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１．平成18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 2,779 22.0 202 49.4 186 38.2

17年３月期 2,278 － 135 － 135 －

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 130 154.3 8,179 98 － － 31.3 19.4 6.7

17年３月期 51 － 3,756 14 － － 19.1 19.1 5.9

（注）①持分法投資損益 18年３月期 －百万円 17年３月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年３月期 14,844株 17年３月期 12,241株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 1,087 493 45.4 30,035 78

17年３月期 837 339 40.5 24,578 87

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 16,140株 17年３月期 13,590株

(3）連結キャッシュ・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３月期 120 △17 56 525

17年３月期 86 △15 72 362

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 １社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19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

中間期 1,595 12 8

通　期 3,569 203 111

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　6,124円25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。実際の業績等は、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、上記予想に関する事項は添付資料の８ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、主に技術者派遣に特化したテクニカルアウトソーシング事業を行っております。テクニカルアウ

トソーシング事業については、主に製造業の開発部・設計部を対象としております。

　平成16年３月より製造現場業務への派遣解禁に伴い、製造現場業務への一般派遣事業（一般労働者派遣）も行って

おります。

　平成18年３月31日現在、国内においては東北・関東・中部・関西・九州に11拠点、韓国ソウル市において連結子会

社１拠点にて展開・運営しております。

１．テクニカルアウトソーシング事業について

　当事業は、機械設計、電気・電子設計、ソフトウエア開発分野を中心に専門技術を顧客企業に提供・支援する業

務の総称として位置づけております。

　当社の取引先業種（主に製造業）は多岐にわたっており、大別すると以下のとおりです。

①家電・ＡＶ機器装置　　②通信機器・装置　　③自動車、輸送機　　　　　④医療機器・装置

⑤情報機器　　　　　　　⑥半導体関連装置　　⑦航空・宇宙機器　　　　　⑧産業用機器・装置

⑨その他電子部品応用機器　　　⑩情報処理（ソフトウエア開発）

テクニカルアウトソーシング事業の契約形態については以下のとおりです。

　当社が、顧客企業とテクニカルアウトソーシング事業をすすめる際に、顧客企業と取り交す契約には、「労働者

派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」（以下、「派遣法」という。）に

基づき、厚生労働大臣より「一般労働者派遣事業」の許可を受けて行う「派遣契約」と「請負契約、業務委託契約」

があります。

(１)人材派遣契約

　人材派遣契約は、派遣労働者の雇用者（当社）と使用者（派遣先企業）とが分離しており、派遣労働者は使用

者（派遣先企業）の指揮命令を受け、労働に従事いたします。

　当社（派遣元）、使用者（派遣先企業）、派遣労働者（当社社員）の関係を図示すると、次のようになります。

 

派遣労働者（正社員） （役務の提供） 使用者（派遣先企業） 

当社（派遣元） 

（派遣条件承諾） 

・仕事の内容 
・就業条件 
・教育研修 
・支払い条件 他 

（労働者派遣契約） 

・仕事の内容 
・労働条件 
・派遣料金 

雇用関係 

派遣料支払い 給与支払い 

指揮命令関係 

（正社員採用） 

(２)請負契約、業務委託契約

　一部顧客においては、請負契約または業務委託契約を締結しておりますが、人材派遣契約と異なり、当社が取

引先企業から業務を委託され、労働者の業務遂行指示その他の管理を当社が行い、仕事を完成させ成果物を納品

する形式や役務の提供を行う形式をとっております。

当社、取引先企業、請負労働者の関係を図示すると、次のようになります。

 （役務の提供） 

(      ) 
当社労働者（正社員） 取引先企業 

当社 

（請負条件承諾） 

・仕事の内容 
・就業条件 
・教育研修 
・支払い条件 他 

請負契約 
 業務委託契約  

・仕事の内容 
・成果物料金 

雇用契約 

給与支払い 

指揮命令関係 

請負料支払い 

成果物の納品 
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２．一般派遣事業について

当事業は、厚生労働大臣より「一般労働者派遣事業」（般13-010695）の許可を受けて行っております。

一般派遣事業の特徴は、当社が労働者を派遣する際、労働者をあらかじめ当社に登録させ、その既登録者の中か

ら派遣先企業の希望する条件に合致する労働者を選択・決定して、当社との間で期間を定めて雇用契約を締結した

上（契約社員）で、派遣先企業へ派遣することであります。

なお、派遣労働者は、派遣先企業において、派遣先企業の指揮命令を受けて労働に従事することになります。

　一般派遣事業における当社（派遣元）、使用者（派遣先企業）、派遣労働者（当社社員）の関係を図示すると、

次のようになります。

 

派遣労働者（登録社員） 

（派遣条件承諾） 

・仕事の内容 
・就業条件 
・教育研修 
・支払い条件 他 

指揮命令関係 

（契約社員採用） 

（役務の提供） 使用者（派遣先企業） 

当社（派遣元） 

（労働者派遣契約） 

・仕事の内容 
・労働条件 
・派遣料金 

派遣料支払い 給与支払い 

期間を定めた雇用関係 

３．事業の流れ

［事業系統図］

　当社グループの事業系統図は以下のとおりであります。
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２．経営方針

 【経営の基本方針】

  　当社グループは、「技術者の地位向上と業界最高の収入を実現し創造的個人経営集団を形成させる」を経営理念

　として掲げ、知識に基づく知恵を扱う「技術商社」として、優れた日本の「匠」とともに、豊かな感性と柔らかな

　発想を兼ね備えた人材を育成し社会に貢献することを使命としています。

 　　当社は1996年の創業以来、高度なスキルが必要とされる機械設計、電気・電子設計、ソフトウェア設計の３分野

　を得意領域として、設計部門・研究開発部門等の上流工程の各プロセスにアウトソーシング事業を通じて、日本の

　ものづくりの一環を担ってまいりました。　

　　経営理念にもとづき、技術力だけではなく創造性豊かでかつ経営マインドを持った技術者を育成し、派遣という形

態を主体として各種メーカー、情報関連企業など様々な企業にサービスを提供し、自社を含めた日本の技術者のス

テータスを上げることを経営の基本としております。今後は、技術提供の量・質面での顧客満足を達成するだけでは

なく、適正な収益確保を可能にする営業体制構築を図り、自社・顧客両社の満足度を高めていきます。

　また、新入社員研修を始め、中途社員研修、技術分野・レベル別研修、管理職研修、営業マン研修等、管理部門を

含めた社員のスキルアップを図ってまいります。

 　　当社グループは「スピードアンドシンプル」を社訓とし、お客様との経営資源の共有をより明確な形で実践し、

さらに付加価値の高いサービスの提供ができる「技術商社」を目指し、株主を始めとしたステークホルダーの皆様

に貢献するように努めてまいります。

【利益配分に関する方針】

　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。株主に対する利益還元を安定

的かつ継続的に行うとともに、産業界の急激な変化・発展に対応した収益基盤の強化・拡充と積極的な事業展開に

備えるための内部留保に努めることを基本としております。内部留保の使途につきましては今後も経営体質強化の

ため教育設備、運転資金等に充当していく予定です。

　今後の配当につきましては、業績の推移を見据えた上で将来的には配当性向50％を実現していきたいと考えてお

ります。

【投資単位の引下げに関する基本方針】

　　　当社は株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を資本政策上の重要な課題として認識しております。投資単位の

