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平成18年６月期 第３四半期財務・業績の概況(非連結) 
平成18年５月12日

 
上場会社名 
（ＵＲＬ  

日本社宅サービス株式会社 
http://www.syataku.co.jp/） 

（コード番号：8945 東証マザーズ） 
 

   
問合せ先 代表者役職・氏名
     責任者役職・氏名

代表取締役社長 笹 晃弘 
取締役管理グループ長 池田彰二 

  
（ＴＥＬ：03-5229-8700） 

 
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６月期第３四半期財務・業績の概況(平成17年７月１日～平成18年３月31日) 
(1) 経営成績の進捗状況 (記載金額は百万円未満切捨て表示)

 売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

 
18年６月期第３四半期 
17年６月期第３四半期 

1,201
1,019

百万円 ％
17.8 
― 

172
173

百万円 ％
△0.7 

― 
145
172

百万円 ％ 
△15.8  

―  

 
73 
105 

百万円 ％
△30.1 

― 
(参考)17年６月期 1,368 41.5 192 42.9 192 44.3  111 15.7 
 

 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

 
18年６月期第３四半期 
17年６月期第３四半期 

円  銭
2,590  74 

  13,328  51 

円  銭
2,530  94  

―  
(参考)17年６月期 13,769  11  ―  
(注) ①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を示しております。 

        ②平成18年１月18付けで１株を３株に分割しておりますが、18年６月期第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、期首に分割が行われたものとして計算しております。 
 

［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、原油価格の継続的な高騰等の不安材料があるものの、アジア諸国向けの輸
出が高水準で推移し、長い景気拡大を支えています。こうした経済情勢の中で、当業界は依然として企業のアウト
ソーシングニーズは高く、不動産を持たない経営により借上げ社宅の市場は拡大傾向が続いている一方で、新規参
入企業の増加による競争が増しております。 
 当第３四半期は、前期に続き、大口先の受注、稼動実績もあり、受託件数の伸びは計画通り順調に推移しており
ます。営業面では、企業のニーズに合わせたコンサルティング活動に注力し、社宅にかかわるフルアウトソーシン
グサービスのフィールド拡大により、他社との差別化を図っております。また、業務提携により法人企業向けサー
ビス商品のラインアップを図っております。株式公開による反響と致しましては、問い合わせ件数の顕著な増加が
見られたこと及び信用力の増加により、当社の提供するアウトソーシングサービスの理解を深める好材料と受け止
めております。また、景気回復、団塊の世代大量定年退職を控え企業の求人状況が活発化したことに伴い、採用の
観点から社宅制度の見直しを行う企業が増加し、今後の受注活動にとって好材料と見込まれております。 
 これらの結果、当第３四半期の売上高は1,201,186千円、営業利益は172,394千円、経常利益は145,511千円、
第３四半期純利益は73,916千円となりました。 

 
(2) 財政状態の変動状況 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 
18年６月期第３四半期 
17年６月期第３四半期 

百万円
3,802      
2,792      

百万円
1,163      
712      

％ 
30.6   
25.5   

円  銭
38,926  15  
81,566  85  

(参考)17年６月期 1,932      719      37.2   82,353  60  
 

(3) キャッシュ・フローの状況 

 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

 
18年６月期第３四半期 
17年６月期第３四半期 

百万円
△1,328      
△1,038      

百万円
△239      
△32      

百万円 
1,840       
1,145       

百万円
927      
951      

(参考)17年６月期 △486      △36      300       654      
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［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 
 当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、927,260千円となりました。 
 当第３四半期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） 
当第３四半期において、営業活動の結果使用した資金は1,328,541千円となりました。これは、主に受託企業の

転勤手続が２～３月に集中したことに伴う営業立替金が1,344,995千円増加したことなど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） 
 当第３四半期において、投資活動の結果使用した資金は239,558千円となりました。これは、主に投資有価証券
の取得による支出152,108千円と事務所の増床に伴う設備投資及び業務効率化のための社内システム投資として有
形・無形固定資産を取得し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） 
 当第３四半期において、財務活動により得られた資金は1,840,701千円となりました。これは、主に短期借入金
の増加による収入1,496,163千円と東京証券取引所マザーズ市場への株式上場に伴う新株式の発行及び新株予約権
の行使による収入374,429千円によるものであります。 
 
