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１．平成18年５月期の業績（平成17年６月１日～平成18年５月31日）

(1）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５月期 6,657 142.1 594 209.2 552 196.3

17年５月期 4,684 143.2 284 198.9 281 199.3

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

自 己  資 本
当期純利益率

総　資　産
経常利益率

売　上　高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年５月期 274 179.8 6,788 18 6,518 55 25.3 28.1 8.3

17年５月期 152 272.3 12,639 40 － － 51.8 27.7 6.0
（注）①持分法投資損益 18年５月期 － 百万円 17年５月期 － 百万円

②期中平均株式数 18年５月期 40,393株 17年５月期 12,065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。

⑤平成18年３月１日付で株式１株につき３株の株式分割を行っております。よって、平成18年５月期の「１株当たり当期純利益」及び「潜　

　在株式調整後１株当たり当期純利益」は、当該株式分割が期首に行われたものとして算出した期中平均株式数に基づいております。 

　なお、当該株式分割の影響を遡及修正した場合、平成17年５月期の「１株当たり当期純利益」は4,213円13銭となります。　　　　　

⑥当社は、平成17年12月８日に東京証券取引所マザーズに上場しましたので、それ以前の「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」につい

  ては、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。 　

(2）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 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

18年５月期 2,758 1,783 64.7 41,007 11

17年５月期 1,183 380 32.2 30,453 69
（注） ①期末発行済株式数 18年５月期 43,500株 17年５月期 12,500株

      ②期末自己株式数 18年５月期 －  株 17年５月期 －  株

(3）キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営 業 活 動 による
キャッシュ・フロー

投 資 活 動 による
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期   末    残   高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年５月期 405 △ 267 1,034 1,553

17年５月期 205 123 △ 100 380

２．平成19年５月期の業績予想（平成18年６月１日～平成19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

中間期 4,117 285 143

通期 9,190 666 335

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　7,703円75銭

３．配当状況

・現金配当  一株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当率 
（％） 中間期末 期末 年間

17年５月期 － － － － － －

18年５月期 － － － － － －

19年５月期 － 未定 未定    
 ※　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６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
 

当社には、関係会社がないため該当事項はありません。

 

 

２．経営方針
 （ａ）会社の経営の基本方針

　当社では、「・・・planning the Future ～人を活かし、未来を創造する～ 」を経営理念として掲げております。人

材サービスに携わる企業として、若年層の社会進出と雇用を積極的に支援し、社会にでることの喜びをともに共有した

いと考えており、若い世代を中心に雇用し研修を行うことにより、一人一人の能力を最大限に発揮できるように努めて

おります。そして、社会進出を支援・促進することにより、社会的な存在価値の高い企業となることを目指しておりま

す。      　

 

 （ｂ）会社の利益分配に関する基本方針

　当社は、財務体質の強化を図るべく、内部留保を優先し企業価値を高めてきたため、創業以来、配当の実績はありま

せん。今後の配当につきましては、内部留保を継続するとともに、事業への再投資を積極的に行い、収益力を高めるこ

とによって、企業価値を向上させることが株主の皆様に応えることであると認識しておりますが、その一方で、中長期

的な視野のもと配当の実施を検討していく方針であります。　　　

 

 （ｃ）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式の流動性向上及び個人投資家層の拡大のため、投資単位の引下げを重要事項として認識しております。

この方針に基づき、平成18年３月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行いました。今後につきましても、投

資家の動向、株価水準、業績状況等を勘案しながら、投資単位の引下げについて継続的に検討してまいります。

　 

 （ｄ）目標とする経営指標

　目標とする経営指標として、売上高販管費率及び売上高営業利益率を考えております。当社では、ジェイコムスタッ

フの定着率の向上、特定の業界への特化及び中長期就業可能なスタッフを中心とした雇用を行うことにより営業活動の

効率化を図っており、売上高販管費率は12％以内とすることを目標としております。また、売上高営業利益率は、事業

の成長過程におきましても８％を目標としております。

 

 （ｅ）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、総合人材サービス事業において特定の業界に特化することで、その業界動向や顧客ニーズを理解し、高品質

のサービスを提供することにより顧客から高い信頼を得て事業を拡大してまいりました。今後におきましても、特定の

業界に特化した営業支援サービスを提供することにより、他の人材サービス会社との優位性を保っていくことを重視し

ております。

 