　　引き下げにつきましては、出来るだけ多くの投資家の方に当社株式を保有していただくため、株価の水準や取引高

　　等を考慮した上で慎重に対応してまいります。

 

  【目標とする経営指標】

　　  当社グループが目標とする経営指標としましては、一層の経営基盤強化実現のため、連結売上総利益率30％以

　　上、連結売上経常利益率10％以上の達成であります。それにより株主資本の充実を図り、株主の皆様方への利益

　　還元に努めてまいります。
 

 　【中長期的な会社の経営戦略】

 　　  知識に基づく知恵を扱う「技術商社」として世界に通ずる技術者集団を形成することを目標としております。

　   当社グループが考える「技術商社」とは、顧客企業からの技術ニーズを当社が持つ「技術者マップ」と「技術デー

 　  タベース」を駆使することでソリューションの提供を図り、顧客満足度を高めていくものであります。

　　 そのための方針としまして、下記の事項を検討しております。

　　 ①　技術者マップの構築

　　  　 当社技術者個々人のスキルデータはもとより、日本国内及び海外にいる技術者のスキルデータを収集し、幅広

   　　 い技術ニーズにも対応可能なように技術者の情報収集及び協力体制の構築を行ってまいります。

　　 ②　技術データベースの構築

　　　   機械設計、電気・電子設計、ソフトウエア開発の３分野の技術を、製品分野、要素技術、アウトプット等詳細

　　　　 に分類しデータベース化することにより、顧客企業のニーズへ対応してまいります。

　　 ③　提供技術の更なる高度化

　　　　 当社技術者に最先端の技術教育を施すことにより、専門性の高い技術ニーズにも対応可能な体制を実現してま

　　　 　ります。

　　 ④　事業規模の拡大

　　　　 株式公開を機に、より優秀で創造性のあふれる技術者を確保するため、技術者採用を強化してまいります。

　　　   そのために、国内拠点の増設、M＆A、海外への進出等を検討しております。
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　 【会社の対処すべき課題】

　当社グループの主要顧客である国内製造業では企業間競争に加え、グローバリゼーションの拡大、経営の効率化、

コスト競争力の追求をより一層強め、アウトソーシングの有効活用の動きが活発になっており、益々人材に対する需

要が高まると考えております。その中で、国際社会で熾烈な市場競争を行っているグローバル企業からは、さらに技

術の高度化、専門化、スピード化が求められる一方、コスト削減要請も厳しさを増すものと思われます。

　このような環境下で当社グループが更なる成長を実現するため、以下の事項を課題として認識し、対応してまいり

ます。

(1) 優秀な人材確保と技術者の市場価値向上

　技術者人材ビジネスの根幹をなす「優秀な人材」の確保は、当社グループビジネスの生命線であり、全力をあげ

て実施すべき施策であると考えております。

①市場ニーズを的確に捉えた技術教育・研修を組織的、計画的に実施し優秀な技術者の確保を行う。

②優秀な人材確保により技術者の市場価値向上を図り、さらにそれらを顧客と共有することにより、コストプレッ

シャーの打開策とする。

 

(2) 取引先企業の業種的偏りをなくすことにより、景気低迷時におけるリスクヘッジの回避

　今後一層の業容拡大を図るにあたり、特定業種、特定企業の収益動向に左右されない安定した幅広い顧客基盤を

開拓して行く必要があります。

　当社がターゲットとしているユビキタス関連市場（家電・情報通信機器関連）が広範囲な業種にまたがることで、

景気低迷時に特定の業種が不況に陥った場合においても、当社が受ける収益面でのリスクを最小限にすることが可

能であると考えております。

 

(3) 拠点開設等による急激な事業拡大における、コーポレートガバナンス及びコンプライアンスの徹底

　企業統治に関する企業責任の問題及び当社の業務形態において、機密厳守が生命線であることの意識付けを徹底

いたします。具体的には、入社時、派遣開始時、派遣技術者へ定期的に実施する労務懇談会時等で、定期的な調査

と管理を行い、訴訟などの不測の事態を未然に防止するよう管理体制の強化と徹底を行っております。

　また、経営の意思決定のチェック及び問題点の修正ができる経営体制を常に維持しております。具体的には、取

締役会及び監査役監査の実施等により、定期的に調査と管理を行っております。

 

(4) 一般派遣事業の強化

　平成16年３月の「派遣法」改正に伴う「物の製造業務」への派遣業務解禁により、前期より製造現場への一般派

遣を行っております。

　当社の主要取引先である製造業の開発部・設計部に留まらず、シナジー効果を狙った製造ラインへの派遣業務拡

大により、現場から設計・開発までの広範囲をカバーし、収益アップを図ってまいります。

 

(5) 知的財産権の強化

　開発・設計に携わる技術社員については、当社グループ外（顧客内）において新製品の特許、工業所有権等の知

的財産取得に携わるケースがあります。その際に取引顧客との知的財産権に関わる契約内容及び知的財産取得に携

わる社員が多いため就業規程を見直し、知的財産の保護及び係争防止を徹底して行っております。

 

(6) 個人情報管理の強化

　平成17年４月から「個人情報の保護に関する法律」の施行に伴い、当社グループ社員及び登録社員並びに臨時雇

用者の個人情報と当社に応募される技術者等の個人情報については、個人情報を取扱う管理社員との間で「個人情

報等機密保持契約」を締結しているほかに社内監査体制を強化することで、個人情報を適正に取扱い、個人の権利

利益を保護することに努めております。
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 　【コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況】

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営理念に掲げた「技術者の地位向上」の実現に

よる企業価値の増大と永続的存続を目指すために、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を講じていく

ことであり、経営上の最も重要な課題のひとつとして取組んでおります。

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

　当社は監査役制度を採用しております。コーポレート・ガバナンスの充実のために、株主総会の充実、取締役会

及び監査役の一層の機能強化を図るとともに、積極的かつ継続的な情報開示・ＩＲ活動に取組んでまいります。

　当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制は以下のとおりです。

 株 主 総 会 

取締役会 
（代表取締役社長、取締役） 

経営会議 
（代表取締役社長、取締役 

監査役、執行役員） 

監査法人 

協議 
重要事項の付議 

執行役員 

会計監査 

業務監査 
会計監査 

内部監査部門 
(社長室) 

内部監査 

指示・報告 

報告 

代表取締役社長 

検討・審議要請 

指示 
弁護士事務所 

助言 

選任・解任 選任・解任 

意見交換 

意見交換 

本社・各営業所 

報告 指示 

監査役協議会 
監査役 

 