 

3. 平成18年６月期の単体業績予想(平成17年７月1日～平成18年６月30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  
 

通     期 
百万円 

1,622       
百万円

214      
百万円

126   
    円 銭

   ― 
    円 銭 
 440 00 

円 銭
 440 00 

(参考) １株当たり予想当期純利益(通期) 4,216円16銭 
（平成18年１月18日付の株式分割１：３実施後の株式数29,885株を期末予想発行済株式数として算出しております。） 

 
［業績予想に関する定性的情報等］ 
   業績の見通しにつきましては、現時点においては平成17年９月２日発表の業績予想に変更はありません。当第

３四半期には、業容拡大に備え事務所増床、設備への投資を行なったことによりオペレーションセンターの体制強
化に備えましたが、借上げ社宅業務のアウトソーシング化の需要は変らずしっかりした基調にあり、当社は順調に
受注を伸ばしてきておりますので、今期の業績見通しは当初の計画になるものと予想されます。 

 
   なお、上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確定要因に関しての

仮定を前提としており、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。 
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４．四半期財務諸表 

（1）四半期貸借対照表 

  
前第３四半期会計期間末 

（平成17年３月31日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成18年３月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年６月30日） 

区分 
注記

番号
金額（千円） 

構成比

（％）
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  951,018 927,260  654,658 

２．売掛金  31,511 52,983  25,710 

３．営業立替金  1,680,635 2,461,818  1,116,823 

４．たな卸資産  3,791 17,397  9,079 

５．その他  41,638 40,693  34,698 

貸倒引当金  △1,712 △2,514  △1,142 

流動資産合計   2,706,882 96.9 3,497,638 92.0  1,839,828 95.2

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※１ 33,776 65,905  35,285 

２．無形固定資産  16,600 42,294  17,058 

３．投資その他の資産  34,943 197,112  40,407 

固定資産合計   85,320 3.1 305,312 8.0  92,751 4.8

資産合計   2,792,203 100.0 3,802,951 100.0  1,932,579 100.0
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前第３四半期会計期間末 

（平成17年３月31日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成18年３月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年６月30日） 

区分 
注記

番号
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

     

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．短期借入金  1,514,029 2,165,675  669,512 

２．未払金  105,706 140,354  117,658 

３．未払法人税等  90,227 31,059  91,003 

４．営業預り金  279,584 197,481  257,791 

５．賞与引当金  33,830 34,583  6,745 

６．役員賞与引当金  ― 15,637  17,070 

７．その他 ※２ 54,716 54,849  51,816 

流動負債合計   2,078,093 74.4 2,639,643 69.4  1,211,597 62.7

Ⅱ 固定負債   1,623 0.1 ― ―  1,623 0.1

負債合計   2,079,716 74.5 2,639,643 69.4  1,213,220 62.8

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   448,500 16.1 602,917 15.9  448,500 23.2

Ⅱ 資本剰余金     

 １．資本準備金  123,250 350,166  123,250 

  資本剰余金合計   123,250 4.4 350,166 9.2  123,250 6.4

Ⅲ 利益剰余金     

 １．第３四半期（当期）

未処分利益 
 138,163 207,060  144,411 

  利益剰余金合計   138,163 4.9 207,060 5.4  144,411 7.5

Ⅳ その他有価証券評価

差額金 
  2,573 0.1 3,164 0.1  3,196 0.1

資本合計   712,486 25.5 1,163,308 30.6  719,358 37.2

負債・資本合計   2,792,203 100.0 3,802,951 100.0  1,932,579 100.0
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（2）四半期損益計算書 

  

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年７月１日 

    至 平成17年３月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成18年３月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 

（自 平成16年７月１日 

    至 平成17年６月30日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   1,019,651 100.0 1,201,186 100.0  1,368,949 100.0

Ⅱ 売上原価   663,411 65.1 743,802 61.9  889,008 64.9

売上総利益   356,239 34.9 457,384 38.1  479,940 35.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費   182,656 17.9 284,990 23.7  286,970 21.0

営業利益   173,582 17.0 172,394 14.4  192,970 14.1

Ⅳ 営業外収益   171 0.0 299 0.0  258 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※１  835 0.0 27,181 2.3  1,005 0.1