 ① 携帯電話業界への営業支援サービスの更なる拡大

　携帯電話端末の多機能化や通信キャリアのサービスプランの多様化といった携帯電話販売の複雑化に伴う優秀な販売

スタッフへのニーズの高まり、ナンバーポータビリティ・新規キャリアの参入といった業界内競争の激化を背景に、携

帯電話業界への営業支援サービスを更に拡大し、携帯電話業界への営業支援サービスにおいて大幅なシェア獲得を図っ

てまいります。

　まず、当社の事業基盤が確立されている関西、東海地区においては、家電量販店の新規出店による携帯電話等販売ス

タッフへのニーズの高まり、他社シェア獲得による既存得意先でのシェア拡大、キャリアショップへの営業活動促進に

より、当社の事業拡大の余地はまだ十分に存在しており、更なる売上高拡大を図ってまいります。

　また、首都圏における事業拡大を最大の経営課題として掲げ、経営資源を積極的に投入し、関東エリアでの業界内

シェアアップに注力してまいります。更に、東北、九州への支社開設に続き、四国、北陸等全国への事業展開を計画し

ており、全国主要都市においてもシェアを伸ばしていく方針であります。 

 

 ② 採用教育体制の整備

　当社では、当社独自の研修制度により、高い専門知識を身につけたジェイコムスタッフを育成し、取引先・顧客の

ニーズに適った人材を提供することに注力しております。今後も優秀な人材育成のために研修設備の設置や、教育体制

の強化に取り組んでまいります。
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 ③ 対象とする業界の拡大

　当社の人材サービスは、売上高の大部分が携帯電話業界向けとなっておりますが、今後は、これまでに蓄積した営業

支援サービスのノウハウを活かし、その対象とする業界を拡大していく方針であります。

　当期におきまして、既にクレジットカード業界への営業活動を活発に行い、営業支援サービスにおいて一定の成果を

得ております。今後におきましても、クレジットカード業界を中心として、他の業界にも新たに営業支援サービスを展

開してまいります。

 

 （ｆ）会社の対処すべき課題

① 優秀なスタッフの確保

　当社の主力事業である総合人材サービス事業は、優秀なスタッフを雇用し、提供していくことが事業拡大に対して必

要不可欠であります。近年、労働環境が変化しており、派遣等の短期雇用を選択する労働者が急速に増加しております。

短期雇用を選択する労働者は、時間、キャリアアップ、労働環境等、様々な労働に対するニーズを持っており、これら

のニーズに応えていくことが、今後、人材を確保していくうえで重要であると認識しております。

　このため、まず、採用活動においては、効率性を重視した各種求人誌の利用、インターネットによる採用活動、当社

スタッフからの紹介による採用にも重点をおいており、今後も募集方法の多様化に取り組んでまいります。さらに、採

用面接についても、当社本支社のほか、できる限り居住地・勤務地に近い場所において行うことにより、労働者が応募

しやすい環境を整えてまいります。

　研修制度についても、当社スタッフのキャリアアップに不可欠であることから、就業前の事前研修をさらに充実させ、

就業後のスタッフに対し定期的なフォローアップ研修を行ってまいります。また、研修専門の社員雇用や研修施設の設

置等も計画しており、当社スタッフの質の確保に努めてまいります。

 

 ② 個人情報の保護

  当社は、登録者の個人情報を有しており、また、当社スタッフの就業先においても、個人情報を取扱う業種が多く、

個人情報の管理は重要なものであると認識しております。当社では、従業員、スタッフ全員に情報漏洩に関する意識を

徹底し、業務に携わる前には必ず個人情報の適正利用に関する指導を行うとともに、継続して研修を行うことにより、

個人情報の保護管理体制を明確にしており、今後も重要課題として個人情報の保護管理に取り組んでまいります。

 

 ③ 全国への展開

　当社の総合人材サービス事業は、本社（大阪市中央区）のほか、東京支社（東京都渋谷区）、東海支社（名古屋市中

区）、中国支社（広島市中区）、東北支社（仙台市青葉区）、平成18年７月に開設した九州支社（福岡市博多区）の計

６拠点において、事業を行っております。当社の今後の成長において、これら既存拠点における収益力の拡大は不可欠

であり、この他にも全国各地への支社展開による事業拡大を計画しております。

 

 ④ 対象とする新たな業界との取引拡大

　当社の総合人材サービス事業は、主要マーケットである携帯電話業界に大きく依存しております。当社は、複雑多様

化する携帯電話機器等の販売や、専門的な知識を必要とする開通センター等のオペレーションセンターに対するスタッ

フの提供に特化することにより、他の営業支援会社との差別化を図っておりますが、当期において、総合人材サービス

事業における同業界への依存割合は90.6％となっております。これら業界の市場規模は高水準で推移し、また営業支援

サービスへのニーズは安定的であると認識しており、今後も、当社は特に携帯電話業界に対して積極的な営業活動を

行ってまいります。しかし、一方で、特定の業界へ依存するリスクを回避し、当社が総合人材サービス会社として更な

る成長を遂げるために、その他の業界に対しても積極的な事業展開を行っていく予定としております。

 

