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１．四半期連結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及びその内容 ： 有 

    税金費用の計算については、当年度の見積実効税率を用いて計算しております。 

② 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無及びその内容 ： 無 

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無及びその内容 ： 無 
 
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) 連結経営成績の進捗状況                               （千円未満切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％
平成18年５月期第３四半期 3,148,822 (21.1) 78,861 (△42.5) 79,943 (△41.7) 41,806 (△48.2)

平成17年５月期第３四半期 2,600,145 (36.7) 137,036 （366.7） 137,161 (400.6) 80,783 (392.6)

(参考)17年５月期 3,616,186 (38.9) 155,164 (132.2) 154,654 (134.4) 67,667 (100.7)

 
 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５月期第３四半期 8,902 54 8,552 85

平成17年５月期第３四半期 17,561 63 16,989 17

(参考)17年５月期 14,166 77 13,621 90

（注）１．期中平均株式数 18年第３四半期 4,696株 17年第３四半期 4,600株 17年５月期 4,600株 
２．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率 

 
(2) 連結財政状態の変動状況                               （千円未満切捨） 

 総 資 産 株 主 資 本      株主資本比率 
１株当たり 
株 主 資 本      

 千円 千円 ％ 円 銭
平成18年５月期第３四半期 1,375,874 459,667 33.4 97,676 95 

平成17年５月期第３四半期 1,122,252 426,140 38.0 92,639 21 

(参考)17年５月期 1,140,001 412,494 36.2 89,129 25 

（注）期末発行済株式数 18年第３四半期 4,706株 17年第３四半期 4,600株 17年５月期 4,600株 
 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況                            （千円未満切捨） 

 
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
四半期末（期末）残高

 千円 千円 千円 千円
平成18年５月期第３四半期 △230,574 △60,444 236,270 406,417 

平成17年５月期第３四半期 15,295 △65,434 142,089 434,934 

(参考)17年５月期 104,618 △104,987 118,550 461,165 

 
３．平成18年５月期の連結業績予想（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 

 百万円 百万円 百万円
通     期   4,259 144 75 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）16,392円83銭 
※ 上記の業績予想につきましては、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、業績予想に関する事項につい
ては、３ページを参照してください。 

－  － 
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[経営成績（連結）の進捗状況に関する定常的情報等] 

当第３四半期連結会計期間（平成 17 年６月１日から平成 18 年２月 28 日まで）におけるわが国経済は、民間需要

が引き続き堅調に推移し、10～12 月期の実質経済成長率は前期比＋1.3％、年率換算で＋5.4％となるなど景気の力強

い回復を実感することができました。加えて、企業業績の回復が鮮明となる中、個人消費を示す平成 17 年の消費性向

も平成２年以来、15 年ぶりの高水準となり、多数の個人投資家が株式市場に参入しそれに呼応して日経平均株価も上

昇するなど、景気の拡大に向けた好循環を印象づけました。 

しかしながら、高止まりで推移する原油の高騰は国際経済に与える影響も大きく、また、国内においては回復の遅

れが目立つ中小企業の動向など、景気回復を継続させるための懸案事項も多数散在している状況ともいえました。 

雇用情勢においては、有効求人倍率が昨年 12 月には平成 4年以来となる 1倍を超える 1.03 倍となり、首都圏にお

いては人材の不足感がひろがりました。完全失業率も 4.0%台の低位安定で推移し、景気の回復が雇用環境にも明るい

兆しをもたらすこととなりました。しかしながら、フリーター・ニート問題や中高年の雇用環境は依然として厳しく、

さらに「団塊の世代」が定年を迎える、いわゆる 2007 年問題などを控え、本格的な景気の回復基調とどのように連動

させていくか大きな課題といえます。 

このような環境の下で当社グループ（当社及び連結子会社）は、人材の有効活用を提案し、企業の活性化及び業績

の向上を人材面よりバックアップすることに加え、失業者に対する雇用創出事業を展開してまいりました。人材派遣

関連事業（人材派遣事業及びメディカル事業、アウトソーシング事業）においては、コールセンター業務の安定的な

受託に加え、大学をはじめとする行政独立法人や行政官庁への派遣も売上の拡大に貢献しました。さらに販売アウト

ソーシング部門においても家電販売の派遣が堅調に推移しました。また、メディカル事業においては医療事務及び医

療関連従事者の派遣の拡大に伴い売上を拡大することができました。人材紹介事業においても求人ニーズに対して人

材提案数を増加させることで前年同期の売上を大きく上回ることができました。再就職支援事業においては、既存の

受託業務に加え新たに業務を受託することができ、前年同期の売上を上回ることができました。ペイロール事業にお

いても大口の新規受託を増やすことができ、売上を伸ばすことができました。しかしながら、昨年４月の事務所移転

に伴う管理費及び人材派遣関連事業における原価の上昇に加え増員に伴う経費負担の増加により、利益については前

年同期の実績を下回ることとなりました。  

この結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高3,148,822千円（前年同期比21.1％増）、経常利益79,943

千円（同41.7％減）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。   

人材派遣関連事業のうち、人材派遣事業においては、事務スタッフの派遣をはじめコールセンター業務が順調に拡

大したことに加え、行政官庁からの大口の受託とイベントに関わるカード会員獲得業務なども順調に推移しました。

この結果、売上高は926,126千円（前年同期比16.6％増）、営業利益は73,406千円(同20.8％増)となりました。またメ

ディカル事業においても、既存顧客に加え、公立病院をはじめとした医療関連施設への医療事務及び医療関連従事者

の派遣が拡大し売上を伸ばすことができました。この結果、売上高は302,563千円（同26.6％増）、営業利益は21,279

千円(同18.1％増)となりました。アウトソーシング事業においては、家電量販店に向けた販売アウトソーシング部門

が新規顧客を順調に拡大させ売上を伸ばすことができました。しかしながら、新人職員及びスタッフへの研修費等の

増加により、営業利益については緩やかな伸びとなりました。この結果、売上高は1,201,945千円（同23.1％増）、営

業利益は86,611千円（同14.0％増）となりました。この結果、人材派遣関連事業につきましては、2,430,635千円（同

21.0％増）、営業利益は181,298千円（同17.2％増）となりました。 

人材紹介事業においては、新規求人の獲得と質の高い人材の確保が順調に進み、紹介案件を拡大することができ売

上及び利益とも前期を大きく上回ることができました。この結果、売上高は58,333千円（同67.8％増）、営業利益は

32,985千円（前年同期は△1,362千円）となりました。 

再就職支援事業は、既存の受託業務に加え当期より受託した「市場化テスト」の業務も順調に推移し、新規案件の

受託も順調に進み売上を伸ばすことができましたが、新規受託に伴う増員により経費が増加し利益を圧縮することと

なりました。この結果、売上高は526,395千円（同17.7％増）、営業利益は83,100千円（同38.7％減）となりました。 

その他（ペイロール事業）については首都圏への営業を強化し、大口顧客の受託に結び付けることで売上を拡大す

ることができました。この結果、売上高は133,458千円（同22.8％増）、営業利益は11,235千円（前年同期は△7,185

千円）となりました。 

 

[財政状態（連結）の変動状況に関する定常的情報等] 

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売掛金の増加、法人税等の

支払、長期借入金の返済等の計上が短期借入れによる収入、税金等調整前四半期純利益84,167千円の計上等を上回っ

たため、前連結会計年度末に比べて54,748千円減少し、当第３四半期連結会計期間末には406,417千円となりました。 

  当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

営業活動の結果使用した資金は230,574千円（前年同期は15,295千円の獲得）となりました。これは主に売掛金の

－  － 
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増加、法人税等の支払額等の計上が税金等調整前四半期純利益84,167千円を上回った結果であります 

（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60,444千円（前年同期比7.6％減）となりました。これは主に定期預金の預入、投

資有価証券の取得による支出であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は236,270千円（前年同期比66.3％増）であります。これは主に短期借入れによる収

入によるものであります。 

    

[連結業績予想に関する定常的情報等] 