経常利益   172,917 17.0 145,511 12.1  192,223 14.0

Ⅵ 特別損失 ※２  958 0.1 6,609 0.5  1,299 0.1

税引前第３四半

期(当期)純利益 
  171,958 16.9 138,902 11.6  190,924 13.9

法人税、住民税及

び事業税 
 86,655 72,338  86,417 

法人税等調整額  △20,418 66,237 6.5 △7,352 64,985 5.4 △7,463 78,954 5.7

第３四半期(当

期)純利益 
  105,721 10.4 73,916 6.2  111,970 8.2

前期繰越利益   32,441 133,143   32,441

第３四半期(当

期)未処分利益 
  138,163 207,060   144,411
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（3）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年７月１日 

至 平成17年３月31日）

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年３月31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７月１日 

至 平成17年６月30日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 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  171,958 138,902 190,924 

減価償却費  10,269 16,289 15,007 

繰延資産償却額  334 6,903 498 

貸倒引当金の増減額  1,395 1,372 825 

賞与引当金の増減額  25,216 27,838 △1,868 

役員賞与引当金の増減額  ― △1,432 17,070 

受取利息及び受取配当金  △20 △3 △54 

支払利息  4,700 3,229 6,122 

株式公開費用  ― 18,624 ― 

固定資産除却損  502 6,609 819 

投資有価証券評価損  ― 401 ― 

売上債権の増減額  △15,672 △27,272 △9,871 

営業立替金の増減額  △1,379,847 △1,344,995 △816,034 

たな卸資産の増減額  10,185 △8,318 4,897 

その他流動資産の増減額  3,818 3,408 △4,287 

未払消費税等の増減額  6,778 △7,269 9,021 

前受金の増減額  2,963 13,753 △4,012 

営業預り金の増減額  105,073 △60,310 83,281 

その他流動負債の増減額  22,657 23,740 30,521 

その他  △2,199 △6,659 △2,319 

小計  △1,031,885 △1,195,186 △479,460 

    利息及び配当金の受取額  20 0 54 

利息の支払額  △5,773 △3,738 △6,495 

法人税等の支払額  △529 △129,616 △531 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,038,167 △1,328,541 △486,432 

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  △23,513 △52,961 △24,198 

無形固定資産の取得による支出  △8,580 △31,140 △8,002 

有形固定資産の除却による支出  ― △1,813 ― 

投資有価証券の取得による支出  △381 △152,108 △441 

その他  △248 △1,533 △3,495 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △32,724 △239,558 △36,138 
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前第３四半期会計期間 

（自 平成16年７月１日 

至 平成17年３月31日）

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年３月31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７月１日 

至 平成17年６月30日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額  1,108,220 1,496,163 263,703 

長期借入金の返済による支出  △6,280 ― △6,280 

新株発行による収入  43,665 374,429 43,501 

株式公開に伴う支出  ― △18,624 ― 

配当金の支払額  ― △11,268 ― 

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,145,605 1,840,701 300,925 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ― ― ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  74,713 272,601 △221,646 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  876,304 654,658 876,304 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期末 

(期末)残高 
※ 951,018 927,260 654,658 
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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 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年７月１日 

    至 平成17年３月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年７月１日 

    至 平成17年６月30日） 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

(1)その他有価証券 

時価のあるもの 

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）を採用しております。

(1)その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

(1）その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用してお

ります。 

 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。 

 

時価のないもの 

同左 

 

時価のないもの 

同左 

 (2）たな卸資産 

仕掛品 

 ･･････個別法に基づく原価法を

採用しております。 

貯蔵品 

･･････最終仕入原価法に基づ

く原価法を採用してお

ります。 

 

(2）たな卸資産 

仕掛品 

同左 

 

貯蔵品 

同左 

 

 

(2）たな卸資産 

仕掛品 

同左 

 

貯蔵品 

同左 

 

２．固定資産の減価償却の

方法 

(1)有形固定資産 

  定率法を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

  建物 15年 

  工具器具備品 ５年～12年 

  また、取得価額10万円以上20万

円未満の少額減価償却資産につ

いては、支出時に費用処理してお

ります。 

 

(1)有形固定資産 

同左 

(1)有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

  なお、自社利用ソフトウェアに

ついては、社内における利用可能

期間（５年）に基づいております。

 

(2)無形固定資産 

同左 

 

(2)無形固定資産 

同左 
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項目 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年７月１日 