 ⑤ 管理体制の強化

　営業力の強化（営業基盤の拡大、新規業界・職種への進出）に第一に取り組むと同時に、更なる事業拡大を見据え、

新たな当社スタッフ管理のための社内システム構築、管理スタッフの増員・能力向上等に努めてまいります。

 

 （ｇ）親会社等に関する事項

　当社には親会社等がないため、該当事項はありません。

 

 （ｈ）その他、会社の経営上の重要な事項（役員との間の重要な取引に関する事項等）

　該当事項はありません。

 

－ 3 －



３．経営成績及び財政状態
 （ａ）経営成績

　当期におけるわが国経済は、企業の設備投資の増加や業績の向上に支えられ、景気は依然回復基調を維持しており、

個人消費も景気回復による所得向上などの要因に支えられ堅調に推移しました。また、雇用情勢におきましても、企業

収益の改善を受け、労働者の需要は増加、雇用機会は拡大している傾向にあります。

　当社の主要マーケットである携帯電話業界におきましては、今秋導入されるナンバーポータビリティ制度の開始や新

規事業者の参入を控えており、通信キャリア各社は契約者の囲い込みに向け、既に活発な販売促進活動を開始しており

ます。また、相次ぐ高機能搭載の携帯電話端末の発売やサービスプランの充実による旺盛な買替需要を背景に、携帯電

話販売市場はより一層活性化しております。

　このような状況の下、当社は、まず総合人材サービス事業において、業界内での更なるシェアアップを図るべく営業

活動を行いました。当社独自の教育研修によってスタッフを育成し、質の高いサービスを提供することにより、既存の

取引の強化・拡大に成功いたしました。株式上場以降は認知度・信頼度が向上したことから、採用活動も順調に推移し

ており、新規取引先も増加傾向にあります。また、当期からクレジットカード加入促進サービスの継続的な受注を開始

し、新たなフィールドにおける基盤を築くべく営業活動を展開いたしました。

　また、マルチメディアサービスにおきましては、引き続き直営３店舗における販売力強化に努めました。

　この結果、当期における売上高は6,657,077千円(前期比42.1％増）、営業利益は594,418千円（前期比109.2％増）、

経常利益は552,903千円（前期比96.3％増）、当期純利益は274,195千円（前期比79.8％増）と大幅な増収増益を達成す

ることができました。

 　各事業別の業績は、次のとおりであります。

 

 （総合人材サービス事業）

　総合人材サービス事業におきましては、主要マーケットである携帯電話業界における更なるシェアアップを図るべく

営業活動を行いました。携帯電話業界は、通信キャリア間の契約者獲得競争が更に激化しており、サービスプランや高

機能端末による競争に加え、販売スタッフの採用やキャンペーン施策に対しても積極的な行動をとっております。また、

家電量販店の活発な店舗展開もあり、携帯電話販売スタッフに対する需要は大きく拡大しました。　

　このような状況の下、当社では携帯電話業界向け営業支援サービスにおける大きな需要に応えるべく、採用活動と研

修活動に注力してまいりました。まず、採用活動においては、積極性と効率化を重視し、効率のよい求人媒体に対して

求人費用を積極的に使用するとともに、現地登録会や夜間登録会を充実させ、求職者が応募しやすい環境を整えました。

平成17年12月の株式上場による知名度向上もあった結果、登録者は大きく増加いたしました。また、研修活動において

は、質の高いサービスを提供するため独自の教育研修により登録者を育成し、高度化する携帯電話販売において取引先

や消費者のニーズに適ったサービスを提供できるよう努めてまいりました。

　地域別では、当社地盤である西日本地区や東海地区において、携帯電話業界内での需要拡大に応えることに注力しま

した。取引先各社とも携帯電話販売スタッフは増加傾向にあり、当社では質の高いサービスを提供することにより、更

なるシェアアップに努めました。また、キャリアショップを有する中小規模の代理店からも、当社営業支援サービスへ

のニーズが高まっており、当期において新規取引先を大幅に増加することができました。

　最大のマーケットである東日本地区においては、当社は後発でありシェアが低いことから、そのシェアアップを最大

の経営課題として掲げ、経営資源の集中による売上高増加を図りました。さらに、平成18年２月には東北支社を仙台市

に開設し、東北地方における営業支援サービスを開始しました。この結果、通信キャリアや大手携帯電話販売代理店と

の積極的な取組みもあり、順調に推移することができました。

　携帯電話以外の業界におきましては、当期からクレジットカードの加入促進サービスへの取組みを本格的に開始しま

した。クレジットカード業界は、加入促進活動を積極的かつ継続的に展開しており、また、通信キャリア各社の提携カー

ドやクレジット機能を内蔵した携帯電話端末の発売など、携帯電話業界とも密接に関わっております。当社では、今後、

クレジットカードの加入促進サービスを新たな柱とすべく、当期はその基盤作りに注力いたしました結果、当社の全国

各拠点において一定の成果を収めることができました。 　

　この結果、当期における売上高は5,896,051千円（前期比50.8％増）となりました。

 