平成18年５月期における売上高は、人材派遣関連事業のうち人材派遣事業におきましては、企業業績の回復に伴う

一般派遣の受託が順調に推移することが予想され、加えてコールセンター向けの大口受託の継続と行政官庁からの受

託、さらに月に数日のみの勤務であれば可能という主に主婦層の優秀な人材を派遣する「パート型派遣」という新た

な商品も加わり、売上に貢献するものと思われ、売上は順調に推移することが予想されます。また、イベント関連の

業務やカード会員獲得の業務、さらに軽作業系の派遣についても新規顧客の獲得を行うことで業績の拡大を見込んで

おります。アウトソーシング事業においては業績が順調な家電量販店に向けた販売アウトソーシングにおける売上の

さらなる拡大に向け、新規顧客の開拓と業務の展開地域を道内全域に広げることで売上の拡大を見込んでおります。

メディカル事業においては、病院関連への営業に加え平成15年３月に派遣法改正に伴う医療関連従事者の派遣を拡大

させ、売上を確保できるものと考えております。 

人材紹介事業におきましても、企業においては中途採用のニーズは高まっているものの、選考基準は依然厳しく、

マッチングには時間がかかる傾向にありますが、薬剤師をはじめとする医療関連従事者の紹介に加え企業業績の拡大

を担う管理職の紹介業務を強化することで売上の拡大を目指してまいります。人材確保につきましてはインターネッ

ト等を有効に活用し優秀な人材を確保し、売上に結びつけてまいります。 

再就職支援事業においては、国及び北海道を中心とした地方公共団体等からの失業者向けの再就職支援関連業務の

受託に加え、国の施策である「市場化テスト」をはじめとする行政官庁が行う業務を民間へ委託する「官から民へ」

の動きを的確に捉え、積極的に提案を行うことで受託に結びつけ、売上の確保に努めてまいります。民間企業に向け

た再就職支援業務も首都圏の再就職支援会社との情報交換を積極的に行い、北海道地区における再就職支援業務の代

行を受託するなど、業績に結びつけてまいります。 

その他、ペイロール事業につきましては、首都圏の業務提携先からの受託に併せ、道内における大口顧客の新規受

託に向け、営業を強化し売上の拡大を目指してまいります。 

また、管理体制についても、業務の更なる効率化を図り、経費の節減等を推進することによって、当初の業績予想

を達成するため積極的に取り組む所存であります。 

以上の結果、連結の業績予想につきましては平成 17 年７月 14 日決算発表時の業績予想から変更しておりません。 

  また、単体の業績予想につきましても人材派遣関連事業の業績の拡大に加え、人材紹介事業の業績回復が見込める

ことから、平成 17 年７月 14 日決算発表時の業績予想から変更しておりません。 

 

以 上 

－  － 
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[添付資料] 

１．四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

％ ％ ％

Ⅰ

１． 現金及び預金 496,417 484,934 11,482 511,165

２． 売掛金 667,632 480,996 186,635 441,347

３． その他 34,980 37,830 △ 2,849 37,187

貸倒引当金 △ 1,013 △ 1,508 494 △ 1,508

1,198,016 87.1 1,002,253 89.3 195,763 19.5 988,191 86.7

Ⅱ

※１ 25,647 1.9 12,644 1.1 13,002 102.8 24,358 2.1

30,272 2.2 12,779 1.1 17,492 136.9 23,703 2.1

(1) 投資有価証券 74,624 56,489 18,134 54,983

(2) その他 50,201      40,588 9,613 51,353

貸倒引当金 △ 3,318 △ 3,277 △ 40 △ 3,277

121,508 8.8 93,800 8.4 27,707 29.5 103,059 9.0

177,427 12.9 119,225 10.6 58,202 48.8 151,121 13.2

Ⅲ 繰延資産 429 0.0 773 0.1 △ 343 △ 44.4 687 0.1

1,375,874 100.0 1,122,252 100.0 253,621 22.6 1,140,001 100.0

Ⅰ

１． 買掛金 64,640 50,917 13,722 47,975

２． 短期借入金 300,000  －      300,000  －

３． 一年以内返済予定

長期借入金

４． 未払費用 213,473 174,846 38,627 197,290

５． 未払法人税等 10,392 38,202 △ 27,810 47,503

６． 未払消費税等 ※２ 33,429 41,490 △ 8,060 51,144

７． その他 21,719 26,873 △ 5,153 42,863

737,668 53.6 426,342 38.0 311,326 73.0 480,791 42.2

Ⅱ

１． 長期借入金 128,615 222,627 △ 94,012 199,124

２． その他 5,402 6,532 △ 1,130 6,052

134,017 9.8 229,159 20.4 △ 95,142 △ 41.5 205,176 18.0

871,685 63.4 655,502 58.4 216,183 33.0 685,967 60.2

少数株主持分 44,521 3.2 40,609 3.6 3,911 9.6 41,539 3.6

Ⅰ 237,456 17.3 230,500 20.5 6,956    3.0 230,500 20.2

Ⅱ 資本剰余金 44,456 3.2 37,500 3.4 6,956   18.6 37,500 3.3

Ⅲ 利益剰余金 169,907 12.3 151,323 13.5 18,584 12.3 137,126 12.0

Ⅳ 7,847 0.6 6,817 0.6 1,030 15.1 7,368 0.7

459,667 33.4 426,140 38.0 33,527 7.9 412,494 36.2

1,375,874 100.0 1,122,252 100.0 253,621 22.6 1,140,001 100.0

期　　別 
当四半期 前年同四半期

増　　減
　第３四半期末） 　第３四半期末）

構成比

（平成18年５月期 （平成17年５月期

構成比 金　額 増減率 金　額

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

 科　　目 金　額 構成比 金　額

（資産の部）

流動資産

流動資産合計

固定資産

流動負債

１．有形固定資産

２．無形固定資産

３．投資その他の資産

投資その他の資産合計

固定資産合計

資産合計

（負債の部）

負債、少数株主持分及び資本合計

固定負債合計

負債合計

（少数株主持分）

（資本の部）

資本金

資本合計

その他有価証券評価差額金

94,012

流動負債合計

固定負債

94,012 94,012 －

％

－  － 
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２．四半期連結損益計算書 

 

％ ％ ％

Ⅰ 3,148,822 100.0 2,600,145 100.0 548,676 21.1 3,616,186 100.0

Ⅱ 2,498,256 79.3 2,007,149 77.2 491,107 24.5 2,818,571 77.9

650,565 20.7 592,996 22.8 57,569 9.7 797,614 22.1

Ⅲ ※１ 571,704 18.2 455,959 17.5 115,744 25.4 642,450 17.8

78,861 2.5 137,036 5.3 △ 58,175 △ 42.5 155,164 4.3

Ⅳ

１．受取賃貸料 7,476 17,040 △ 9,564 20,670

２．投資有価証券売却益 12,154 － 12,154 －

３．連結調整勘定償却額 － 3,518 △ 3,518 4,465

４．雑収入 1,570 1,842 △ 271 3,518

21,201 0.7 22,401 0.9 △ 1,199 △ 5.4 28,654 0.8

Ⅴ

１．支払利息 5,477 4,977 499 6,697

２．賃借料 7,476 17,040 △ 9,564 20,670

３．株式上場費用 5,104 － 5,104 －

４．雑損失 2,061 257 1,803 1,797

20,119 0.7 22,276 0.9 △ 2,156 △ 9.7 29,165 0.8

79,943 2.5 137,161 5.3 △ 57,218 △ 41.7 154,654 4.3

Ⅵ

１．貸倒引当金戻入額 112 － 112  －

２．投資有価証券売却益 4,999 968 4,031 968

5,112 0.1 968 0.0 4,143 427.7 968 0.0

Ⅶ

１．投資有価証券評価損  －      4,999 △ 4,999       4,999

２．その他 ※２        888  －        888      21,701

       888 0.0      4,999 0.2 △ 4,111 △ 82.2      26,701 0.7

41,806 1.3 80,783 3.1 △ 38,977 △ 48.2 67,667 1.9

1.5△ 19.5 55,85648,031 1.8 △ 9,386
　事業税

※３
　法人税、住民税及び

133,130 5.1

　四半期（当期）純利益

3,716 0.1 4,316 △ 13.9　少数株主利益

38,644 1.2

5,3980.2 △ 599 0.2

△ 48,963 △ 36.8 128,921 3.6

　特別利益合計

特別損失

　特別損失合計

　税金等調整前四半期
　（当期）純利益

84,167 2.6

営業外費用

　営業外費用合計

　経常利益

特別利益

販売費及び一般管理費

　営業利益

営業外収益

　営業外収益合計

売上高

売上原価

　売上総利益

金　額 増減率 金　額 百分比

第３四半期） 第３四半期）

 科　　目 金　額 百分比 金　額 百分比

（単位：千円）

期　　別 
当四半期 前年同四半期

増　　減
前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（平成18年５月期 （平成17年５月期

％

－  － 
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３．四半期連結剰余金計算書 
（単位：千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 37,500 37,500 37,500

