 
事業部門 

金額 構成比 金額 構成比 

 百万円 ％ 百万円 ％ 

総合人材サービス事業 4,252 88.0 3,910 83.5 

 西日本地区 2,718 56.3 2,606 55.7 

 東海地区 958 19.8 928 19.8 

 東日本地区 575 11.9 376 8.0 

マルチメディアサービス事業 577 12.0 773 16.5 

合計 4,830 100.0 4,684 100.0 
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半期純利益の計上といった資金増加要因がありましたが、一方で、法人税等の支払や保証金の差入れ、

長期借入金の返済等の減少要因があった結果、前期末に比べ1,268百万円増加し、当第３四半期末は

1,648百万円となりました。 

  当第３四半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) 

  営業活動により得られた資金は284百万円となりました。これは、税引前第３四半期純利益397百万円

や、ジェイコムスタッフの増加による人件費等未払金の増加額67百万円等の資金増加要因があったもの

の、その一方で、法人税等の支払額186百万円、売上高増加に伴う売上債権の増加額50百万円等が資金の

減少に寄与したこと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） 

  投資活動により使用した資金は56百万円となりました。これは、主として保険積立金の解約9百万円、

出資金の回収5百万円等の収入要因に対し、保証金の差入43百万円、有形固定資産の取得29百万円等の支

出要因があったこと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） 

  財務活動により得られた資金は1,039百万円となりました。これは、東証マザーズ上場の際に行った公

募増資により1,125百万円の収入がありましたが、長期借入金の返済による支出59百万円や、株式上場に

伴う支出25百万円等があったことによるものであります。 

 
３．平成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） 

 売上高 経常利益 当期純利益 
1株当たり年間 

配当金 

 百万円 百万円 百万円 円   銭 

通     期 6,446 502 263      0  00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 6,515円80銭 
 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

  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。携帯電話業界では、ナンバーポータビリティ制度の導入や新規

キャリアの参入、また多様な機能を搭載した端末の登場により、各通信キャリア間の競争は今後ますま

す激化するものと予想されます。それに伴い、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、販売促進活動がより活発化し、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。

このような環境のもと、当社では、企業のニーズを的確に把握し、より質の高いサービスを提供できる

よう営業活動を行ってまいります。また、携帯電話以外の業界に対しても、これまで蓄積した営業支援

に関するノウハウを活かし、積極的な展開を図っており、特に最近において力を入れているクレジット

カードの加入者獲得に対する営業支援サービスを新たな柱とするべく営業活動を展開していく計画であ

ります。 

マルチメディアサービスにおきましては、現在保有の携帯電話ショップ３店舗を維持するとともに、

携帯電話業界の動向やニーズ等の情報をいち早く入手し、総合人材サービス事業に活かすことにより得

られるシナジー効果を一層深めていく所存であります。 

  以上のとおり、第３四半期までの業績は順調に推移しており、通期の業績予想につきましては、これ

までに発表した予想との変更はありません。 

 

（注）1.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。 

2.「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、また平成18年

２月28日を基準日とした普通株式１株を３株に分割する株式分割を反映させた予定期中平均株式数により算

出しております。 
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４【第３四半期財務諸表】 

①【四半期貸借対照表】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  当第３四半期会計期間末 
(平成18年２月28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  1,648,952   380,600   

２．売掛金  679,809   629,049   

３．たな卸資産  735   977   

４．その他  67,969   61,815   

貸倒引当金  △ 3,460   △ 3,200   

  流動資産合計   2,394,006 93.9  1,069,243 90.4 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産 ※１ 57,111   42,664   

２．無形固定資産  6,373   6,226   

３．投資その他の資産        

  (1)差入保証金  68,803   37,147   

(2)その他  31,141   37,068   

    貸倒引当金  △ 9,000   △ 9,000   

   投資その他の資産合計  90,944   65,216   

  固定資産合計   154,428 6.1  114,107 9.6 

資産合計   2,548,435 100.0  1,183,350 100.0 
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  当第３四半期会計期間末 
(平成18年２月28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  98,476   87,594   