 （マルチメディアサービス事業）

　マルチメディアサービス事業におきましては、引き続き直営３店舗における販売力及び競争力の強化を目標に営業活

動を行いました。通信キャリアの活発な販売促進施策や高機能携帯電話端末の相次ぐ発売が寄与し、売上高はほぼ前期

並みに推移いたしました。

　この結果、当期における売上高は761,026千円（前期比1.6％減）となりました。
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 （ｂ）財政状態

 （資産、負債及び純資産の状況）

　資産につきましては、前期末比1,574,974千円増加の2,758,324千円となりました。資産増加の主な内容は、新株発行

による資金調達及び営業活動等の成果による現金及び預金の増加1,172,526千円、総合人材サービス事業の売上高増加

等に伴う売掛金の増加131,907千円、資金運用を目的とした投資有価証券の増加188,615千円であります。

 

  負債につきましては、前期末比171,835千円増加の974,515千円となりました。負債増加の主な内容は、従業員やジェ

イコムスタッフの増加に伴う給与等の未払金の増加91,701千円、課税所得金額増に伴う未払法人税等の増加86,602千円、

未払消費税等の増加27,646千円、無借金経営化に伴う借入金の減少59,960千円であります。

 

  純資産につきましては、前期末比1,403,138千円増加の1,783,809千円となりました。資本増加の主な内容は、新株発

行による増資に伴う資本金467,500千円、資本準備金667,100千円の増加、当期純利益による繰越利益剰余金の増加

274,195千円であります。

 

（キャッシュ・フローの状況）

　当期における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、税引前当期純利益や増資による資金調達が大きく

資金増加に寄与したほか、未払金や仕入債務の増加といった資金増加要因があったものの、一方で法人税等の支払、売

上債権の増加、投資有価証券の購入といった資金減少要因があったことにより、前期末に比べ1,172,526千円増加し、

当期末は1,553,126千円（前期比308.1％増）となりました。

 

 当期における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

 

  営業活動の結果得られた資金は405,110千円（前期比97.1％増）となりました。この主な内容は、税引前当期純利益

532,067千円、ジェイコムスタッフ増加に伴う給与等未払金の増加93,170千円等の資金増加要因がありましたが、その

一方で、総合人材サービス事業の売上増に伴う売上債権の増加131,907千円、法人税等の支払額186,806千円等の資金減

少があったことによります。

 

  投資活動の結果使用した資金は267,010千円となりました。この主な内容は、本社、東京支社及び中国支社の移転、

東北支社開設等に伴う有形固定資産の取得41,727千円及び保証金の差入れ47,544千円、資金運用を目的とした投資有価

証券の取得202,940千円といった減少要因があったことによります。

 

  財務活動の結果得られた資金は1,034,426千円となりました。この内容は、株式上場に際して行った公募による新株

発行増資による収入1,125,494千円、長期借入金の期限前返済による支出59,960千円、株式上場に伴う支出31,107千円

によるものであります。　

　 

 （キャッシュ・フローの指標）

　 当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは、下記のとおりであります。

 平成17年５月期 平成18年５月期

自己資本比率（％） 32.2 64.7

時価ベースの自己資本比率（％） － 619.8

債務償還年数（年） 0.3 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 116.3 1,273.1

 　　　　（注）１．上記指標の計算式は以下のとおりであります。

               　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　　　　　 　　債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　　　　　 　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

 　　　　　　　２．営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを利用

　　　　　　　　 　しております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての

　　　　　　　　 　負債を対象としております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払

　　　　　　　　　 額を使用しております。　　　　
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 （ｃ）翌期の見通し

　主力事業である総合人材サービス事業におきましては、引き続き携帯電話業界を中心に営業支援サービスを展開して

まいります。携帯電話業界はナンバーポータビリティ制度の導入を今秋に控えており、各通信キャリアとも携帯電話加

入者の維持・獲得のため、新たな携帯電話端末やサービスプランの開発を続けております。また、業界への新たな参入

者もあり、今後ますます携帯電話の販売活動が活発化するとともに、販売スタッフへのニーズは高まるものと見込んで

おります。当社では、このような環境に柔軟に対応しつつ、企業のニーズを的確に把握し、優秀なスタッフによる充実

したサービスが提供できるよう事業活動を進めてまいります。

　また、携帯電話以外の業界に対しても、これまで営業支援サービスにて培った実績と上場による認知度向上による業

容拡大を目指して、クレジットカード加入促進や対面販売を中心とした営業支援サービスを行ってまいります。

　このほか最大のマーケットであります首都圏における売上高の大幅な増加に向け東京支社の営業体制強化を図るとと

もに、平成18年２月に東北支社、平成18年７月に九州支社を開設したことにより、未進出の地域での売上高増加を見込

んでおります。

　一方、マルチメディアサービス事業におきましては、既存３店舗での携帯電話販売活動を引き続き行ってまいります。

各通信キャリアの施策を売上高増加の機会として捉え、顧客満足度の向上施策や効果的な販売促進活動を行うとともに、

その成功事例を総合人材サービス事業にフィードバックしていく予定であります。

　以上の状況を考慮し、業績につきましては、売上高9,190百万円、経常利益666百万円、当期純利益335百万円を見込ん

でおります。

 