Ⅱ　資本剰余金増加高

 １．新株予約権の権利行使 6,956 6,956 － － － －

Ⅲ　資本剰余金四半期（期末）残高 44,456 37,500 37,500

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 137,126 75,139 75,139

Ⅱ　利益剰余金増加高

 １．四半期（当期）純利益 41,806 41,806 80,783 80,783 67,667 67,667

Ⅲ　利益剰余金減少高

３．連結子会社の決算

　　修正による減少高

Ⅳ　利益剰余金四半期（期末）残高 169,907 151,323 137,126

 －

金　　額 金　　額 金　　額

4,600

 － 9,025  － 4,600 1,080 5,680

２．役員賞与 2,125  －

１．配当金 6,900 4,600

科　　目

当四半期 前年同四半期
前 連 結 会 計 年 度 の
要約連結剰余金計算書

（平成18年５月期 （平成17年５月期

　第３四半期末） 　第３四半期末）

－  － 
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４．四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 （単位：千円）

当四半期 前年同四半期
（平成18年５月期 （平成17年５月期
　第３四半期末） 　第３四半期末）

金　額 金　額 金　額 金　額

Ⅰ

１． 84,167 133,130 △ 48,963 128,921

２． － 4,999 △ 4,999 4,999

３． △ 226,284 △ 151,359 △ 74,925 △ 111,710

４． 16,664 34,998 △ 18,334 32,057

５． △ 9,479 6,792 △ 16,271 11,647

６． 16,109 33,184 △ 17,074 55,526

７． △ 17,688 △ 7,335 △ 10,353 2,319

８． 役員賞与の支払額 △ 2,500 － △ 2,500 －

９． △ 10,403 5,548 △ 15,952 25,809

小計 △ 149,414 59,960 △ 209,374 149,572

10． 法人税等の支払額 △ 75,755 △ 39,875 △ 35,879 △ 38,485

11． その他 △ 5,404 △ 4,789 △ 614 △ 6,468

△ 230,574 15,295 △ 245,869 104,618

Ⅱ

１． △ 40,000 － △ 40,000 －

２． △ 23,520 △ 1,770 △ 21,750 △ 1,770

３． 21,457 2,737 18,719 2,737

４． △ 6,020 △ 8,624 2,603 △ 24,746

５． △ 12,462 △ 2,510 △ 9,952 △ 14,510

６． △ 48 △ 10,240 10,192 －

７． － △ 44,725 44,725 △ 44,725

８． その他 148 △ 301 450 △ 21,973

△ 60,444 △ 65,434 4,989 △ 104,987

Ⅲ

１． 300,000  －       300,000 200,000

２． －  －  － △ 200,000

３． －       200,000 △ 200,000 200,000

４． △ 70,509 △ 69,195 △ 1,314 △ 92,698

５． － 15,760 △ 15,760 15,760

６． 13,912  － 13,912 －

７． 配当金の支払額 △ 6,772 △ 4,475 △ 2,297 △ 4,511

８． 少数株主への配当金の支払額 △ 360 － △ 360 －

236,270 142,089 94,181 118,550

Ⅳ △ 54,748 91,951 △ 146,699 118,181

Ⅴ 461,165 342,983 118,181 342,983

Ⅵ 406,417 434,934 △ 28,517 461,165

短期借入れによる収入

増　減

無形固定資産の取得による支出

定期預金の預入による支出

投資有価証券の売却による収入

投資有価証券の取得による支出

敷金及び保証金の差入れによる支出

前連結会計年度の要約

連結ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ計算書

区　　　分

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高

現金及び現金同等物の増加額

現金及び現金同等物の期首残高

財務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

少数株主からの増資払込による収入

長期借入金の返済による支出

有形固定資産の取得による支出

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

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期（当期）純利益

売掛金の増加額

買掛金の増加額

新株予約権の権利行使による収入

投資有価証券評価損

未払金の増加（△減少）額

未払費用の増加額

未払消費税等の増加（△減少）額

その他

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結子会社株式の追加取得による支出

長期借入れによる収入

短期借入金の返済による支出

※１

－  － 
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（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） 

期  別 
 
項  目 

当四半期 

（平成18年５月期第３四半期）

前年同四半期 

（平成17年５月期第３四半期）
前連結会計年度 

１．連結の範囲に関する事

項 

(1) 連結子会社の数 

 ２社 

連結子会社の名称  

㈱エコミック 

(1) 連結子会社の数 

同左 

連結子会社の名称 

(1) 連結子会社の数 

同左 

連結子会社の名称 

同左 

㈱ｾｰﾙｽｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ 

同左 

２. 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㈱エコミックの

第３四半期決算日は、12月31日

であります。 

四半期連結財務諸表の作成

に当たっては、同第３四半期決

算日現在の四半期財務諸表を

使用しております。ただし、四

半期連結決算日までの期間に

発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行って

おります。 

 連結子会社㈱ｾｰﾙｽｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ

の第３四半期の末日は第３四

半期連結決算日と一致してお

ります。 

同左 連結子会社㈱エコミックの

決算日は、３月31日でありま

す。 

連結財務諸表の作成に当

たっては、同決算日現在の財務

諸表を使用しております。ただ

し、連結決算日までの期間に発

生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行ってお

ります。 

 

連結子会社㈱ｾｰﾙｽｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ

の決算日は連結決算日と一致

しております。 

３．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 

① 有価証券 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

  第３四半期連結決算日の

市場価格等に基づく時価法

を採用しております。(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) 

 

 

 時価のないもの 

  移動平均法による原価法

を採用しております。 

① 有価証券 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

  

 時価のないもの 

同左 

① 有価証券 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

  連結決算日の市場価格等

に基づく時価法を採用して

おります。(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) 

 時価のないもの 

同左 

 ② デリバティブ ② デリバティブ ② デリバティブ 

  時価法を採用しておりま

す。 

同左 同左 

(2) 重要な減価償却資産の

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。

  主な耐用年数 

  建物付属設備 15年 

 車両運搬具  ６年 

 器具及び備品 ６年 

  なお、取得価額が10万円以

上20万円未満の資産につい

ては、３年間で均等償却する

方法を採用しております。 

① 有形固定資産 

 定率法を採用しておりま

す。 

  主な耐用年数 

 建物付属設備 15年 

 器具及び備品 ６年 

  なお、取得価額が10万円以

上20万円未満の資産について

は、３年間で均等償却する方

法を採用しております。 

 

① 有形固定資産 

  定率法を採用しておりま

す。 

  主な耐用年数 

 建物付属設備 15年 

 車両運搬具  ６年 

 器具及び備品 ６年 

  なお、取得価額が10万円

以上20万円未満の資産につ

いては、３年間で均等償却

する方法を採用しておりま

す。 

－  － 
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期  別 
 
項  目 

当四半期 

（平成18年５月期第３四半期）

前年同四半期 

（平成17年５月期第３四半期）
前連結会計年度 

 ② 無形固定資産 

  定額法を採用しておりま

す。ただし、営業権について

は毎期均等額（５年）を償却

しております。 

  なお、自社使用のソフト

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 

 

 

 

 

 

 

② 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

貸倒引当金 

債権等の貸倒損失に備える

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。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

同左 

(4) 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

理を採用しております。 

同左 

 

同左 

 

(5) 重要なヘッジ会計の方

法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理を採用して

おります。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

(a) ヘッジ手段 

    金利スワップ取引 

(b) ヘッジ対象 

  借入金利息 

③ ヘッジ方針 

当社は借入金の金利変動リ

スクを回避する目的で対象物

の範囲内に限定しておりま

す。 

④ ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ手段の変動額の累計

額とヘッジ対象の変動額の累

計額を比較して有効性の判定

をしております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

(a) ヘッジ手段 

同左 

(b) ヘッジ対象 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

④ ヘッジの有効性評価の方法

同左 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

(a) ヘッジ手段 

同左 

(b) ヘッジ対象 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

④ ヘッジの有効性評価の方法

同左 

(6) その他四半期連結財務

諸表等(連結財務諸表)