    至 平成17年３月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年７月１日 

    至 平成17年６月30日） 

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います。

(2）賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備える

ため、当第３四半期会計期間に

負担すべき支給見込額を計上し

ております。 

(3)           

 

(1）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(2）賞与引当金 

同左 

 

 

 

(3) 役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき、当第

３四半期会計期間末において

発生していると認められる額

を計上しております。 

(追加情報) 

 役員賞与は「役員賞与の会計

処理に関する当面の取り扱い」

（企業会計基準委員会実務対応

報告第13号 平成16年３月９

日）に基づき、前事業年度から

発生時に会計処理することとし

ております。この結果、従来の

方法と比較して、「営業利益」、

「経常利益」および「税引前第

３四半期純利益」はそれぞれ

15,637千円減少しております。

 

(1） 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(2）賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備える

ため、当期に負担すべき支給見

込額を計上しております。 

 

(3) 役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備えるた

め、支給見込額を計上しており

ます。 

(追加情報) 

役員賞与は「役員賞与の会計

処理に関する当面の取り扱い」

（企業会計基準委員会実務対応

報告第13号 平成16年３月９

日）に基づき、当事業年度から

発生時に会計処理することとし

ております。この結果、従来の

方法と比較して、「営業利益」、

「経常利益」および「税引前当

期純利益」はそれぞれ17,070千

円減少しております。 

 

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 

 

同左 

５．四半期キャッシュ・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

か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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項目 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年７月１日 

    至 平成17年３月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年７月１日 

    至 平成17年６月30日） 

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 

 税抜方式によっております。

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

    

 

 

 

（会計処理の変更） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年７月１日 

    至 平成17年３月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年７月１日 

    至 平成17年６月30日） 

              固定資産の減損に係る会計処理 

 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17年４月１日以降に適

用されたことに伴い、当第３四半期会計期間

から同会計基準及び同適用指針を適用して

おります。 

 なお、これによる損益に与える影響はあり

ません。 
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（追加情報） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年７月１日 

    至 平成17年３月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年７月１日 

    至 平成17年６月30日） 

法人事業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示方法 

 実務対応報告第12号「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表示に

ついての実務上の取扱い」（企業会計基準委

員会 平成16年２月13日）が公表されたこと

に伴い、当第３四半期会計期間から同実務対

応報告に基づき、法人事業税の付加価値割及

び資本割3,576千円を販売費及び一般管理費

として処理しております。 

              法人事業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示方法 

 実務対応報告第12号「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表示に

ついての実務上の取扱い」（企業会計基準委

員会 平成16年２月13日）が公表されたこと

に伴い、当事業年度から同実務対応報告に基

づき、法人事業税の付加価値割及び資本割

4,592千円を販売費及び一般管理費として処

理しております。 

 

 

 

注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第３四半期会計期間末 

（平成17年３月31日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成18年３月31日） 

前事業年度末 

（平成17年６月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額    

18,760千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

          29,398千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額   

18,465千円 

 

※２．消費税等の取扱い 

   仮払消費税等と仮受消費税等は相殺

のうえ、金額的に重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。 

※２．消費税等の取扱い 

同左 

※２．           

  

 

３．偶発債務 

   当社が使用する業務用ソフトウェア

の開発委託契約に関連し、ソフトウェア

の開発委託先から平成16年３月９日付

けで151,147千円の損害賠償請求訴訟が

提起され、現在係争中であります。 

  当社はこれに対し、何ら根拠なきものと

して請求棄却を求めるとともに、開発委

託先に対し、債務不履行による損害賠償

の支払いを求め、平成16年５月26日付け

で反訴を提起いたしました。 

３．偶発債務 

同左 

 

３．偶発債務 

同左 
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（四半期損益計算書関係） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年７月１日 

    至 平成17年３月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年７月１日 

    至 平成17年６月30日） 

※１．            ※１．営業外費用の主なもの 

    株式公開費用    18,624千円 

    新株発行費償却    6,903千円 

※１．営業外費用の主なもの 

    新株発行費償却      498千円 

※２．            ※２．特別損失の主なもの 

    固定資産除却損    6,609千円 

              