 （注）本業績予想は、現在入手可能な情報に基づき、当社が判断したものであり、将来の業績を確約・保証するものではありません。業績予想

　　 　には、様々な不確定要素が内在しており、実際の業績は本業績予想とは異なる場合があります。従いまして、本業績予想に全面的に依拠

　　 　して投資判断を行うことは控えられるようお願いいたします。　　

 

 

 （ｄ）事業等のリスク 

　以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、

当社としては必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資家の投資判断上重要であると考えられる事項

については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。

 

（１）事業の内容とリスク要因

　① 総合人材サービス事業

　a）総合人材サービス事業の展望

　　総合人材サービス事業が属している人材サービス業界は、現在急速な広がりを見せております。厚生労働省発表の労

働者派遣事業の事業報告によると、平成16年度の常用雇用ベースの派遣労働者数は890千人（前年度比19.7％増）、市

場規模は2兆8,615億円（前年度比21.2％増）と、ともに増加しております。これは労働市場の大きな変化によるもので

あり、今後もこの状況のもと人材サービス業界は成長していくものと認識しております。しかし、労働者や雇用者の正

社員志向の強まりといった労働市場の更なる変化や大幅な景気の変動等が起こったことにより、人材サービス業界が影

響を受けた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

　b）特定の業界への依存

　当社の総合人材サービス事業は、主要ターゲットである携帯電話業界の動向に大きく依存しております。これは、機

能・操作方法が複雑化し使用方法が多様化する携帯電話端末の販売や、専門的な知識を必要とする開通センター等のオ

ペレーションセンターに対するスタッフの提供等に特化することにより、当社が他の人材サービス会社との差別化を

図っていることによります。 

 　　総合人材サービス事業における平成18年５月期の業界別売上高は、次のとおりであります。

業界 売上高（千円） 構成比（％）

携帯電話業界向け 5,343,551 90.6

情報通信業界向け 437,776 7.4

その他業界向け 114,722 2.0

合計 5,896,051 100.0

  当社は、今後も携帯電話業界の市場規模は高水準で推移し、営業支援サービスへのニーズも高まるものと認識してお

りますが、今後の携帯電話業界の動向によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。なお、当社では事業

の安定化のため、情報通信業界等、新たな業界に対する総合人材サービスの提供を行うべく積極的な事業展開を行って

いく予定としております。
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　c）優秀なスタッフの確保

 　総合人材サービス事業は、商品知識、接客面等において優秀な質の高いスタッフを確保することが必要不可欠であ

ります。よって、今後、当社が成長していくためにも、スタッフの確保は重要な事項であります。なお、平成18年５月

における当社スタッフは2,195名となっております。

　優秀なスタッフを確保するためには、採用活動と研修活動がともに重要であると認識しております。採用活動におい

ては、各種求人誌、インターネット、携帯サイトによって採用すべきスタッフ数に合わせた募集広告を行っております。

また、当社スタッフに対する紹介キャンペーンの実施や夜間や勤務地に近い場所での採用登録会を頻繁に行うことによ

り採用活動の充実化を図り、求職者の応募しやすい環境を整えております。

　一方で、採用したスタッフについて、携帯電話端末の販売等、営業支援サービスを速やかに得意先に提供できるよう、

スタッフの営業支援に関する知識向上を中心とした研修活動に力を入れております。これにより、得意先のニーズに

あった営業支援サービスの提供を可能としております。

　しかし、このような諸施策を実施するにもかかわらず、当社の計画どおりに優秀なスタッフの確保ができないことも

想定されます。この場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

　ｄ）個人情報の管理

　当社は、登録者の個人情報を有しており、また、ジェイコムスタッフの就業先においても、個人情報を取扱う業種が

多く、個人情報の管理は重要なものであると認識しております。当社では、従業員、ジェイコムスタッフ全員に情報漏

洩に関する意識を徹底し、業務に携わる前には必ず個人情報の適正利用に関する指導を行うとともに、継続的に研修を

行っております。当社では個人情報の保護管理体制を整備しており、今後も重要課題として個人情報の保護管理に取り

組んでまいります。また、個人情報漏洩にかかる金銭的なリスクを回避するため、個人情報漏洩保険に加入しておりま

す。しかし、何らかの原因で個人情報が外部に漏洩するような事態が生じた場合には、当社に対する損害賠償請求や当

社への信用の低下といった金銭的・社会的な影響が予想され、これにより業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