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 

消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式を採用してお

ります。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

４．四半期連結キャッ
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 

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ヵ月以内に償還
期限の到来する短期投資から
なっております。 

同左 同左 

－  － 
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（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の変更） 

当四半期 

（平成18年５月期第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年５月期第３四半期） 
前連結会計年度 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当第３四半期連結会計期間より、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。 

  

 

（表示方法の変更） 

当四半期 

（平成18年５月期第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年５月期第３四半期） 

 （四半期連結貸借対照表） 

証券取引法及び証券取引法施行令が改正され、投資事業有限

責任組合に対する出資は証券取引法上の有価証券として取り

扱われることとなったことから、投資その他の資産の「その他」

のうち証券取引法上の有価証券に該当するもの（前第３四半期

連結会計期間9,792千円 当第３四半期連結会計期間9,935千

円）については、当第３四半期連結会計期間において投資その

他の資産の「投資有価証券」として表示しております。 

また、前第３四半期連結会計期間において区分掲記しており

ました投資その他の資産「出資金」（当第３四半期連結会計期

間20千円）は、資産の総額の100分の5以下であり重要性がない

ため、当第３四半期連結会計期間から投資その他の資産の「そ

の他」に含めて表示することに変更いたしました。 

 

（追加情報） 

当四半期 

（平成18年５月期第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年５月期第３四半期） 
前連結会計年度 

  「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成15年法律第９号）が平成15年３月31

日に公布され、平成16年４月１日以後に開

始する事業年度より外形標準課税制度が

導入されたことに伴い、当第３四半期連結

会計期間から「法人事業税における外形標

準課税部分の損益計算上の表示について

の実務上の取扱い」（平成16年２月13日企

業会計基準委員会実務対応報告第12号）に

従い、法人事業税の付加価値割及び資本割

については、販売費及び一般管理費に計上

しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が

2,872千円増加し、営業利益、経常利益及

び税引前第３四半期純利益が2,872千円

減少しております。 

 「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成15年法律第９号）が平成15年３月31

日に公布され、平成16年４月１日以後に開

始する事業年度より外形標準課税制度が

導入されたことに伴い、当連結会計期間か

ら「法人事業税における外形標準課税部分

の損益計算上の表示についての実務上の

取扱い」（平成16年２月13日企業会計基準

委員会実務対応報告第12号）に従い、法人

事業税の付加価値割及び資本割について

は、販売費及び一般管理費に計上しており

ます。 

 この結果、販売費及び一般管理費が

4,263千円増加し、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益が4,263千円減少して

おります。 

 

－  － 
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注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係）     

当四半期 

（平成18年５月期第３四半期末） 

前年同四半期 

（平成17年５月期第３四半期末） 
前連結会計年度末 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

         9,100千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

        6,506千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

        8,084千円 

※２．消費税等の取扱い ※２．消費税等の取扱い ※２．  

 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。 

同左  

 

 

（四半期連結損益計算書関係）     

当四半期 

（平成18年５月期第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年５月期第３四半期） 
前連結会計年度 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は、次のとおりであ

ります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は、次のとおりであ

ります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は、次のとおりであ

ります。 

給与及び賞与 265,372千円 給与及び賞与 221,112千円 給与及び賞与 312,025千円

賃借料 74,812 賃借料  49,089 賃借料  73,954 

貸倒引当金繰入額 4 貸倒引当金繰入額 2,854 貸倒引当金繰入額 2,854 

※２． ※２．  ※２．その他の内訳は次のとおりであり

ます。 

   固定資産除却損 2,830千円

   本社移転費用 17,310 

      20,141 

※３．当第３四半期連結会計期間におけ

る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。 

※３．    同左   ※３． 

  

（四半期連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書関係）    

当四半期 

（平成18年５月期第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年５月期第３四半期） 
前連結会計年度 

※１．現金及び現金同等物の第３四半期連

結会計期間末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

（平成18年２月28日現在） 

※１．現金及び現金同等物の第３四半期

連結会計期間末残高と四半期連結

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２月28日現在）

※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５月31日現在）

 現金及び預金勘定  496,417千円 現金及び預金勘定  484,934千円 現金及び預金勘定  511,165千円

 預入期間が３か月 

を超える定期預金 

△90,000 預入期間が３か月

を超える定期預金 

△50,000 預入期間が３か月 

を超える定期預金 

△50,000 

現金及び現金同等物 406,417    現金及び現金同等物 434,934 現金及び現金同等物  461,165 

 

－  － 
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（リース取引関係）     

当四半期 

（平成18年５月期第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年５月期第３四半期） 
前連結会計年度 

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 

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 

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．借主側 １．借主側 １．借主側 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額相

当額及び第３四半期連結会計期間末残

高相当額 

(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３四半期連結

会計期間末残高相当額 

(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連結会計年度末

残高相当額 

 

 
取得価額

相 当 額 

減価償却

累 計 額 

相 当 額 

第 ３ 四 半 期

連結会計

期間末残

高相当額 

  

 
取得価額

相 当 額

減価償却

累 計 額

相 当 額

第 ３ 四 半 期

連結会計

期間末残

高相当額

 
取得価額

相 当 額 

減価償却

累 計 額 

相 当 額 

連結会

計年度

末残高

相当額

 有形固 

定資産 
15,408千円 12,791千円 2,617千円

  有形固

定資産
27,800千円 22,608千円 5,191千円

有形固

定資産
27,800千円 23,634千円 4,165千円

 無形固 

定資産 
4,600  4,063  536  

  無形固

定資産
9,488  7,868  1,619  

無形固

定資産
9,488   8,261   1,226  

 合 計 20,008  16,854  3,153    合 計 37,288  30,477  6,811  合 計 37,288   31,896   5,392  

(2) 未経過リース料第３四半期連結会計

期間末残高相当額等 

  未経過リース料第３四半期連結会計

期間末残高相当額 

(2) 未経過リース料第３四半期連結会計

期間末残高相当額 

   

(2) 未経過リース料連結会計年度末残高

相当額 

 １年内 2,080千円   １年内 6,267千円   １年内 4,028千円  

 １年超 1,194    １年超 3,275   １年超 2,657  

 合 計 3,275   合 計 9,542   合 計 6,685  

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額、支払利

息相当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

(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 2,428千円   支払リース料 5,462千円   支払リース料 7,244千円  

 減価償却費相当額 2,238   減価償却費相当額 4,921   減価償却費相当額 6,529   

 支払利息相当額 92   支払利息相当額 271    支払利息相当額 321   

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

(5) 利息相当額の算定方法 (5) 利息相当額の算定方法 (5) 利息相当額の算定方法 

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、

各連結会計年度への配分方法について

は、利息法によっております。 

同左 同左 

２． ２．貸主側 ２．貸主側 

 未経過リース料第３四半期連結会計

期間末残高相当額 

未経過リース料連結会計年度末残高

相当額 

    １年内 2,578千円   １年内 1,074千円  

    １年超 －    １年超 －   

    合 計 2,578    合 計 1,074   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失は

ありません。 

（注) 上記はすべて転貸リース取引に係

る貸主側の未経過リース料第３四半

期連結会計期間末残高相当額であり

ます。 

なお、当該転貸リース取引はおお

むね同一の条件で第三者にリースし

ているため、ほぼ同額の残高が上記

の借主側の未経過リース料第３四半

期連結会計期間末残高相当額に含ま

れております。 

（注) 上記はすべて転貸リース取引に係

る貸主側の未経過リース料連結会計

年度末残高相当額であります。 

なお、当該転貸リース取引はおお

むね同一の条件で第三者にリースし

ているため、ほぼ同額の残高が上記

の借主側の未経過リース料連結会計

年度末残高相当額に含まれておりま

す。 

－  － 
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（有価証券関係） 

当第３四半期連結会計期間末（平成18年２月28日現在） 

 有価証券 

  その他有価証券で時価のあるもの                           （単位：千円） 

       取得原価 第３四半期連結貸借対照表計上額 差額 

株式 6,664 19,831 13,167 

合計 6,664 19,831 13,167 

 

 時価評価されていない有価証券の内容                         （単位：千円） 

 四半期連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

 非上場株式 

 投資事業有限責任組合出資 

 企業再建ファンド信託受益権 

 

40,460 

9,332 

5,000 

計 54,792 

 

 