①　当社は現在、取締役５名、監査役３名で構成されております。

②　当社は、経営事項の最終判断・決定の場として、取締役会を監査役出席のもと原則毎月一回以上開催しており、

必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。また、監査役、執行役員を加えての経営会議を原則毎月

一回以上開催し、執行役員より業務執行報告を受け、取締役会に付議する案件並びに会社運営の全般的執行方

針及び経営に関する重要事項について審議を行うなど、的確かつ迅速な意思決定と効率的な会社運営を行って

おります。

③　監査役は、取締役会の他、重要な会議に出席することにより取締役の職務遂行状況を把握し、また、重要書類・

帳票・稟議書等の閲覧及び各部門・拠点の実査を行い、定例監査役協議会を開き経営に対する監視の強化と取

締役への適宜助言を行っております。

④　当社は、内部統制の有効性及び実際の業務遂行状況について、内部監査担当である社長室３名が、社長室を除

く全部門を対象に業務監査を内部監査年間計画に基づき実施しております。なお、社長室の監査については、

代表取締役が指名したものにより実施されております。内部監査報告書は代表取締役、監査役に報告され、改

善計画により改善される仕組みになっております。

⑤　当社は、業務遂行状況に関する連絡・報告の場として、各拠点長・各部門長参加のもと原則毎月一回以上事業

部会議を開催し、実務レベルでの情報共有を図っております。なお、事業部会議の場には、内部監査担当であ

る社長室長が同席し、ルールに基づいた業務遂行が適正になされているかのチェックを行っております。

⑥　当社は意思決定の迅速化と外部環境の変化に的確に対応すべく、平成18年5月1日付で執行役員制度を導入いた

しました。取締役会と執行役員の責任を分離・明確化することにより、それぞれの機能強化を図っております。
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⑦　当社は、リスク管理及びコンプライアンスの徹底を図るため、各役員を中心に機密情報の漏洩等に関するリス

クの予防と発生時対応体制に努めております。特にコンプライアンスの徹底については、社員の入社時、派遣

開始時、定期的に行う労務懇談時、社員旅行時等、全社員に意識付けを図るため頻繁に行っております。

⑧　当社は、法律問題全般の助言と指導を受けるため、弁護士事務所と顧問契約を結んでおります。また、あずさ

監査法人と契約を締結し、会計監査を受けております。

(3) 役員報酬の内容

　当社の取締役に対する報酬の内容は、平成18年３月期において総額66,262千円で使用人給与相当額が12,142千円

であります。

　監査役に対する報酬の内容は、同期において総額15,150千円であります。

(4) 監査報酬の内容

　当社が、あずさ監査法人と締結した公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬の内容は、平成18年

３月期における総額は10,000千円であります。

(5) 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　該当事項はありません。

(6) 会計監査の状況

ａ. 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名

指定社員・業務執行社員　公認会計士　　渡邉宣昭（あずさ監査法人）

指定社員・業務執行社員　公認会計士　　都甲孝一（あずさ監査法人）

ｂ. 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　　　　２名

その他　　　　  　６名

 　 (7）親会社等に関する事項

　　　　該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態

 【当期の概況】

　   当期におけるわが国経済は、原油高等のマイナス要因があったものの、ここ数年の過剰設備問題の解決による企業

   収益が個人消費にも波及しており、景気は国内民間需要に支えられた回復基調で推移いたしました。

     当社グループが主力事業とするテクニカルアウトソーシング事業においては、電機・精密機械関連、自動車関連の

   企業を中心として製品開発や設備投資が活発になっており、開発期間短縮により必要に応じた人材の要求、技術の専

   門性の高度化、スピード化等、より専門性と付加価値の高い人材が求められております。

　   当社グループはこのニーズに応えるべく、人材確保の為、今までの豊富な経験を生かした的確な技術者の採用及び

   新卒者を含めた技術者に対しての研修・教育体制を一段と強化してまいりました。会社経営のノウハウを習得し、実

   践を通じてゼネラリストとしての視点を持つ技術者を育成することを目的に創設されたプレマネージャー制度も５期

   目を迎える等、技術者本位の教育制度の拡充を図り、多様な顧客ニーズに応じた付加価値の創造に努めてまいりまし

   た。

　   また、前期の韓国子会社の設立に続き、平成17年4月には九州地区での事業拡大を目的に福岡営業所を開設する等、

   事業規模の拡大を図ってまいりました。

　   これらの結果、当期の連結売上高は2,779百万円（前年同期比22.0％増）、連結経常利益は186百万円（38.2％増）

   となりました。連結当期純利益は韓国子会社において顧客企業の開拓及び技術者の採用が計画を下回ったものの、

 　テクニカルアウトソーシング事業のシナジー効果により、日本国内の自動車関連メーカーからの受託業務も入る等プ

　 ラス要因もあり当期純損失額が25百万円減ったことにより130百万円（前年同期比154.3％増)となりました。

  

 　事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりです。

 　　①　テクニカルアウトソーシング事業

 　　　　自動車関連の顧客企業からの技術者ニーズの高まったことにより、連結子会社を含めた売上高は2,546百万円（前

年同期比15.2％増）となりました。

 　　②　一般派遣事業

 　　　　製造現場業務への一般派遣が解禁されたことに伴い、平成16年2月に豊田営業所を開設いたしました。当期は派

遣登録者の確保に苦戦したものの高単価の派遣者が多かったこともあり、売上高は232百万円（前年同期比

248.2％増）となりました。

 　所在地別セグメントの業績は以下のとおりです。

 　　①　日本

 　　　　主力であるアウトソーシング事業が自動車関連を中心とした製造メーカーにて順調に推移したため、売上高は

　　　　 2,682百万円（前年同期比18.6％増）、営業利益は205百万円（26.3％増）となりました。　

 　　②　韓国

 　　　　子会社設立２年目であることと韓国内での技術者採用が伸び悩んだものの、顧客企業の開拓も徐々に進んでき

　　　　 たこともあり、売上高は96百万円（前年同期比503.0％増）、営業損失は3百万円（前年同期営業損失27百万

　　　 　円）となりました。　

 【次期の見通し】

  当社グループは、「技術商社」ジェイテック実現のため、優秀な技術者の確保及び先端技術を含めた技術力向上を念

頭に置き、当社が更に飛躍していくための基盤整備として社内体制強化及び教育・研修設備の充実、新拠点増設を推進

していきたいと考えております。

  平成1９年３月期における通期の業績見通しにつきましては、以下のとおりであります。

（連結業績見通し）

売上高は3,569百万円、営業利益は218百万円、経常利益は203百万円、当期純利益111百万円と予想しております。

（個別業績見通し）

売上高3,376百万円、営業利益207百万円、経常利益192百万円、当期純利益100百万円と予想しております。
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 【財政状態】