　e）全国展開への対応

　当社の総合人材サービスは、期末日現在、本社（大阪市中央区）のほか、東京支社（東京都渋谷区）、東海支社（名

古屋市中区）、中国支社（広島市中区）、東北支社（仙台市青葉区）において事業を行っております。当社の今後の成

長において、これら既存拠点における収益力の拡大は不可欠でありますが、このほかにも全国各地への支社展開による

事業拡大を計画しております。これら支社展開を行うべく、今後、その基盤作りを行っていく予定ですが、その基盤作

りが計画どおり進まない、また、マーケティング調査等の結果、高収益の獲得が見込めないような場合には、支社展開

の中止もしくは遅れが生じることとなり、当社の成長に影響を及ぼす可能性があります。 

 

　ｆ）競合について

　当社が行う総合人材サービス事業には、多数の競合会社が存在しております。また、「一般労働者派遣事業」の許可

の取得も比較的容易であることから、新規事業者の参入障壁も低いものであると認識しております。このような状況の

なか、当社においては主要ターゲットである携帯電話業界に対する営業支援サービスを充実させ、採用活動・教育研修

を行うことにより、各種営業支援サービスの提供のために必要となる優秀なスタッフを確保することによって、他の一

般的な人材サービス会社との差別化を図っております。しかし、この携帯電話業界に対する営業支援サービスについて

は、他社においても重要なターゲットの一つとして認識しており、今後、競争激化による新規参入・価格低下等が進ん

だ場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

　② マルチメディアサービス事業

　a）携帯電話販売業界の展望

　携帯電話販売業界は、保有層に対する普及が一段落したものの契約回線数は依然増加傾向にあり、また、技術の進歩

に伴い次々に発売される新機種に対する消費者の更新意欲も高く、携帯電話端末の販売台数は増加傾向にあります。更

にナンバーポータビリティ制度が今秋から開始されることにより、加入者の通信キャリア間での移動も活発化するもの

と見込まれます。しかし、その一方で、同業者間における販売競争の行方によっては、加入者獲得のための低価格競争

や高いサービスの提供が求められる可能性があり、その結果、携帯電話販売業界における競争激化により、当社の業績

に影響を及ぼす可能性があります。

 

　b）携帯電話販売にかかるインセンティブについて

　当社の運営している携帯電話ショップは、通信キャリアが提供する通信サービスへの利用契約の取次ぎを行うことに

より、当該通信キャリアから代理店を通じて、契約取次ぎの対価として手数料を収受しております。この受取手数料を

原資として、直営ショップにおいて仕入価格を大幅に下回る価格で携帯電話端末の販売を行っております。

　しかし、この受取手数料の金額、支払対象となるサービスの内容等の取引条件は各通信キャリアによって異なってお
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り、また、通信キャリアの方針により変更される可能性もあります。このように当社にとって外的要因である手数料の

取引条件変更が生じた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

　③ 丸紅テレコム株式会社への依存

　当期において、当社の総売上高に占める丸紅テレコム株式会社への売上割合は14.7％となっております。

　マルチメディアサービス事業において、当社の運営している直営ショップはいわゆる二次代理店であり、当社と通信

キャリアとの取引は直接行われずに一次代理店である丸紅テレコム株式会社を通じて行われております。よって、丸紅

テレコム株式会社への依存割合の低下は難しい状況にありますが、当該事業で運営する直営店舗は各通信キャリア、丸

紅テレコム株式会社と当社との三者契約であることから事業リスクは低いものと認識しております。

　また、同社は、総合人材サービス事業においても主要取引先であります。当社と丸紅テレコム株式会社の関係は良好

ではありますが、事業拡大及び事業リスクの軽減のためにも、取引関係を維持しつつ、売上を拡大していくことにより

依存割合を低くしていく方針であります。

　しかし、同社との取引関係が悪化した場合には、当社の業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

　① 労働者派遣法について

　総合人材サービス事業は、「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、「労働者派遣法」という。）に基づく厚生労働大臣の「一般労働者派遣事業」の許可を各本支社において取得

しており、労働者派遣法に基づく規制を受けております。

　各本支社における許可番号及び許可の有効期間は、以下のとおりです。

 

事業所名 許可番号 許可の有効期間

大阪本社  般27-03-0351

 平成20年８月31日まで

東海支社  般23-02-0415

中国支社  般34-01-0180

東京支社  般13-07-0601

東北支社  般27-03-0351

　　　　　 ※ 平成16年３月１日に労働者派遣法が改正され、一般労働者派遣事業の許可について、事業所単位から事業

　　　　　　　主単位に変更されております。よって、当社の許可の最終有効期間は、東海支社において取得した平成

　　　　　　　20年８月31日までとなります。

 