前第３四半期連結会計期間末（平成17年２月28日現在） 

 有価証券 

  その他有価証券で時価のあるもの                           （単位：千円） 

 取得原価 四半期連結貸借対照表計上額 差額 

株式 7,455 18,894 11.438 

合計 7,455 18,894 11,438 

   

 時価評価されていない有価証券の内容                         （単位：千円）  

 四半期連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

 非上場株式 

 投資事業有限責任組合出資 

 企業再建ファンド信託受益権 

 

22,660 

9,935 

5,000 

計 37,595 

 

 

前連結会計年度末 (平成17年５月31日現在) 

有価証券 

 その他有価証券で時価のあるもの                           （単位：千円） 

       取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

株式 7,455 19,819 12,363 

合計 7,455 19,819 12,363 

 

 時価評価されていない有価証券の内容                         （単位：千円） 

 連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

 非上場株式 

 投資事業有限責任組合出資 

 企業再建ファンド信託受益権 

 

20,460 

9,704 

5,000 

計 35,164 

 

－  － 
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（デリバティブ取引関係） 

当第３四半期連結会計期間末（平成18年２月28日） 

取引の時価等に関する事項 

記載すべきデリバティブ取引はありません。 

なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

前第３四半期連結会計期間末（平成17年２月28日） 

取引の時価等に関する事項 

記載すべきデリバティブ取引はありません。 

なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

前連結会計年度末 (平成17年５月31日) 

取引の時価等に関する事項 

記載すべきデリバティブ取引はありません。 

なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

 

（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、前第３四半期連結会計期間及び前連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次

のとおりであります。 

当第３四半期連結会計期間（自平成17年６月１日 至平成18年２月28日） （単位：千円）

 
人材派遣 

関連事業 

人材紹介

事  業

再 就 職    

支援事業
その他 計 

消  去 

又は全社 
連  結

売上高        

（１）外部顧客に対する売

上高 
2,430,635 58,333 526,395 133,458 3,148,822 － 3,148,822

（２）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
2,000 － － 6,045 8,045 （8,045） －

計 2,432,635 58,333 526,395 139,503 3,156,867 （8,045）3,148,822

営 業 費 用   2,251,336 25,347 443,294 128,268 2,848,247 221,713 3,069,960

営 業 利 益 181,298 32,985 83,100 11,235 308,620 （229,758） 78,861

 

 

前第３四半期連結会計期間（自平成16年６月１日 至平成17年２月28日） （単位：千円）

 
人材派遣 

関連事業 

人材紹介

事  業

再 就 職    

支援事業
その他 計 

消  去 

又は全社 
連  結

売上高        

（１）外部顧客に対する売

上高 
2,009,576 34,766 447,162 108,640 2,600,145 － 2,600,145

（２）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
10,316 － － 4,926 15,243 （15,243） －

計 2,019,892 34,766 447,162 113,567 2,615,388 （15,243）2,600,145

営 業 費 用  1,865,137 36,129 311,696 120,752 2,333,716 129,392 2,463,108

営業利益（損失） 154,754 △1,362 135,465 △7,185 281,672 （144,635） 137,036

 
 
 

－  － 
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前連結会計年度（自平成16年６月１日 至平成17年５月31日） （単位：千円）

 
人材派遣 
関連事業 

人材紹介
事  業

再 就 職    
支援事業

その他 計 
消  去 
又は全社 

連  結

売上高        

（１）外部顧客に対する売

上高 
2,775,237 52,536 623,532 164,879 3,616,186 － 3,616,186

（２）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
13,094 － － 6,619 19,713 (19,713) －

計 2,788,331 52,536 623,532 171,498 3,635,900 (19,713) 3,616,186

営 業 費 用   2,578,781 47,844 483,947 161,207 3,271,781 189,239 3,461,021

営 業 利 益   209,550 4,691 139,584 10,291 364,118 (208,953) 155,164

（注）１．事業区分の方法 

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．各区分に属する主な事業 

① 人材派遣関連事業…人材派遣事業、メディカル事業、アウトソーシング事業 

② 人材紹介事業………人材紹介事業 

③ 再就職支援事業……再就職支援事業 

④ その他………………ペイロール事業等 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用     

 当第３四半期
連結会計期間

前第３四半期
連結会計期間

前 連 結
会 計 年 度 主な内容 

消去又は全社の項目に含め
た配賦不能営業費用の金額 

229,863千円 144,723千円
当社の本社管理部門に係る
費用 

209,071千円

 

 

２．所在地別セグメント情報 

当第３四半期連結会計期間、前第３四半期連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域
に所在する連結子会社及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、前第３四半期連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため、
該当事項はありません。 

 

－  － 

 

15



（１株当たり情報） 

当四半期 

（平成18年５月期第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年５月期第３四半期） 
前連結会計年度 

１株当たり純資産額 97,676円95銭 １株当たり純資産額 92,639円21銭 １株当たり純資産額 89,129円25銭

１株当たり四半期純利益 8,902円54銭 １株当たり四半期純利益 17,561円63銭 １株当たり当期純利益 14,166円77銭

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益 
8,552円85銭 潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益 
16,989円17銭 潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
13,621円90銭

（注）１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（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。 

 
当四半期 

（平成18年５月期 

第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年５月期 

第３四半期） 

前連結会計年度 

１株当たり四半期(当期)純利益金額    

四半期(当期)純利益（千円） 41,806 80,783 67,667 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 2,500 

 （うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (2,500)

普通株式に係る四半期(当期)純利益（千

円） 
41,806 80,783 65,167 

期中平均株式数（千株） 4,696 4,600 4,600 

潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)

純利益金額 
   

四半期(当期)純利益調整額 － － － 

普通株式増加数(株) 192 155 184 

（うち新株予約権(株)） (192) (155) (184)

希薄化効果を有しないため潜在株式調整

後１株当たり四半期（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１種類 

（新株予約権の数400個）

 

  

 

－  － 
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（重要な後発事象） 

当四半期 

（平成18年５月期第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年５月期第３四半期） 
前連結会計年度 

重要な子会社株式の売却 

当社は、平成18年３月３日及び平成18

年４月７日開催の取締役会の決議に基づ

き、当社の子会社である株式会社エコ

ミックの株式を売却致しました。 

(1) 株式売却の理由 

平成18年４月４日に株式会社エコ

ミックが札幌証券取引所アンビ

シャス市場へ上場したため。 

 （2） 売却先 

札幌証券取引所アンビシャス市

場における売却  

   (3)  売却時期 

    平成18年４月４日 

    平成18年４月７日 

   (4)  当該子会社の事業内容及び当社

との取引内容 

    ①事業内容 

     ペイロール事業及び賃金コン

サルティング事業 

    ②取引内容 

     当社の給与計算委託並びに当

社からの人材派遣 

(5) 売却の概要 

売却価額        81,399千円 

売却株式数         335株 

売却益          53,512千円 

売却後の持分比率    62.6％ 

 

 本社移転 

①目的及び内容 

現状の事務所、カウンセリングスペー

ス及び研修施設では手狭になり質の高い

サービスを提供するには困難となったた

め、全体のスペース拡張を図ることを目

的として本社を移転することとし、新た

に定期建物賃貸借契約を締結するに至り

ました。 

②契約相手会社の名称 

株式会社 竹中工務店 

③契約締結の時期 

平成17年1月31日 

④当該事象の損益に与える影響 

 

 本社を移転することにより、第４四半

期会計期間に引越費用、現状復帰費用、

固定資産の除却損等特別損失及び一般管

理費合わせて39,360千円の計上を見込ん

でおります。 

－  － 
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当四半期 

（平成18年５月期第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年５月期第３四半期） 
前連結会計年度 

  平成17年７月28日開催の取締役会にお

いて、当社の役員及び従業員に対して、

新株予約権の付与を行うことを決議いた

しました。 

その概要は、下記のとおりであります。

  

(1) 発行した新株

予約権 

 

400個 

（新株予約権１個

につき１株） 

  

(2) 新株予約権の

目的となる株

式の種類及び

数 

普通株式 400株 

 

 

 

  
(3) 新株予約権の

発行価格 

無償 

 

  
(4) 新株予約権の

発行日 

平成17年７月28日 

 

  

(5) 権利行使時の

１株当たり払

込金額 

376,110円 

 

 

  

(6) 権利行使期間 

 

 

平成19年10月１日

から平成24年９月

30日まで 

  