(1) 財政状態の分析

①　資産

　資産合計は、1,087,470千円（前年同期比29.8％増）となりました。

　流動資産は、972,541千円（前年同期比30.6％増）となりました。主な要因は主力事業であるテクニカルアウト

ソーシング事業の人材派遣契約に掛かる売上高増加に伴う、現金・預金及び売掛金等の増加によるものであります。

　固定資産は、114,929千円（前年同期比23.4％増）となりました。主な要因は、営業用の車両運搬具及び工具器

具及び備品、投資有価証券等の増加であります。

②　負債

　負債合計は、593,810千円（前年同期比19.1％増）となりました。

　流動負債は、551,785千円（前年同期比18.3％増）となりました。主な要因は、従業員の増加に伴う未払金、未

払費用、賞与引当金等の増加及び当期純利益の増加に伴う未払法人税等の増加によるものであります。

　固定負債は、42,024千円（前年同期比31.0％増）となりました。主な要因は従業員の増加に伴う退職給付引当

金の増加によるものであります。

③　資本

　資本合計は、493,660千円（前年同期比45.5％増）となりました。主な要因は新株予約権の行使に伴う資本金、

資本剰余金の増加及び当期純利益130,420千円の計上による利益剰余金の増加であります。

(2) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

①　キャッシュ・フロー

　営業活動によるキャッシュ・フローでは、訴訟和解金55,000千円の収入等に伴い税金等調整前当期純利益が増

加したことより、120,393千円（前年同期比39.6％増）の収入となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローでは、営業用の車両運搬具及び工具器具及び備品等の有形固定資産の取得

及び敷金及び保証金の差入等により、17,119千円（前年同期比10.1％増）の支出となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期借入金の増加及び株式の発行により29,906千円の収入が発生し

たこと等に伴い、56,187千円（前年同期比22.4％減）の収入となりました。

　以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は525,655千円（前年同期比45.0％増）

となりました。

②　資金需要

　当社の資金需要の主なものは、当社技術社員に伴う人件費等であります。

(3) 経営成績の分析

①　連結売上高

　当連結会計年度の売上高は、2,779,157千円（前年同期比22.0％増）となりました。

　テクニカルアウトソーシング事業について、国内においては、2,450,026千円（前年同期比11.6％増）となりま

した。

　また、韓国においては、連結子会社は設立２年目であることやアウトソーシングビジネスが韓国市場に浸透し

ていないこと等の要因により、96,358千円（前年同期比503.0％増）となりました。

　その結果、テクニカルアウトソーシング事業の連結売上高は2,546,385千円（前年同期比15.2％増）となりまし

た。

　一方、製造現場への一般派遣事業の売上高は、派遣登録者の確保に苦戦したものの、高単価での派遣が実現出

来たこともあり、232,772千円（前年同期比248.2％増）となりました。

②　連結売上総利益

　当連結会計年度の売上総利益は、国内において新入社員の早期派遣及び技術者の稼働率が好調さを維持したこ

ともあり、連結売上総利益率は27.1％となり、752,964千円（前年同期比22.2％増）となりました。

③　連結販売費及び一般管理費

　連結販売費及び一般管理費は、550,583千円（前年同期比14.5％増）となりました。

　主な要因としては、技術者採用強化のための人員等の増強及び国内の内部体制強化のための費用の増加による

ものです。

④　連結営業利益

　連結営業利益は連結売上高の増加、連結売上総利益の増加などにより、連結営業利益率が7.3％となり、202,380

千円（前年同期比49.4％増）となりました。

⑤　連結営業外損益及び連結経常利益
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　当連結会計年度の連結営業外損益は、連結営業外収益2,590千円（前年同期比19.0％増）、連結営業外費用18,035

千円（前年同期比657.4％増）となりました。連結営業外費用増加の主要因は株式公開関連費用17,070千円の支出

等に伴うものです。

　以上の結果、連結経常利益は186,935千円（前年同期比38.2％増）となりました。

⑥　連結特別損益

　連結特別利益については、55,585千円となりました。連結特別利益の発生原因は、訴訟和解金55,000千円の収

入等の計上に伴うものです。

⑦　連結当期純利益

　連結当期純利益は、法人税、住民税及び事業税が122,096千円となり、また繰延税金資産の計上に伴う法人税等

調整額9,996千円の計上により、130,420千円（前年同期比154.3％増）となりました。
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 【事業等のリスク】

　以下において当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性をもった主な事項を記載しております。

また、当社グループとして必ずしも事業遂行上のリスクとは考えていない事項につきましても、投資家の投資判断上

あるいは当社グループの事業を理解いただく上で重要であると考えられる事項については、投資家に対する情報開示

の観点から開示しております。

　なお、本文中における将来に関する事項は、提出日現在における当社の判断に基づくものであります。

 

１　当社グループの事業環境に関するリスク

(1) 派遣事業を取り巻く環境について

　当社グループが行うテクニカルアウトソーシング事業、一般派遣事業を取り巻く事業環境においては、企業構

造改革に伴い、外部資源の有効活用の動きが活発となり、人材への需要は今後一層高まると考えられます。一方

で人材要請の内容は高度化、専門化、スピード化してきており、またコスト削減の要請も強まってきております。

当社が行うテクニカルアウトソーシング事業は、技術革新の速い分野の業務が多く当社グループが有する技術者

の保有スキルが顧客企業のニーズと合わず陳腐化し、競争力が低下した場合には経営成績に影響を及ぼす可能性

があります。

(2) 法的規制について

　当社グループの主な事業であるテクニカルアウトソーシング事業及び一般派遣事業は、「派遣法」の適用を受

けております。

　「派遣法」においては、派遣契約の内容や派遣元が構ずべき措置などが定められているほか、同一の業務に同

一の派遣労働者を受け入れることができる期間について、ソフトウエア開発等の一定の業務等を除く一般的な業

務については原則として１年間に限るという制限があります。当社グループのテクニカルアウトソーシング事業

においては、機械設計、電気・電子設計、ソフトウエア開発が主な業務であるため、かかる制限の適用を受けな

い場合が多いと考えておりますが、業務内容によってはかかる制限の適用を受ける可能性があります。

　この「派遣法」については、平成11年12月に派遣対象業務が一部業種を除き原則自由化されたのに続き、平成

16年３月には上記一般的な業務についての派遣期間が条件付きで１年から３年に延長することが可能となり、ま

た、「物の製造業務」への労働者派遣の解禁等、数年の間で規制緩和が急速に進んでおります。

　相次ぐ規制緩和により、今後派遣市場の拡大は見込まれる反面、市場に参入してくる企業も増え、企業間での

競争が激化すると考えております。

　規制緩和の一方で、顧客企業で受け入れている派遣者への雇用申込義務が制定されました。常用雇用者を派遣

対象とした特定派遣事業の場合でも、同一顧客先に３年以上派遣されている場合で、顧客企業が新規に雇用しよ

うとする場合には、まず初めにその派遣者に対して顧客企業から雇用の申込をする義務が生ずることとなります。

この規制に関する当社の対応如何によっては当社グループの事業運営に影響を及ぼす可能性があります。

　また、新たに法規制緩和や改正が行われ、これが当社グループの事業運営に不利な影響を及ぼすものであった

場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

２　当社グループの事業に関するリスク

(1) 人材確保について

　当社グループが行う派遣業務は、より優秀な人材の確保が非常に重要となります。人材確保については、ＩＴ

を駆使した広告宣伝、当社グループを希望した技術者リストの再フォローの徹底、若年者でかつ設計業務未経験

者の研修強化等、全力をあげて取組んでおりますが、技術者の採用が計画どおり進まない場合、当社グループの

経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社グループは、今後の業容拡大に伴い、運営・管理に適した人材採用が必要であると考えており、中