　なお、当社が労働者派遣法第14条のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣は一般労働者派遣事業の許可を取り消

すことができる旨が定められておりますが、現時点において、当社は許可の取消しに該当する事実はないと認識してお

ります。しかしながら、将来、何らかの理由により許可の取消し等があった場合には、当社の主要な事業活動に支障を

きたすとともに業績に重大な影響を与える可能性があります。

 

　② 社会保険について

　当社スタッフにおいても、一定の条件を満たした場合は社会保険（厚生年金及び健康保険）への加入が義務付けられ

ております。当社では、社会保険の加入義務があるスタッフに対して加入促進を行った結果、平成17年５月末現在、加

入義務者全員が社会保険に加入しております。しかし、社会保険料は最大２年間遡及して徴収される可能性があるため、

今後、社会保険事務所等による調査があった場合、その調査内容によっては当社の財政状態及び経営成績に影響を与え

る可能性があります。

　さらに、今後社会保険加入要件について、加入対象者が短時間労働者まで広がった場合、当社スタッフの社会保険加

入人員数が増加します。また、社会保険のうち厚生年金保険料の料率は、平成29年まで段階的に引上げられることから、

当社が負担する厚生年金保険料は毎年0.177％ずつ増加していきます。これら、社会保険料が増加することにより、今

後、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。

 

（３）事業体制について

　① 特定の人物への依存について

　当社の代表取締役社長である岡本泰彦は、当社設立以来、会社の経営方針や経営戦略の立案をはじめ、取引先企業と

の交渉、新規開拓等、当社の事業活動全般に対して重要な役割を果たしており、今後とも継続するものと考えられます。

このため当社は、同氏に過度に依存しないよう組織的な経営体制の構築を行っていくとともに、各分野での人材育成や

外部招聘及び下位層への権限委譲も進めております。

　しかしながら、同氏が当社における業務を遂行できなくなるような事態が生じた場合には、当社の業績に影響を及ぼ
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す可能性があります。

 

　② 小規模な会社であることについて

　当社は平成18年５月末現在の従業員数が89名と小規模な組織であり、内部管理体制も規模に応じたものとなっており

ます。これに対し、今後の事業拡大に応じて人員の増強を図るとともに、内部管理体制を充実していく方針であります。

　しかし、事業の拡大に対して、人材の確保や内部管理体制の整備が十分に進まなかった場合には、当社の成長に影響

を及ぼす可能性があります。

 

（４）その他

　① 新株予約権の付与

　当社は、平成17年３月28日開催の臨時株主総会決議及び平成17年４月１日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締

役、監査役、従業員を対象に旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づくストックオプションを目的とし

た新株予約権の無償発行を行っております。

　そのため、新株予約権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可能性があります。
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４．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
第12期

（平成17年５月31日）
第13期

（平成18年５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   380,600   1,553,126  1,172,526

２．売掛金   629,049   760,956  131,907

３．商品   977   725  △ 252

４．前払費用   21,599   48,393  26,794

５．繰延税金資産   38,257   40,600  2,343

６．その他   1,959   3,371  1,412

貸倒引当金   △ 3,200   △ 3,840  △ 640

流動資産合計   1,069,243 90.4  2,403,334 87.1 1,334,091

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物  33,003   45,467    

減価償却累計額  10,286 22,717  12,337 33,129  10,412

２．構築物  1,202   1,202    

減価償却累計額  264 938  457 745  △ 193

３．車両運搬具  15,947   21,608    

減価償却累計額  3,904 12,043  7,496 14,112  2,068

４．器具備品  18,699   30,038    

減価償却累計額  11,734 6,964  14,485 15,552  8,587

有形固定資産合計   42,664 3.6  63,540 2.3 20,875
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第12期

（平成17年５月31日）
第13期

（平成18年５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）

(2）無形固定資産         

１．ソフトウェア   5,387   5,778  391

２．電話加入権   839   －  △ 839

無形固定資産合計   6,226 0.5  5,778 0.2 △ 447

(3）投資その他の資産         

  １．投資有価証券   －   188,615  188,615

２．出資金   5,000   －  △ 5,000

３．長期前払費用   2,211   1,817  △ 393

４．繰延税金資産   4,200   8,210  4,010

５．差入保証金   37,147   69,974  32,827

６．会員権   11,000   11,000  －

７．保険積立金   14,657   15,053  395

貸倒引当金   △ 9,000   △ 9,000  －

投資その他の資産合計   65,216 5.5  285,671 10.4 220,455

固定資産合計   114,107 9.6  354,990 12.9 240,882

資産合計   1,183,350 100.0  2,758,324 100.0 1,574,974

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   87,594   112,934  25,339

２．１年以内返済予定の
長期借入金

  34,320   －  △ 34,320

３．未払金   406,690   498,391  91,701

４．未払費用   2,721   3,009  288

５．未払法人税等   115,339   201,942  86,602

６．未払消費税等   86,484   114,130  27,646

７．預り金   18,812   15,596  △ 3,216

８．賞与引当金   24,498   27,000  2,501

９．その他   577   1,510  932

流動負債合計   777,039 65.6  974,515 35.3 197,475
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第12期