(7) 行使の条件 ① 新株予約権の

割当を受けた者

は、権利行使時に

おいても当社又

は当社子会社の

役員もしくは従

業員の地位にあ

ることを要する。

ただし、定年退職

その他正当な理

由のある場合に

はこの限りでな

い。 

  

 ② 対象者の相続

人による新株予

約権の行使は認

められないもの

とする。ただし、

対象者が業務上

の災害等で死亡

した場合は、対象

者の相続人が新

株予約権を行使

することができ

るものとする。 

  

 ③ その他権利行

使の条件は、新株

予約権発行に関

する取締役会決

議に基づき、当社

と新株予約権を

受ける者との間

で締結される新

株予約権割当契

約に定めるとこ

ろによる。 

－  － 
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当四半期 

（平成18年５月期第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年５月期第３四半期） 
前連結会計年度 

  

(8) 消却の事由と

条件 

① 当社が消滅会

社となる合併契

約書が締結され

たとき、当社が完

全子会社となる

株式交換契約書

の議案並びに株

式移転の議案に

つき株主総会で

承認されたとき

は、新株予約権は

無償で消却する

ことができる。 

  

 ② 新株予約権者

が権利行使をす

る前に、(7)①に

規定する条件に

該当しなくなっ

たため新株予約

権を行使できな

かった場合、当該

新株予約権につ

いては無償で消

却することがで

きる。 

  

(9) 有利な条件の

内容 

当社の役員及び

従業員に対し新株

予約権を無償で発

行した。 

  

(10) 新株予約権の

割当を受ける

者及び発行数 

当社役員 ５人  168個

当社従業員 90人  232個

合計     95人  400個

 

 

－  － 
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平成18年５月期  第３四半期財務・業績の概況（個別） 
 

    平成18年４月14日 

上場会社名 キャリアバンク株式会社 （コード番号：4834 札証）

（ＵＲＬ http://www.career-bank.co.jp ）   

問 合 せ 先       代表者役職・氏名 代表取締役社長 佐藤 良雄 ＴＥＬ：（011）251－3373 

       責任者役職・氏名 取締役管理部長 美濃 孝二 

               

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 会計処理における簡便な方法の採用の有無及びその内容 ： 有 

    税金費用の計算については、当年度の見積実効税率を用いて計算しております。 

② 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

    

 

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                                （千円未満切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％
平成18年５月期第３四半期 2,383,065 (22.4) 29,894 (△66.9) 33,827 (△61.3) 21,561 (△55.6)

平成17年５月期第３四半期 1,947,659 (33.9) 90,384 (354.3) 87,462 (355.6) 48,507 (339.5)

(参考)17年５月期 2,693,821 (35.8) 81,726 (93.3) 79,920 (92.4) 27,594 (14.5)

 

 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５月期第３四半期 4,591 41 4,411 06

平成17年５月期第３四半期 10,545 04 10,201 30

(参考)17年５月期 5,998 80 5,768 07

（注）１．期中平均株式数 18年第３四半期 4,696株 17年第３四半期 4,600株 17年５月期 4,600株 

２．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率 

 

(2) 財政状態の変動状況                                （千円未満切捨） 

 総 資 産 株 主 資 本      株主資本比率 
１株当たり 
株 主 資 本      

 千円 千円 ％ 円 銭
平成18年５月期第３四半期 1,136,692 384,994 33.9 81,809 37 

平成17年５月期第３四半期 891,026 376,303 42.2 81,805 08 

(参考)17年５月期 870,107 355,941 40.9 77,378 65 

（注）期末発行済株式数 18年第３四半期 4,706株 17年第３四半期 4,600株 17年５月期 4,600株 

 

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） 

1株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益

中間 期末  

 百万円 百万円 百万円 円  銭 円  銭 円  銭
通     期 3,244 55 30 － 1,500 00 1,500 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）6,576円09銭 

 

－  － 

 

 

1



４．四半期貸借対照表 

 

％ ％ ％

Ⅰ

１． 現金及び預金 202,560 168,436 34,123 177,647

２． 売掛金 546,465 371,352 175,113 315,488

３． その他 24,820 26,133 △ 1,313 28,463

貸倒引当金 △ 284 △ 807 522 △ 753

773,561 68.0 565,115 63.4 208,446 36.9 520,844 59.9

Ⅱ

※１ 19,249 1.7 10,917 1.2 8,332 76.3 22,504 2.6

9,785 0.9 9,408 1.1 376 4.0 12,284 1.4

(1) 投資有価証券 74,624 56,489 18,134 54,983

(2) 関係会社株式 216,965 216,965 － 216,965

(3) その他 45,824 35,408 10,416 45,802

貸倒引当金 △ 3,318 △ 3,277 △ 40 △ 3,277

334,096 29.4 305,585 34.3 28,510 9.3 314,473 36.1

363,131 32.0 325,911 36.6 37,219 11.4 349,262 40.1

1,136,692 100.0 891,026 100.0 245,666 27.6 870,107 100.0

Ⅰ

１． 買掛金 22,183 14,281 7,902 11,971

２． 短期借入金 300,000 － 300,000 －

３． 一

％

年以内返済予定
長期借入金

４． 未払費用 176,669 137,296 39,372 144,248

５． 未払法人税等 5,577 26,667 △ 21,090 20,152

６． 未払消費税等 ※２ 26,756 31,903 △ 5,146 37,391

７． その他 17,839 21,372 △ 3,532 37,679

629,022 55.3 311,517 35.0 317,505 101.9 331,439 38.1

Ⅱ

１． 長期借入金 116,677 196,673 △ 79,996 176,674

２． その他 5,998 6,532 △ 534 6,052

122,675 10.8 203,205 22.8 △ 80,530 △ 39.6 182,726 21.0

751,697 66.1 514,723 57.8 236,974 46.0 514,166 59.1

Ⅰ 237,456 20.9 230,500 25.9 6,956 3.0 230,500 26.5

Ⅱ 資本剰余金

１． 資本準備金 44,456 37,500 6,956 37,500

44,456 3.9 37,500 4.2 6,956 18.6 37,500 4.3

Ⅲ 利益剰余金

１． 利益準備金 2,070 1,380 690 1,380

２． 四半期（当期）
未処分利益

95,234 8.4 101,486 11.3 △ 6,251 △ 6.2 80,573 9.3

Ⅳ 7,847 0.7 6,817 0.8 1,030 15.1 7,368 0.8

384,994 33.9 376,303 42.2 8,691 2.3 355,941 40.9

1,136,692 100.0 891,026 100.0 245,666 27.6 870,107 100.0

93,164 100,106 △ 6,941 79,193

（単位：千円）

構成比

流動資産合計

固定資産

（資産の部）

金　額

　第３四半期末）

前年同四半期

（平成18年５月期 （平成17年５月期

 科　　目 増減率

３．投資その他の資産

構成比 金　額金　額

資本合計

流動負債合計

構成比

79,996

（負債の部）

流動負債

79,996 79,996

投資その他の資産合計

－

その他有価証券評価差額金

固定資産合計

（資本の部）

資本金

資本剰余金合計

利益剰余金合計

負債及び資本合計

金　額

資産合計

固定負債

固定負債合計

負債合計

１．有形固定資産

２．無形固定資産

流動資産

前 事 業 年 度 の
要約貸借対照表

増　　減

当四半期

　第３四半期末）

期　　別 

－  － 
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５．四半期損益計算書 

 

％ ％ ％ ％

Ⅰ 2,383,065 100.0 1,947,659 100.0 435,405 22.4 2,693,821 100.0

Ⅱ 1,893,640 79.5 1,493,380 76.7 400,260 26.8 2,105,587 78.2

489,424 20.5 454,279 23.3 35,145 7.7 588,234 21.8

Ⅲ 459,530 19.3 363,894 18.7 95,635 26.3 506,507 18.8

29,894 1.2 90,384 4.6 △ 60,490 △ 66.9 81,726 3.0

Ⅳ ※１ 23,239 1.0 16,755 0.9 6,483 38.7 22,424 0.9

Ⅴ ※２ 19,306 0.8 19,678 1.0 △ 371 △ 1.9 24,230 0.9

33,827 1.4 87,462 4.5 △ 53,634 △ 61.3 79,920 3.0

Ⅵ ※３ 5,082 0.2 968 0.1 4,113 424.6 968 0.0

Ⅶ ※４  － －      4,999 0.3 △ 4,999 －     26,701 1.0

38,910 1.6 83,431 4.3 △ 44,521 △ 53.4 54,188 2.0

※５ 17,349 0.7 34,924 1.8 △ 17,575 △ 50.3 26,593 1.0

21,561 0.9 48,507 2.5 △ 26,945 △ 55.6 27,594 1.0

71,603 51,598 20,004 51,598

93,164 100,106 △ 6,941 79,193

 科　　目

特別損失

売上原価

　売上総利益

販売費及び一般管理費

　営業利益

期　　別 

　四半期（当期）未処分利益

　法人税、住民税及び事業税

　四半期（当期）純利益

営業外収益

営業外費用

　経常利益

特別利益

　税引前四半期（当期）純利益

　前期繰越利益

百分比増減率

売上高

　第３四半期） 　第３四半期）

金　額 金　額金　額 百分比

前 事 業 年 度 の
要約損益計算書

増　　減（平成17年５月期
前年同四半期

（平成18年５月期

金　額 百分比

当四半期

（単位：千円）

－  － 
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(四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項)   