途採用による即戦力となりうる人材確保に努めております。また、社員に対するストックオプション制度の導入

を行うこと等により、従業員の定着を図っております。

　しかしながら、今後当社グループが必要とする人材が適宜確保できない場合や技術社員が多数退社した場合に

は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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(2) 知的財産権について

　開発・設計に携わる技術社員については、取引先内（顧客企業内）において新製品の特許、工業所有権等の知

的財産取得に携わるケースがあります。その際に取引顧客に知的財産権を帰属させることを求められる場合があ

り、当社グループとしては技術社員との契約等においてこの点に関する対処を行っておりますが、何らかの理由

で取引顧客との間で知的財産権の帰属につき紛争等が生じた場合には当社グループの経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。また、業務遂行上（特に請負形態の業務）、第三者の知的財産権を侵害していない旨の保証等

を顧客企業から求められる可能性があり、当社グループとしてはこの点に配慮して業務を遂行しておりますが、

何らかの理由により第三者の知的財産権を侵害したとして紛争等が生じた場合は、当社グループの経営成績に影

響を及ぼす可能性があります。

(3) 業績の季節変動について

　当社グループが行うテクニカルアウトソーシング事業、特に人材派遣契約に基づく事業について、上半期は新

入社員の教育・研修等に掛かる費用が増加し、下半期は新入社員が取引先に派遣稼働するため、上半期に比べ下

半期の業績（特に利益）が上向く傾向があります。前連結会計年度及び当連結会計年度の業績は以下のとおりで

あります。なお、参考として個別の数値も掲載しております。

連結 
第９期（平成17年３月期） 第10期（平成18年３月期）

上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期

売上高(千円)

(構成比)　(％)

―

―

―

―

2,278,005

(100.0)

1,354,507

(48.7)

1,424,650

(51.3)

2,779,157

(100.0)

営業利益(千円)

(構成比)　(％)

―

―

―

―

135,460

(100.0)

84,403

(41.7)

117,977

(58.3)

202,380

(100.0)

経常利益(千円)

(構成比)　(％)

―

―

―

―

135,257

(100.0)

81,692

(43.7)

105,242

(56.3)

186,935

(100.0)

 　　　 （注) １.上記金額には、消費税等は含まれておりません。

              ２.第９期は中間連結決算を行っていないため、上半期及び下半期については表示しておりません。

        （参考）

 個別
第９期（平成17年３月期） 第10期（平成18年３月期）

上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期

売上高(千円)

(構成比)　(％)

1,070,995

(47.3)

1,191,031

(52.7)

2,262,026

(100.0)

1,319,639

(49.2)

1,363,159

(50.8)

2,682,799

(100.0)

営業利益(千円)

(構成比)　(％)

49,728

(30.6)

112,968

(69.4)

162,696

(100.0)

91,037

(44.3)

114,432

(55.7)

205,469

(100.0)

経常利益(千円)

(構成比)　(％)

50,124

(31.0)

111,761

(69.0)

161,886

(100.0)

88,730

(47.0)

100,099

(53.0)

188,830

(100.0)

（注) １.上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 　　　　　　 ２.第９期の上半期については、あずさ監査法人の監査を受けておりません。　 

(4) 特定の業界への取引先集中について

　テクニカルアウトソーシング事業については、取引先企業の業績・景気動向等に応じて企業からの受注量が特

定の業界に偏る場合があります。

　当社グループについては、当連結会計年度における業界ごとの売上比率で見ると、自動車・輸送機関連39.7％、

精密機器関連37.7％と偏りがあります。これらの業界の業況が悪化した場合、取引先企業から契約途中で解約さ

れ、当社グループが次の取引先の確保を迅速かつ適切にできない場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可

能性があります。

(5) 請負契約、業務委託契約について

　当社グループが行うテクニカルアウトソーシング事業の契約形態には、「派遣契約」と「請負契約、業務委託

契約」があります。請負契約、業務委託契約については、仕事の遂行や完成を約束し、その仕事の成果に対して

対価を支払う形態になっております。

　従いまして、請負契約、業務委託契約（同契約における平成18年３月期のテクニカルアウトソーシング事業の

売上比率27.8％）の場合には成果物の瑕疵担保責任や製造物責任等の追及を受ける可能性があります。
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３　その他当社グループに関するリスクについて

(1) 子会社について

　連結子会社㈱ジェイテック・エンジニアス・カンパニーにおいては設立して２年を経過し、徐々に韓国現地法

人や工場を持つ日系企業と連携を持ちながら事業展開を進めておりますが、文化の違いや日韓両国の関係の変化

等により採用面、営業面で事業が計画どおり進まない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、今後韓国内の法的規制（人材派遣に係わる法律を含む）より、これが連結子会社の事業運営に不利な影

響を及ぼすものであった場合、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

(2) 情報管理について

　当社グループは、情報管理につきまして間接部門の社員はもとより技術社員においても情報管理の意識付け及

び指導・教育を徹底させ、計画的に内部監査を実施することにより情報管理の強化を図っております。

　しかしながら、取引先内（顧客企業内）にて勤務する派遣技術者が知り得た顧客情報で、例えば製品・試作品

などの設計図面、顧客内の機密データ等の不正持ち出し、またはメールでの誤送信等の過失により機密情報が外

部へ漏洩した場合や、当社グループ内の従業員及び当社グループへの応募者並びに取引先を含めた顧客等の個人

情報が故意または過失により外部へ流出し、当社グループの管理責任問題と法律的リスク（訴訟等）が生じた場

合、当社グループの社会的信用等を失墜させることになり、当社グループの事業に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 競合について

　人材派遣事業の市場は、従事する事業者が多数存在し、また派遣法の許認可の取得を除けば大きな参入障壁も

なく、新規の参入も多いのが現状であります。その中で当社グループの主業務である技術者派遣事業も同業他社

は多数存在いたします。

　そのような環境下において、当社がユビキタス関連分野に特化したテクニカルアウトソーシング事業を展開し

ていること等を強みとして活かし、今後も事業の強化を図ってまいりますが、競合の状況如何によっては、当社

グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、同業他社間において、シェア獲得を目的に派遣単価の引き下げが行われ、その取引価格が取引先企業に

定着した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 新株予約権行使による株式価値希薄化について

　当社は平成13年６月27日開催の定時株主総会に基づき新株引受権を付与しております。また、平成14年６月20

日開催の定時株主総会特別決議及び平成14年６月22日開催の取締役会決議と平成15年６月28日開催の定時株主総

会特別決議及び同日開催の取締役会決議と平成16年６月26日開催の定時株主総会特別決議及び同日開催の取締役

会決議に基づき、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定によるストックオプション（新株予約権）も付与し

ており、当該議決に基づく潜在株式数は提出日現在で795株であります。また、今後も株主総会の承認が得られる

範囲内において、このようなストックオプションの付与を継続する方針であります。そのため、これらのストッ

クオプションの行使がなされた場合には、当社株式価値の希薄化による影響を受けることになります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度末