※２．特別損失の主なもの 

    固定資産除却損      819千円 

    リース解約損      479千円 

３．減価償却実施額 

    有形固定資産     6,861千円 

    無形固定資産     3,408千円 

３．減価償却実施額 

    有形固定資産     13,009千円 

    無形固定資産     3,279千円 

３．減価償却実施額 

    有形固定資産     10,009千円 

    無形固定資産     4,997千円 

 
 
 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年７月１日 

    至 平成17年３月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年７月１日 

    至 平成17年６月30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17年３月31日現在） 

（千円） 

現金及び預金勘定       951,018  

現金及び現金同等物      951,018  

※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３月31日現在）

（千円） 

現金及び預金勘定       927,260  

現金及び現金同等物      927,260  

※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６月30日現在）

（千円） 

現金及び預金勘定       654,658  

現金及び現金同等物      654,658  
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（リース取引関係） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年７月１日 

    至 平成17年３月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年７月１日 

    至 平成17年６月30日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１．リース物件の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．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び第３四半期末残高

相当額 

(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 

（千円） 

減価償

却累計

額相当

額 

（千円） 

第３四

半期末

残高相

当額 

（千円） 

工具器

具備品 
92,315 49,524 42,790 

ソフト

ウェア 
85,205 69,584 15,620 

合計 177,520 119,109 58,411 

  

 

 

取得価

額相当

額 

（千円）

減価償

却累計

額相当

額 

（千円）

第３四

半期末

残高相

当額 

（千円）

工具器

具備品 
85,863 53,400 32,462

ソフト

ウェア 
3,664 60 3,603

合計 89,528 53,461 36,066

  

 

 

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）

工具器

具備品 
92,315 54,140 38,174

ソフト

ウェア 
85,205 73,844 11,360

合計 177,520 127,985 49,535

  

(2）未経過リース料第３四半期末残高相当

額 

(2）未経過リース料第３四半期末残高相当

額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 34,771千円

１年超 25,921千円

合計 60,693千円

１年内 19,749千円

１年超 17,675千円

合計 37,424千円

１年内 29,768千円

１年超 21,882千円

合計 51,650千円

(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、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 28,358千円 

減価償却費相当額 26,628千円 

支払利息相当額 1,568千円 
  

 
支払リース料 26,913千円 

減価償却費相当額 25,251千円 

支払利息相当額 904千円 
  

 
支払リース料 37,879千円 

減価償却費相当額 35,504千円 

支払利息相当額 1,979千円 
  

(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 

 

(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 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 
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（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前第３四半期会計期間末 

（平成17年３月31日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成18年３月31日） 

前事業年度末 

（平成17年６月30日） 

 

取得原価

（千円）

四半期貸借 

対照表計上 

額（千円） 

差額 

（千円）

取得原価

（千円）

四半期貸借

対照表計上

額（千円）

差額 

（千円）

取得原価 

（千円） 

貸借対照

表計上額 

（千円）

差額 

（千円）

(1）株式 1,712 6,050 4,338 43,410 48,745 5,334 1,772 7,163 5,390

(2）債券    

国債・地方債等 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

社債 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

合計 1,712 6,050 4,338 43,410 48,745 5,334 1,772 7,163 5,390

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前第３四半期会計期間末 

（平成17年３月31日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成18年３月31日） 

前事業年度末 

（平成17年６月30日） 
 

四半期貸借対照表計上額(千円) 四半期貸借対照表計上額(千円) 貸借対照表計上額(千円) 

(1）その他有価証券    

  非上場株式(店頭売買株式を除く) 7,500 17,900 7,500 

  投資事業組合への出資金 ― 99,672 ― 

    

 

 

（デリバティブ取引関係） 

前第３四半期会計期間、当第３四半期会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、当社はデリバティブ取

引を全くおこなっておりませんので、該当事項はありません。 

 

 

（持分法損益等） 

     前第３四半期会計期間、当第３四半期会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年７月１日 

    至 平成17年３月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年７月１日 

    至 平成17年６月30日） 

 
１株当たり純資産額 

81,566.85円 

 

１株当たり第３四半期純利益金額 

13,328.51円 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半

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。 
  

 
１株当たり純資産額 

38,926.15円 

 

１株当たり第３四半期純利益金額 

2,590.74円 

 

潜在株式調整後１株当たり第３四半期 

純利益 

2,530.94円 

 
  

 
１株当たり純資産額 

82,353.60円 

 