 ２．１年以内返済予定の 
長期借入金 

 －   34,320   

 ３．未払金  480,807   406,690   

 ４．未払法人税等  126,418   115,339   

 ５．未払消費税等 ※２ 86,106   86,484   

 ６．賞与引当金  17,858   24,498   

 ７．その他  19,040   22,111   

  流動負債合計   828,707 32.5  777,039 65.6 

Ⅱ 固定負債        

 １．長期借入金  －   25,640   

  固定負債合計   － －  25,640 2.2 

  負債合計   828,707 32.5  802,679 67.8 

（資本の部)        

Ⅰ 資本金   507,500 19.9  40,000 3.4 

Ⅱ 資本剰余金        

 １．資本準備金  677,100   10,000   

  資本剰余金合計   677,100 26.6  10,000 0.9 

Ⅲ 利益剰余金        

 １．第３四半期（当期） 
未処分利益 

 534,717   330,671   

  利益剰余金合計   534,717 21.0  330,671 27.9 

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

  411 0.0  － － 

  資本合計   1,719,728 67.5  380,671 32.2 

  負債・資本合計  2,548,435 100.0 1,183,350 100.0 

     

 

（注）第３四半期開示は当四半期から行っているため、前年同期については記載しておりません。 
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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６月１日 

  至 平成18年２月28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   4,830,630 100.0  4,684,111 100.0 

Ⅱ 売上原価   3,835,526 79.4  3,742,538 79.9 

   売上総利益   995,103 20.6  941,573 20.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   544,768 11.3  657,456 14.0 

   営業利益   450,335 9.3  284,116 6.1 

Ⅳ 営業外収益 ※１  6,538 0.2  1,199 0.0 

Ⅴ 営業外費用 ※２  43,362 0.9  3,687 0.1 

   経常利益  413,510 8.6 281,628 6.0 

Ⅵ 特別利益  2,678 0.0 3 0.0 

Ⅶ 特別損失  18,975 0.4 15,802 0.3 

   税引前第３四半期 
（当期）純利益 

  397,214 8.2  265,829 5.7 

   法人税、住民税及び  
事業税 

※４ 193,168   140,910   

   法人税等調整額  － 193,168 4.0 △ 27,585 113,325 2.4 

   第３四半期（当期） 
純利益 

  204,046 4.2  152,503 3.3 

   前期繰越利益   330,671   178,167  

   第３四半期（当期） 
未処分利益 

  534,717   330,671  

          

 

（注）第３四半期開示は当四半期から行っているため、前年同期については記載しておりません。 
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 ③【四半期キャッシュ･フロー計算書】 

  

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 

  至 平成18年２月28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    

   税引前第３四半期（当期）純利益  397,214 265,829 

減価償却費  9,977 12,397 

   貸倒引当金の増加額  260 1,285 

   賞与引当金の増加額 
（△は減少額） 

 △ 6,640 8,133 

   支払利息  380 1,701 

   売上債権の増加額  △ 50,760 △ 230,370 

   仕入債務の増加額  10,881 6,898 

   未払金の増加額  67,164 168,609 

   前払費用の増加額  △ 23 △ 4,889 

   預り金の増加額（△は減少額）  △ 3,260 2,316 

   未払消費税等の増加額 
（△は減少額） 

 △ 378 23,956 

   株式上場関連費用  31,107 － 

   新株発行費  9,105 － 

   その他  6,821 22,354 

        小   計  471,850 278,221 

   利息及び配当金の受取額  203 187 

   利息の支払額  △ 318 △ 1,768 

   法人税等の支払額  △ 186,795 △ 71,071 

  営業活動によるキャッシュ・フロー  284,940 205,570 
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当第３四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 
  至 平成18年２月28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  △ 2,770 △ 100,181 

   投資有価証券の売却による収入  4,468 100,184 

   有形固定資産の取得による支出  △ 29,506 △ 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  △ 43,157 △ 9,914 

   その他  242 △ 4,572 

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △ 56,238 123,279 

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  △ 59,960 △ 120,356 

   株式発行による収入  1,125,494 20,000 

   株式上場に伴う支出  △ 25,884 － 

  財務活動によるキャッシュ・フロー  1,039,650 △ 100,356 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  1,268,352 228,493 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  380,600 152,106 

1,648,952 380,600 Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期末
（期末）残高 

※ 

  

 

（注）第３四半期開示は当四半期から行っているため、前年同期については記載しておりません。 
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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 