期  別 
 
項  目 

当四半期 

（平成18年５月期第３四半期）

前年同四半期 

（平成17年５月期第３四半期）
前事業年度 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式 

   移動平均法による原価

法を採用しております。 

 ② その他有価証券 

   時価のあるもの 

    第３四半期決算日の市

場価格等に基づく時価法

を採用しております。

(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) 

   時価のないもの 

    移動平均法による原価

法を採用しております。

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式 

同左 

 ② その他有価証券 

   時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

 

   時価のないもの 

同左 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式 

   移動平均法による原価

法を採用しております。 

 ② その他有価証券 

   時価のあるもの 

    決算日の市場価格等

に基づく時価法を採用

しております。(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) 

   時価のないもの 

同左 

 (2) デリバティブ 

  時価法を採用しておりま

す。 

(2) デリバティブ 

同左 

(2) デリバティブ 

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。 

 主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物付属設備 15年 

車両運搬具  ６年 

器具及び備品 ６年 

なお、取得価額が10万円

以上20万円未満の資産につ

いては、３年間で均等償却

する方法を採用しておりま

す。 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。 

 主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物付属設備 15年 

器具及び備品 ６年 

なお、取得価額が10万円以

上20万円未満の資産について

は、３年間で均等償却する方

法を採用しております。 

 

(1) 有形固定資産 

 定率法を採用しておりま

す。 

 主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物付属設備 15年 

車両運搬具  ６年 

器具及び備品 ６年 

なお、取得価額が10万円

以上20万円未満の資産につ

いては、３年間で均等償却

する方法を採用しておりま

す。 

 (2) 無形固定資産 

定額法を採用しておりま

す。ただし、営業権について

は毎期均等額（５年）を償却

しております。 

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

基づく定額法を採用しており

ます。 

 (2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

３．引当金の計上基準 貸倒引当金 

 債権等の貸倒損失に備える

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。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

同左 

－  － 
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期  別 
 
項  目 

当四半期 

（平成18年５月期第３四半期）

前年同四半期 

（平成17年５月期第３四半期）
前事業年度 

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

計処理を採用しております。 

同左 同左 

５.ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

    繰延ヘッジ処理を採用し

ております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ① ヘッジ手段 

      金利スワップ取引 

 ② ヘッジ対象 

    借入金利息 

(3) ヘッジ方針 

    当社は借入金の金利変動

リスクを回避する目的で対象

物の範囲内に限定しておりま

す。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法

    ヘッジ手段の変動額の累

計額とヘッジ対象の変動額の

累計額を比較して有効性の判

定をしております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ① ヘッジ手段 

同左 

 ② ヘッジ対象 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

(4) ヘッジの有効性評価の方法

同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ① ヘッジ手段 

同左 

 ② ヘッジ対象 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

(4) ヘッジの有効性評価の方法

同左 

６.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 

 消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式を採用し

ております。 

消費税等の会計処理 

同左 

 

 

   消費税等の会計処理 

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） 

当四半期 

（平成18年５月期第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年５月期第３四半期） 
前事業年度 

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当第３四半期会計期間より、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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（表示方法の変更）     

当四半期 

（平成18年５月期第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年５月期第３四半期） 

 （四半期貸借対照表） 

証券取引法及び証券取引法施行令が改正され、投資事業有

限責任組合に対する出資は、証券取引法上の有価証券として

取り扱われることとなったことから、「出資金」のうち証券

取引法上の有価証券に該当するもの（前第３四半期会計期間

9,792千円 当第３四半期会計期間9,935千円）については、

当第３四半期会計期間より投資その他の資産の「投資有価証

券」として表示しております。 

また、前第３四半期会計期間において区分掲記しておりまし

た投資その他の資産「出資金」（当第３四半期会計期間10千

円）は、資産の総額の100分の５以下であり重要性がないた

め、当第３四半期会計期間から投資その他の資産の「その

他」に含めて表示することに変更いたしました。 

 

 

（追加情報） 

当四半期 

（平成18年５月期第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年５月期第３四半期） 
前事業年度 

 「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成15年法律第９号）が平成15年３月

31日に公布され、平成16年４月１日以後

に開始する事業年度より外形標準課税制

度が導入されたことに伴い、当第３四半

期会計期間から「法人事業税における外

形標準課税部分の損益計算上の表示につ

いての実務上の取扱い」（平成16年２月

13日企業会計基準委員会実務対応報告第

12号）に従い、法人事業税の付加価値割

及び資本割については、販売費及び一般

管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が

2,655千円増加し、営業利益、経常利益

及び税引前第３四半期純利益が2,655千

円減少しております。 

 「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成15年法律第９号）が平成15年３月

31日に公布され、平成16年４月１日以後

に開始する事業年度より外形標準課税制

度が導入されたことに伴い、当事業年度

から「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算上の表示についての実務

上の取扱い」（平成16年２月13日企業会

計基準委員会実務対応報告第12号）に従

い、法人事業税の付加価値割及び資本割

については、販売費及び一般管理費に計

上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が

3,463千円増加し、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益が3,463千円減少して

おります。 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係）     

当四半期 

（平成18年５月期第３四半期末） 

前年同四半期 

（平成17年５月期第３四半期末） 
前事業年度末 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

         6,164千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

         4,371千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

         4,117千円 

※２．消費税等の取扱い ※２．消費税等の取扱い ※２． 

 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。 

同左  

３．偶発債務 

債務保証  

次の関係会社について、金融機

関からの借入に対し債務保証を

行っております。 

保証先 金額(千円) 内容 

㈱ｾｰﾙｽｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ 25,954 借入債務 

計 25,954 ― 
 

３．偶発債務 

債務保証  

次の関係会社について、金融機

関からの借入に対し債務保証を

行っております。 

保証先 金額(千円) 内容 

㈱ｾｰﾙｽｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ 39,970 借入債務 

計 39,970 ― 
 

３．偶発債務 

債務保証  

次の関係会社について、金融機

関からの借入に対し債務保証を

行っております。 

保証先 金額(千円) 内容 

㈱ｾｰﾙｽｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ 36,466 借入債務 

計 36,466 ― 
 

 

（四半期損益計算書関係）     

当四半期 

（平成18年５月期第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年５月期第３四半期） 
前事業年度 

※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 ※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取賃貸料 7,476千円 受取賃貸料 15,514千円 受取賃貸料 18,572千円

受取配当金 2,581千円   

    投資有価証券売却益 12,154千円   

※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 ※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 4,921千円 支払利息 4,163千円 支払利息 5,657千円

賃借料 7,476千円 賃借料 15,514千円 賃借料 18,572千円

株式上場費用 5,104千円   

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの 

投資有価証券売却益 4,999千円 投資有価証券売却益 968千円     投資有価証券売却益 968千円

※４．  ※４．特別損失のうち主要なもの  ※４．特別損失のうち主要なもの 

  投資有価証券評価損 4,999千円    投資有価証券売却損 1,560千円

      投資有価証券評価損 4,999千円

       本社移転費用 20,141千円

※５．第３四半期会計期間における税金

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。 

※５．    同左  ※５．  

６．減価償却実施額 ６．減価償却実施額 ６．減価償却実施額 

有形固定資産 3,255千円 有形固定資産 1,752千円 有形固定資産 2,928千円

無形固定資産 2,499千円 無形固定資産 1,991千円 無形固定資産 2,714千円
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（リース取引関係）     