（平成17年３月31日）
当連結会計年度末

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   362,522   525,655   

２．売掛金   294,278   342,620   

３．繰延税金資産   73,946   80,051   

４．その他   15,539   26,300   

貸倒引当金   △1,725   △2,086   

流動資産合計   744,562 88.9  972,541 89.4 227,979

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1)建物  4,991   4,991    

減価償却累計額  △1,497 3,494  △1,928 3,063   

(2)車両運搬具  1,471   10,073    

減価償却累計額  △705 766  △2,757 7,315   

(3)工具器具及び備品  13,922   21,545    

減価償却累計額  △9,216 4,705  △11,717 9,828   

有形固定資産合計   8,967 1.1  20,207 1.9 11,240

２．無形固定資産         

(1)ソフトウエア   2,317   1,393   

(2)その他   305   305   

無形固定資産合計   2,622 0.3  1,699 0.2 △923

３．投資その他の資産         

(1)投資有価証券   29,458   39,173   

(2)繰延税金資産   7,279   7,236   

(3)敷金及び保証金   44,835   46,611   

投資その他の資産合計   81,572 9.7  93,021 8.5 11,448

固定資産合計   93,163 11.1  114,929 10.6 21,765

資産合計   837,725 100.0  1,087,470 100.0 249,745
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前連結会計年度末

（平成17年３月31日）
当連結会計年度末

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   －   185   

２．短期借入金 ※３  24,902   59,751   

３．未払金   129,457   152,197   

４．未払費用   49,406   61,177   

５．未払法人税等   75,200   78,835   

６．未払消費税等   36,322   35,919   

７．預り金   8,925   13,658   

８．賞与引当金   140,979   150,061   

９．その他   1,216   －   

流動負債合計   466,408 55.7  551,785 50.7 85,377

Ⅱ　固定負債         

１．退職給付引当金   28,085   40,024   

２．預り保証金   4,000   2,000   

固定負債合計   32,085 3.8  42,024 3.9 9,938

負債合計   498,494 59.5  593,810 54.6 95,315

（少数株主持分）         

少数株主持分   － －  － － －

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※１  132,250 15.8  147,251 13.5 15,001

Ⅱ　資本剰余金   82,250 9.8  97,249 8.9 14,999

Ⅲ　利益剰余金   114,850 13.7  231,403 21.3 116,552

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  4,690 0.6  10,471 1.0 5,780

Ⅴ　為替換算調整勘定   5,357 0.6  7,453 0.7 2,095

Ⅵ　自己株式 ※２  △168 △0.0  △168 △0.0 －

資本合計   339,230 40.5  493,660 45.4 154,429

負債、少数株主持分及び
資本合計

  837,725 100.0  1,087,470 100.0 249,745
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(2）連結損益計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   2,278,005 100.0  2,779,157 100.0 501,152

Ⅱ　売上原価   1,661,611 72.9  2,026,193 72.9 364,582

売上総利益   616,393 27.1  752,964 27.1 136,570

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※  480,933 21.2  550,583 19.8 69,650

営業利益   135,460 5.9  202,380 7.3 66,919

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  595   224    

２．受取配当金  470   627    

３．助成金収入  700   －    

４．為替差益  －   1,038    

５．その他  411 2,177 0.1 699 2,590 0.1 412

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  1,648   804    

２．新株発行費償却  732   94    

３．公開関連費用  －   17,070    

４.その他  － 2,381 0.1 64 18,035 0.7 15,654

経常利益   135,257 5.9  186,935 6.7 51,677

Ⅵ　特別利益         

　１．投資有価証券売却益  193   －    

　２．訴訟和解金  －   55,000    

　３．固定資産受贈益  － 193 0.0 585 55,585 2.0 55,391

Ⅶ　特別損失         

１．退職給付費用  11,417 11,417 0.5 － － － △11,417

税金等調整前当期純利益   124,034 5.4  242,520 8.7 118,486

法人税、住民税及び事業
税

 97,989   122,096    

法人税等調整額  △25,236 72,752 3.1 △9,996 112,099 4.0 39,347

少数株主利益   － －  － － －

当期純利益   51,281 2.3  130,420 4.7 79,139
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(3）連結剰余金計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

（資本剰余金の部）       

Ⅰ　資本剰余金期首残高   35,000  82,250 47,250

Ⅱ　資本剰余金増加高       

１．増資による新株の発行  47,250 47,250 14,999 14,999 △32,250

Ⅲ　資本剰余金期末残高   82,250  97,249 14,999

       

（利益剰余金の部）       

Ⅰ　利益剰余金期首残高   73,963  114,850 40,887

Ⅱ　利益剰余金増加高       

１．当期純利益  51,281 51,281 130,420 130,420 79,139

Ⅲ　利益剰余金減少高       

１．配当金  6,119  8,567   

２．役員賞与  4,275 10,394 5,300 13,867 3,473

Ⅳ　利益剰余金期末残高   114,850  231,403 116,552
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純利益  124,034 242,520  

減価償却費  4,202 5,948  

受取利息及び配当金  △1,066 △851  

支払利息  1,648 804  

訴訟和解金  － △55,000  

賞与引当金の増減額  29,385 9,082  

新株発行費償却  732 94  

売上債権の増減額（△増加額）  △68,617 △47,506  

退職給付引当金の増減額  20,059 11,749  

未払金の増減額  28,154 22,659  

未払費用の増減額  9,110 11,200  

未払消費税等の増減額  2,514 △1,500  

預り金の増減額  2,998 4,732  

預り保証金の返還による支出  △2,000 △2,000  

役員賞与の支払額  △4,275 △5,300  

その他  △405 △12,864  

小計  146,476 183,769 37,292

利息及び配当金の受取額  1,066 851  

利息の支払額  △1,624 △766  

訴訟和解金の受取額  － 55,000  

法人税等の支払額  △59,703 △118,461  

営業活動によるキャッシュ・フロー  86,214 120,393 34,178
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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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △6,320 △15,959  

無形固定資産の取得による支出  － △145  

投資有価証券の取得による支出  △3,290 －  

投資有価証券の売却による収入  615 －  

敷金及び保証金の差入による支出  △9,359 △4,797  

敷金及び保証金の返還による収入  2,811 3,782  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △15,544 △17,119 △1,575

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の増減額  △15,108 34,849  

株式の発行による収入  93,767 29,906  

配当金の支払額  △6,119 △8,567  

自己株式の取得による支出  △147 －  

財務活動によるキャッシュ・フロー  72,393 56,187 △16,205

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  5,357 3,671 △1,685

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  148,420 163,132 14,712

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  214,101 362,522 148,420

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 362,522 525,655 163,132

     

－ 19 －



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　　１社

連結子会社の名称

㈱ジェイテック・エンジニアス・カン

パニー

連結子会社の数　　　１社

連結子会社の名称

㈱ジェイテック・エンジニアス・カン

パニー

２．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の事業年度の末日は、連結

決算日と一致しております。

　　　　　　　同左

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

 

 

有価証券

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

（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。

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

移動平均法による原価法によってお

ります。

　　時価のないもの

同左

(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

　　定率法によっております。

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

ついては定額法によっております。

　　主な耐用年数

　　　建物　　　　　　　　　10～15年

　　　車両運搬具　　　　　　　　４年

　　　工具器具及び備品　　　３～10年

(イ) 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日以降取得

した建物（建物附属設備は除く）に

ついては定額法によっております。

　　主な耐用年数

　　　建物　　　　　　　　　10～15年

　　　車両運搬具　　　　　　４～５年

　　　工具器具及び備品　　　３～10年

 