１株当たり当期純利益金額 

13,769.11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。 
 

 当社は、平成18年１月18日をもって普通株

式１株を３株に分割いたしました。 

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１株当たり情報は、それぞれ

以下のとおりであります。 
  

前第３四半期会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産額

   27,188.95円 

１株当たり純資産額

27,451.20円 

１株当たり第３四半期 

純利益金額 

    4,442.84円

１株当たり当期純利益 

金額 

       4,589.52円 
 

  

   

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

 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年７月１日 

    至 平成17年３月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年７月１日 

    至 平成17年６月30日） 

第３四半期（当期）純利益（千円） 105,721 73,916 111,970 

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 

（千円） 
105,721 73,916 111,970 

期中平均株式数（株） 7,932 28,531 8,132 

普通株式増加数（株） ― 674 ― 

（うち新株予約権） （―） （674） （―） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり第３四半期（当期）純利益の

算定に含めなかった潜在株式の概要 

 

新株予約権の目的となる株式

の数240株。 

 

新株予約権 ２種類 

(新株予約権の目的となる株

式の数 633株) 

新株予約権の目的となる株式

の数240株。 
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（重要な後発事象） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年７月１日 

至 平成17年３月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日） 

１．重要な子会社の取得 

 当社は、平成18年４月10日開催の取締役会

において、子会社を取得することを決議いた

しました。 

(1) 子会社名 ダイワード株式会社 

(2) 株式取得の 

  相手先 

株式会社太平エンジニア

リング 

 

(3) 株式取得の 

  目的 

建物・施設の管理業務の

機能を事務代行サービス

に付加することにより、

顧客に提供するサービス

の範囲の拡充をはかり、

社宅業務にかかわるサー

ビスのラインアップをさ

らに充実させる。 

 

(4) 株式取得の条件 

 ①株式取得日 平成18年４月10日 

 ②取得株式数 140,000株 

 ③株式取得後 

  の当社持株 

  比率 

50.95％ 

  
  

 ④株式取得金額 630百万円 

  

(5) 子会社の概要 

 ①商号 ダイワード株式会社 

 ②主な事業の 

  内容 

マンション・ビル管理 

 ③資本金の額 259百万円 

 ④売上高 

  
3,627百万円 

(平成17年３月期実績) 

 

             

    

 

１．株式上場について 

 当社は、平成17年８月１日に株式会社東京

証券取引所より上場承認を受け、平成17年９

月２日に株式会社東京証券取引所マザーズ

に株式上場いたしました。 

株式上場にあたり、平成17年８月１日開催

の取締役会において新株式発行を決議し、平

成17年９月１日に下記のとおり払込が完了

いたしました。 

 ①発行新株式  普通株式   1,000株

 ②募集方法   一般公募（ブックビルデ

ィング方式） 

 ③新株式発行後の発行済株式数 9,735株

 ④発行価格  １株につき  400,000円

 ⑤引受価額  １株につき  370,000円

 ⑥発行価額  １株につき  297,500円

 ⑦資本組入額 １株につき  148,750円

 ⑧発行価額の総額     297,500千円

⑨払込金額の総額     370,000千円

⑩資本組入額の総額    148,750千円

⑪資本準備金組入額    221,250千円

⑫配当起算日    平成17年７月１日⑬

資金使途   

社宅管理システムの拡充・改変のため

の資金及び事務所の増床に伴う設備資

金に充当し、残額については社宅新サー

ビスに係る投資資金に充当する。 
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５．生産・受注及び販売の状況 

（1）生産実績 

該当事項ありません。 

 

（2）受注実績 

該当事項ありません。 

 

（3）販売実績 

当社は社宅事務管理代行の単一事業を行っているため、事業部門別の記載に代えて、サービス区分別に

販売実績を記載しております。 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年７月１日 

    至 平成17年３月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

    至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年７月１日 

    至 平成17年６月30日） サービス区分別 

金額（千円） 構成比(％) 金額（千円） 構成比(％) 金額（千円） 構成比(％) 

社宅事務管理代行   958,133 94.0 1,166,950 97.1 1,302,691 95.2 

システム導入     60,338 5.9 21,176 1.8 60,338 4.4 

その他        1,180 0.1 13,060 1.1 5,920 0.4 

合計 1,019,651 100.0 1,201,186 100.0 1,368,949 100.0 

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

 

 