当四半期 

（平成18年５月期第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年５月期第３四半期） 
前事業年度 

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 

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 

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．借主側 １．借主側 １．借主側 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額相

当額及び第３四半期末残高相当額 

(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 

(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

 

 取得価額

相 当 額 

減価償却 

累 計 額 

相 当 額 

第３四半 

期末残高 

相 当 額 

有形固 

定資産 
15,408千円 12,791千円 2,617千円 

無形固 

定資産 
4,600  4,063  536   

合 計 20,008  16,854  3,153   

(2) 未経過リース料第３四半期末残高相

当額等 

  未経過リース料第３四半期末残高相

当額 

 
取得価額

相 当 額

減価償却

累 計 額

相 当 額

第３四半

期末残高

相 当 額

有形固

定資産
21,384千円 16,406千円 4,977千円

無形固

定資産
4,600  3,143  1,456  

合 計 25,984  19,550  6,434  

(2) 未経過リース料第３四半期末残高相

当額 

   

 
取得価額

相 当 額 

減価償却 

累 計 額 

相 当 額 

期末残高

相 当 額

有形固

定資産
21,384千円 17,218千円 4,165千円

無形固

定資産
4,600   3,373   1,226  

合 計 25,984   20,592   5,392  

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

 １年内 2,080千円   １年内 5,849千円   １年内 4,028千円  

 １年超 1,194      １年超 3,275    １年超 2,657   

 合 計 3,275     合 計 9,124    合 計 6,685   

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額、支払利

息相当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

(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 2,428千円   支払リース料 3,570千円   支払リース料 4,722千円  

 減価償却費相当額 2,238     減価償却費相当額 3,226    減価償却費相当額 4,268   

 支払利息相当額 92     支払利息相当額 222    支払利息相当額 269   

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

(5) 利息相当額の算定方法 (5) 利息相当額の算定方法 (5) 利息相当額の算定方法 

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、

各期への配分方法については、利息法

によっております。 

同左 同左 

２． ２．貸主側 ２．貸主側 

 未経過リース料第３四半期末残高相

当額 

未経過リース料期末残高相当額 

    １年内 2,578千円   １年内 1,074千円  

    １年超 －    １年超 －   

    合 計 2,578    合 計 1,074   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はあ

りません。 

（注) 上記はすべて転貸リース取引に係

る貸主側の未経過リース料第３四半

期末残高相当額であります。 

なお、当該転貸リース取引はおお

むね同一の条件で第三者にリースし

ているため、ほぼ同額の残高が上記

の借主側の未経過リース料第３四半

期末残高相当額に含まれておりま

す。 

 

（注) 上記はすべて転貸リース取引に係

る貸主側の未経過リース料期末残高

相当額であります。 

なお、当該転貸リース取引はおお

むね同一の条件で第三者にリースし

ているため、ほぼ同額の残高が上記

の借主側の未経過リース料期末残高

相当額に含まれております。 
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（有価証券関係） 

  当第３四半期会計期間、前第３四半期会計期間及び前事業年度のいずれにおいても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） 

当四半期 

（平成18年５月期第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年５月期第３四半期） 
前事業年度 

１株当たり純資産額 81,809円37銭 １株当たり純資産額 81,805円08銭 １株当たり純資産額 77,378円65銭

１株当たり四半期純利益 4,591円41銭 １株当たり四半期純利益 10,545円04銭 １株当たり当期純利益 5,998円80銭

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益 
4,411円06銭 潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益 
10,201円30銭 潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
5,768円07銭

（注）１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（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。 

  （単位：千円）

 

当四半期 

（平成18年５月期 

第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年５月期 

第３四半期） 

前事業年度 

１ 株 当 た り 四 半 期 (当 期 )純 利 益 金 額    

四半期（当期）純利益 21,561 48,507 27,594 

普通株主に帰属しない金額 － －  －  

普通株式に係る四半期（当期）純利益 21,561 48,507 27,594 

期中平均株式数（株） 4,696 4,600 4,600 

潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)

純利益金額 
   

 四半期(当期)純利益調整額 － － － 

 普通株式増加数(株) 192 155 184 

  （うち新株予約権(株)） (192) (155) (184) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり四半期（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１種類 

（新株予約権の数400個） 
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（重要な後発事象） 

当四半期 

（平成18年５月期第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年５月期第３四半期） 
前事業年度 

重要な子会社株式の売却 

当社は、平成18年３月３日及び平成18

年４月７日開催の取締役会の決議に基づ

き、当社の子会社である株式会社エコ

ミックの株式を売却致しました。 

(1) 株式売却の理由 

平成18年４月４日に株式会社エコ

ミックが札幌証券取引所アンビ

シャス市場へ上場したため。 

 （2） 売却先 

札幌証券取引所アンビシャス市

場における売却  

   (3)  売却時期 

    平成18年４月４日 

    平成18年４月７日 

   (4)  当該子会社の事業内容及び当社

との取引内容 

    ①事業内容 

     ペイロール事業及び賃金コン

サルティング事業 

    ②取引内容 

     当社の給与計算委託並びに当

社からの人材派遣 

(5) 売却の概要 

売却価額        81,399千円 

売却株式数         335株 

売却益          53,512千円 

売却後の持分比率    62.6％ 

 

 本社移転 

①目的及び内容 

現状の事務所、カウンセリングスペー

ス及び研修施設では手狭になり質の高い

サービスを提供するには困難となったた

め、全体のスペース拡張を図ることを目

的として本社を移転することとし、新た

に定期建物賃貸借契約を締結するに至り

ました。 

②契約相手会社の名称 

株式会社 竹中工務店 

③契約締結の時期 

平成17年1月31日 

④当該事象の損益に与える影響 

 

 本社を移転することにより、第４四半

期会計期間に引越費用、現状復帰費用、

固定資産の除却損等特別損失及び一般管

理費合わせて39,360千円の計上を見込ん

でおります。 
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当四半期 

（平成18年５月期第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年５月期第３四半期） 
前事業年度 

  平成17年７月28日開催の取締役会にお

いて、当社の役員及び従業員に対して、

新株予約権の付与を行うことを決議いた

しました。 

その概要は、下記のとおりでありま

す。 

  

(1) 発行した新株

予約権 

 

400個 

（新株予約権１個

につき１株） 

  

(2) 新株予約権の

目的となる株

式の種類及び

数 

普通株式 400株 

 

 

 

  
(3) 新株予約権の

発行価格 

無償 

 

  
(4) 新株予約権の

発行日 

平成17年７月28日 

 

  

(5) 権利行使時の

１株当たり払

込金額 

376,110円 

 

 

  

(6) 権利行使期間 

 

 

平成19年10月１日

から平成24年９月

30日まで 

  

(7) 行使の条件 ① 新株予約権の

割当を受けた者

は、権利行使時

においても当社

又は当社子会社

の役員もしくは

従業員の地位に

あることを要す

る。ただし、定

年退職その他正

当な理由のある

場合にはこの限

りでない。 

  

 ② 対象者の相続

人による新株予

約権の行使は認

められないもの

と す る 。 た だ

し、対象者が業

務上の災害等で

死 亡 し た 場 合

は、対象者の相

続人が新株予約

権を行使するこ

とができるもの

とする。 

  

 ③ その他権利行

使の条件は、新

株予約権発行に

関する取締役会

決議に基づき、

当社と新株予約

権を受ける者と

の間で締結され

る新株予約権割

当契約に定める

ところによる。 

－  － 
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当四半期 

（平成18年５月期第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年５月期第３四半期） 
前事業年度 

  

(8) 消却の事由と

条件 

① 当社が消滅会

社となる合併契

約書が締結され

たとき、当社が

完全子会社とな

る株式交換契約

書の議案並びに

株式移転の議案

につき株主総会

で承認されたと

きは、新株予約

権は無償で消却

することができ

る。 

  

 ② 新株予約権者

が権利行使をす

る前に、(7)①に

規定する条件に

該当しなくなっ

たため新株予約

権を行使できな

かった場合、当

該新株予約権に

ついては無償で

消却することが

できる。 

  

(9) 有利な条件の

内容 

当社の役員及び

従業員に対し新株

予約権を無償で発

行した。 

  

(10) 新株予約権の

割当を受ける

者及び発行数 

当社役員 ５人  168個

当社従業員 90人  232個

合計     95人  400個

 

 

－  － 
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