 

(ロ) 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エアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。

(ロ) 無形固定資産

　　

　同左

(3) 繰延資産の処理方法

 

新株発行費

　支出時に全額費用として処理しておりま

す。

新株発行費

 　　　　　　　同左

(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

　従業員の賞与の支給に備えるため、

将来の支給見込額のうち当連結会計年

度の負担額を計上しております。

(ロ) 賞与引当金

 　　　　　　同左
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 

 

(ハ) 退職給付引当金

　当社及び連結子会社において、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、費用計上しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数による定額

法により按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理すること

としております。

(ハ) 退職給付引当金

 同左

 

(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) その他連結財務諸表作成

のための基本となる重要

な事項

　消費税等の会計処理

　　税抜方式によっております。

　消費税等の会計処理

 　　　　　　同左

４．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。

 　　　　　　同左

５．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分または損失処理について、連結会計

年度中に確定した利益処分または損失処

理に基づいて作成しております。

 　　　　　　同左

６．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
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　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

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

─────  (固定資産の減損に係る会計基準)

　当連結会計年度より「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

準委員会　平成15年10月31日　企業会計基準適用指針第

６号）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

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１　当社の発行済株式総数は、普通株式13,590株であり

ます。

※１　当社の発行済株式総数は、普通株式16,140株であり

ます。

※２　当社が保有する自己株式の数は、普通株式3.9株で

あります。

※２　当社が保有する自己株式の数は、普通株式3.9株で

あります。

※３　当社においては運転資金の効率的な調達を行うため

取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

※３　当社においては運転資金の効率的な調達を行うため

取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

当座貸越極度額 100,000千円

借入実行残高 －

差引額 100,000千円

当座貸越極度額 100,000千円

借入実行残高 15,000千円

差引額 85,000千円

（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※　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。

※　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。

役員報酬 61,885千円

従業員給与手当 149,327千円

賞与引当金繰入額 11,821千円

退職給付費用 1,777千円

地代家賃 71,497千円

減価償却費 4,202千円

役員報酬 81,774千円

従業員給与手当 184,379千円

賞与引当金繰入額 13,610千円

退職給付費用 2,604千円

地代家賃 73,489千円

減価償却費 4,681千円

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※　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18年３月31日現在）

現金及び預金 362,522千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
－

現金及び現金同等物 362,522千円

現金及び預金 525,655千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
　　　　　－ 

現金及び現金同等物 525,655千円
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①　リース取引

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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

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、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

ソフトウエア 4,893 3,343 1,549

合計 4,893 3,343 1,549

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

ソフトウエア 4,157 3,672 485

合計 4,157 3,672 485

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額等

１年内 1,001千円

１年超 592千円

合計 1,594千円

１年内 503千円

１年超 －千円

合計 503千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 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

支払リース料 1,021千円

減価償却費相当額 978千円

支払利息相当額 36千円

支払リース料 867千円

減価償却費相当額 831千円

支払利息相当額 16千円

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

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。

５．利息相当額の算定方法

 　　　　　　　　同左

 

 

 （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。

②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

取得原価
（千円）

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）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1)株式 3,789 8,755 4,966 2,929 10,936 8,007

(2)債券 ― ― ― ― ― ―

(3)その他 8,638 13,089 4,451 8,638 19,933 11,294

小計 12,427 21,845 9,417 11,567 30,869 19,302

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1)株式 3,281 2,448 △　832 4,141 2,630 △1,511

(2)債券 ― ― ― ― ― ―

(3)その他 ― ― ― ― ― ―

小計 3,281 2,448 △　832 4,141 2,630 △1,511

合計 15,709 24,294 8,585 15,709 33,499 17,790
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２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

(1)その他有価証券

（非上場株式）
5,163 5,673

３．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

615 193 － － － －

③　デリバティブ取引

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりませ

んので、該当事項はありません。

 　　　　　　　　同左

④　退職給付

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１. 採用している退職給付制度の概要

　当社グループは、退職一時金制度を採用しております。

１. 採用している退職給付制度の概要

 　　　　　　　同左

２. 退職給付債務に関する事項 ２. 退職給付債務に関する事項

 (1) 退職給付債務(千円) 33,278  (1) 退職給付債務(千円) 46,925

 

(2) 未積立退職給付債務(千円) 33,278  (2) 未積立退職給付債務(千円) 46,925

(3) 未認識数理計算上の差異(千円) △ 5,193  (3) 未認識数理計算上の差異(千円) △ 6,900

(4) 連結貸借対照表計上額純額(千円) 28,085  (4) 連結貸借対照表計上額純額(千円) 40,024

(5) 退職給付引当金(千円) 28,085  (5) 退職給付引当金(千円) 40,024

３. 退職給付費用に関する事項 ３. 退職給付費用に関する事項

 (1) 勤務費用(千円) 7,151  (1) 勤務費用(千円) 10,037

 (2) 利息費用(千円) 388  (2) 利息費用(千円) 635

 (3)
簡便法から原則法への変更差異(千

円)
11,417  (3)

数理計算上の差異の費用処理額(千

円)
649

 (4) 簡便法による計上額(千円) 1,510  (4) 簡便法による計上額(千円) 3,173

 計(千円) 20,467  計(千円) 14,496

４. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 (1) 期間配分方法
勤務期間を基準とする方

法
 (1) 期間配分方法

勤務期間を基準とする方

法

 (2) 割引率 ２％  (2) 割引率 ２％

 (3) 数理計算上の差異 ７～８年  (3) 数理計算上の差異 ７～８年
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⑤　税効果会計

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別内訳

繰延税金資産(流動)   

賞与引当金損金算入否認 60,309 千円

未払事業税 6,669 千円

賞与引当金に係る法定福利費否

認
6,269 千円

貸倒引当金損金算入否認 698 千円

繰延税金資産純額（流動） 73,946 千円

   

繰延税金資産(固定)   

退職給付引当金損金算入否認 10,922 千円

繰越欠損金 7,488 千円

計 18,411 千円

評価性引当金 △7,938 千円

小計 10,472 千円

繰延税金負債(固定)   

その他有価証券評価差額金 3,193 千円

繰延税金資産純額(固定) 7,279 千円

繰延税金資産(流動)   

賞与引当金損金算入否認 64,534 千円

未払事業税 6,795 千円

賞与引当金に係る法定福利費否

認
7,908 千円

貸倒引当金損金算入否認 813 千円

繰延税金資産純額（流動） 80,051 千円

   

繰延税金資産(固定)   

退職給付引当金損金算入否認 15,617 千円

繰越欠損金 7,345 千円

計 22,963 千円

評価性引当金 △8,599 千円

小計 14,364 千円

繰延税金負債(固定)   

その他有価証券評価差額金 7,127 千円

繰延税金資産純額(固定) 7,236 千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

と主な差異原因

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

と主な差異原因

法定実効税率 40.5％  

(調整)   

交際費等永久に損金に算入できな

い項目
1.9％

 