項目 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 

  至 平成18年２月28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) 有価証券 

  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定）によっ

ております。 

(2) 商品  

個別法による原価法によっておりま

す。 

(1) 有価証券 

―――――― 

 

 

 

 

 

 

(2) 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     ８年～15年 

  車両運搬具  ６年 

  器具備品   ３年～15年 

(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。 

(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 

(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。 

(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 
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項目 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 

  至 平成18年２月28日） 

前事業年度 

(自 平成16年６月１日 

  至 平成17年５月31日） 

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 

(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。 

６．四半期キャッシュ・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．その他四半期財務諸表 

（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。 

同左 

  

 

 

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 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 
   至 平成18年２月28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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注記事項等 

（四半期貸借対照表関係） 

当第３四半期会計期間末 

(平成18年２月28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 

                    30,837千円 

※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。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

                   26,188千円 

―――――― 

 

 

（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６月１日 

   至 平成18年２月28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 

    受取利息              41千円 

受取配当金            161千円 

保険解約益           6,284千円 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息             380千円 

    株式上場関連費用        31,107千円 

    新株発行費           9,105千円 

 ３．減価償却実施額 

    有形固定資産           8,574千円 

    無形固定資産           1,403千円 

※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。 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

    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 

    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 

    有形固定資産         11,054千円 

    無形固定資産          1,343千円 

―――――― 

 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 

   至 平成18年２月28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第３四半期末残高と四半期貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

             (平成18年２月28日現在) 

現金及び預金勘定        1,648,952千円 

現金及び現金同等物       1,648,952千円 

※ 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          380,600千円 

現金及び現金同等物         380,600千円 

 

（リース取引関係） 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 
   至 平成18年２月28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。 
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（有価証券関係） 

 当第３四半期会計期間末（平成18年２月28日） 

その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価(千円) 
四半期貸借対照表計上額 

（千円） 
差額(千円) 

株式 980 1,672     692 

合計 980 1,672 692 

 

 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） 

当第３四半期会計期間末（平成18年２月28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） 

 当第３四半期会計期間（自平成17年６月１日 至平成18年２月28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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(１株当たり情報)   

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 

  至 平成18年２月28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         118,601.94円 

１株当たり第３四半期純利益金額    15,557.76円 

潜在株式調整後１株当たり 

第３四半期純利益金額         14,910.33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。  

  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株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（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。 

 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年６月１日 

   至 平成18年２月28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株当たり第３四半期（当期）純利益金額   

第３四半期（当期）純利益金額（千円） 204,046 152,503 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益

金額（千円） 
204,046 152,503 

期中平均株式数（株） 13,115.4 12,065.8 

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当

期）純利益金額 
  

 第３四半期（当期）純利益調整額（千円） ― ― 

普通株式増加数（株）         569.5 ― 

（うち新株予約権（株）） （569.5） （―） 

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）純利益金額の

算定に含めなかった潜在株式の概要   

― 新株予約権 600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６月１日 

 至 平成18年２月28日) 

前事業年度 

(自 平成16年６月１日 

  至 平成17年５月31日) 

 株式の流動性の向上及び投資単位の引き下げを行うこ

とにより、個人投資家の皆様が投資しやすい環境を整

え、幅広く経営に参画していただくことを目的として、

次のように株式分割による新株式を発行しております。 

１．平成18年３月１日付をもって普通株式１株につき３

株に分割します。 

(1) 分割により増加する株式数 

  普通株式  29,000株 

(2) 分割の方法 

  平成18年２月28日最終の株主名簿及び実質株主名簿

に記載又は記録された株主の所有株式数を、１株につ

き３株の割合をもって分割します。 

２．配当起算日 

  平成17年12月１日 

３．会社が発行する株式の総数の増加 

  平成18年３月１日付をもって、当社定款第５条を変

更し、会社が発行する株式の総数を100,000株増加し

て150,000株とします。 

４．１株当たり情報に及ぼす影響 

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株当たり情報及び当期首に行わ

れたと仮定した場合の当第３四半期会計期間における

１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなりま

す。 

当第３四半期会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

39,533.98円 10,151.23円 

１株当たり第３四半期純

利益額 

１株当たり当期純利益額 

5,185.92円 4,213.13円 

潜在株式調整後１株当た

り第３四半期純利益額 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 

4,970.11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。 

                           

――――― 

 