住民税均等割額 2.8％  

留保金課税 4.2％  

評価性引当金の増減 8.7％  

その他 0.6％  

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
58.7％

 

法定実効税率 40.5％  

(調整)   

交際費等永久に損金に算入できな

い項目
1.8％

 

住民税均等割額 1.5％  

留保金課税 2.1％  

評価性引当金の増減 0.3％  

その他 0.0％  

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
46.2％

 

－ 26 －



⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

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）

　テクニカルアウトソーシング事業の売上高、営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金

額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　テクニカルアウトソーシング事業の売上高、営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金

額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

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）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める

割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める

割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

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）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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⑦　関連当事者との取引

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）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容
取引の内
容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び個

人主要株主
藤本　彰 ― ―

当社代表取

締役社長

(被所有)

直接　39.6

― ―

不動産賃

借契約に

対する債

務被保証

(注)１

3,556

(注)２
― ―

リース債

務に対す

る債務被

保証

(注)１

1,536

(注)２

― ―

特定非営利

活動法人　

日本テクノ

マート理事

― ―

運営資金

の寄付

(注)３

　　2,600  ―  ―

 役員  小貝恭生 ― ―

特定非営利

活動法人　

日本テクノ

マート理事

長

 (被所有)

直接　1.9 

 

― ―

運営資金

の寄付

(注)３

　　2,600  ―  ―

個人主要

株主
藤本　信 ― ― 当社顧問

(被所有)

直接　33.8
― ―

顧問料

(注)４
3,600  ―  ―

　（注）１．当社は、不動産賃借契約、リース取引の一部に当社代表取締役社長藤本彰より債務保証を受けております。

なお、保証料の支払は行っておりません。また、上記債務保証につきましては、平成17年11月30日までに解

消しております。

　　　　２．取引金額はそれぞれ、不動産賃借契約に対する債務保証を受けた金額及び保証を受けたリース取引の未経過

リース料の期末残高相当額を記載しております。

　　　　３．当社代表取締役藤本彰及び取締役小貝恭生との取引は、特定非営利活動法人日本テクノマート理事として行っ

た取引であります。また、同法人への寄付につきましては、同法人からの寄付依頼によるものであります。

　　　　４．当社は、当社個人主要株主藤本信を顧問として顧問契約を締結しております。顧問料の支払につきましては、

業務内容に照らして公正妥当な金額を支給しております。なお、藤本信との顧問契約につきましては、平成

17年３月31日をもって解消しております。

　　　　５．上記の取引金額には消費税等は含まれておりません。
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当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容
取引の内
容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び個

人主要株主
藤本　彰 ― ―

当社代表取

締役社長 (被所有)

直接　49.1

― ―

不動産賃

借契約に

対する債

務被保証

(注)１

― ― ―

リース債

務に対す

る債務被

保証

(注)１

― ― ―

　（注）１．当社は、不動産賃借契約、リース取引の一部に当社代表取締役社長藤本彰より債務保証を受けております。

なお、保証料の支払は行っておりません。また、上記債務保証につきましては、平成17年11月30日までに解

消しております。
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（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 24,578.87円

１株当たり当期純利益金額 3,756.14円

１株当たり純資産額 30,035.78円

１株当たり当期純利益金額 8,179.98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、潜在株式は存在しておりますが、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記載してお

りません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在しておりますが、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記載してお

りません。

　（注）　１株当たり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。

 
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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当期純利益（千円） 51,281 130,420

普通株主に帰属しない金額（千円） 5,300 9,000

（うち利益処分による役員賞与金） (5,300) (9,000)

普通株式に係る当期純利益（千円） 45,981 121,420

期中平均株式数（株） 12,241 14,844

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要

平成13年６月27日株主総会決議の新株

引受権(ストックオプション)

平成13年６月27日株主総会決議の新株

引受権(ストックオプション)

行使価格(円) 9,804

対象株式数(株) 255

行使価格(円) 9,804

対象株式数(株) 153

平成14年６月20日株主総会決議の新株

予約権(ストックオプション)

平成14年６月20日株主総会決議の新株

予約権(ストックオプション)

行使価格(円) 9,804

対象株式数(株) 204

行使価格(円) 9,804

対象株式数(株) 153

平成14年９月27日株主総会決議の新株

予約権(ストックオプション)

平成15年６月28日株主総会決議の新株

予約権(ストックオプション)

行使価格(円) 11,765

対象株式数(株) 2,550

行使価格(円) 20,000

対象株式数(株) 399

平成15年６月28日株主総会決議の新株

予約権(ストックオプション)

平成16年６月26日株主総会決議の新株

予約権(ストックオプション)

行使価格(円) 20,000

対象株式数(株) 399

行使価格(円) 26,667

対象株式数(株) 90

平成16年６月26日株主総会決議の新株

予約権(ストックオプション)

行使価格(円) 26,667

対象株式数(株) 90
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（重要な後発事象）

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（新株予約権の行使について）

　平成17年10月３日に第２回新株予約権の権利行使がなさ

れたことにより、株式数等が次のとおり増加いたしました。

 （当社の株式上場及び新株式発行について）

　平成18年３月１日及び平成18年３月14日開催の取締役会

において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成18年

４月３日に払込が完了いたしました。

　この結果、平成18年４月３日付で資本金は223,751千円、

発行済株式総数は18,140株となっております。

株式数 2,550株

資本金 15,001千円

資本準備金 14,999千円

　これにより、平成17年10月３日の発行済株式総数は

16,140株、資本金は147,251千円、資本準備金は97,249千

円となっております。

①　募集方法 ：一般募集

(ブックビルディング方式に

よる募集)

②　発行する株式の種類及

び数

：普通株式　　　 2,000株

③　発行価格 ：１株につき　 110,000円

一般募集はこの価格にて行いました。

④　引受価額 ：１株につき　 101,200円

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払

込金として受取った金額であります。

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受

人の手取金となります。

⑤　発行価額 ：１株につき　　 76,500円

(資本組入額　　38,250円)

⑥　発行価額の総額 ：　　　　　　153,000千円

⑦　払込金額の総額 ：　　　　　　202,400千円

⑧　資本組入額の総額 ：　　　　　　 76,500千円

⑨　払込期日 ：平成18年４月３日

⑩　配当起算日 ：平成18年４月１日

⑪　資金の使途 ：教育研修施設費用等
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５．生産、受注及び販売の状況
(1) 生産実績

　当社グループの業務は、テクニカルアウトソーシング事業及び一般派遣事業であり、提供するサービスの性格上、

生産実績の記載になじまないため省略しております。

(2) 受注状況

　生産実績と同様の理由により、記載を省略しております。

(3) 販売実績

　当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメント

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

販売実績（千円） 前年同期比（％）

テクニカルアウトソーシング事業 2,546,385 15.2

 自動車・輸送機関連 1,010,112 37.3

 精密機器関連 958,807 4.1

 情報処理関連 359,241 25.1

 産業用機器関連他 218,223 △18.4

一般派遣事業 232,772 248.2

合計 2,779,157 22.0

　（注）１. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２. 最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

デンソーテクノ株式会社 － － 310,536 11.2
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