（平成17年５月31日）
第13期

（平成18年５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）

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   25,640   －  △ 25,640

固定負債合計   25,640 2.2  － － △ 25,640

負債合計   802,679 67.8  974,515 35.3 171,835

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金  ※１  40,000 3.4 － － △ 40,000

Ⅱ　資本剰余金         

１．資本準備金  10,000   －    

資本剰余金合計   10,000 0.9  － － △ 10,000

Ⅲ　利益剰余金         

１．当期未処分利益  330,671   －    

利益剰余金合計   330,671 27.9  － － △ 330,671

資本合計   380,671 32.2  － － △ 380,671

負債・資本合計   1,183,350 100.0  － － △ 1,183,350

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本   

１．資本金  － － 507,500 18.4 507,500

２．資本剰余金   

(1）資本準備金  － 677,100  

資本剰余金合計  － － 677,100 24.6 677,100

３．利益剰余金   

(1）その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  － 604,866  

利益剰余金合計  － － 604,866 21.9 604,866

株主資本合計  － － 1,789,466 64.9 1,789,466

Ⅱ　評価・換算差額等   

１．その他有価証券 
　  評価差額金

 － － △ 5,657 △ 0.2 △ 5,657

評価・換算差額等合計  － － △ 5,657 △ 0.2 △ 5,657

純資産合計  － － 1,783,809 64.7 1,783,809

負債・純資産合計  － － 2,758,324 100.0 2,758,324
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(2）損益計算書

  
第12期

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

第13期
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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         

１．総合人材サービス
売上高

 3,910,594   5,896,051    

２．マルチメディア
サービス売上高

 773,516 4,684,111 100.0 761,026 6,657,077 100.0 1,972,965

Ⅱ　売上原価         

１．総合人材サービス
売上原価

 3,122,544   4,654,416    

２．マルチメディア
サービス売上原価

 619,993 3,742,538 79.9 620,439 5,274,855 79.2 1,532,317

売上総利益   941,573 20.1  1,382,221 20.8 440,648

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．給与報酬手当  239,128   303,959    

２．賞与引当金繰入  19,748   23,438    

３．採用教育費  148,169   184,697    

４．賃借料  40,574   56,950    

５．減価償却費  11,168   15,229    

６．貸倒引当金繰入  1,285   640    

７．その他  197,382 657,456 14.0 202,887 787,802 11.9 130,346

営業利益   284,116 6.1  594,418 8.9 310,302

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  25   98    

２．受取配当金  162   161    

３．受取賃貸料  811   －    

４. 保険解約益  －   6,284    

５．その他  200 1,199 0.0 52 6,596 0.1 5,396

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  1,701   380    

２．金利スワップ解約損  640   －    

３．リース中途解約損  487   －    

４．株式上場関連費用  －   31,107    

５．新株発行費  －   9,105    

６．その他  858 3,687 0.1 7,517 48,111 0.7 44,423

経常利益   281,628 6.0  552,903 8.3 271,275
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第12期

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

第13期
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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）

Ⅵ　特別利益         

１．投資有価証券売却益  3   2,725    

２．固定資産売却益 ※１ － 3 0.0 123 2,848 0.1 2,845

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売却損 ※２ 14,337   －    

２．固定資産除却損 ※３ 465   2,843    

３．投資有価証券売却損  －   193    

４．本社移転費用 ※４ －   19,809    

５．ゴルフ会員権評価損  1,000   －    

６．その他  － 15,802 0.3 839 23,684 0.4 7,882

税引前当期純利益   265,829 5.7  532,067 8.0 266,238

法人税、住民税及び
事業税

 140,910   260,358    

法人税等調整額  △ 27,585 113,325 2.4 △ 2,486 257,872 3.9 144,546

当期純利益   152,503 3.3  274,195 4.1 121,691

前期繰越利益   178,167   －   

当期未処分利益   330,671   －   
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　　売上原価明細書

（総合人材サービス売上原価）

  
第12期

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

第13期
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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）

Ⅰ　労務費  2,901,441 92.9 4,329,811 93.0 1,428,370

Ⅱ　経費 ※ 221,102 7.1 324,604 7.0 103,502

総合人材サービス
売上原価

 3,122,544 100.0 4,654,416 100.0 1,531,872

       

　（注）※　経費の主な内訳は、以下のとおりであります。

第12期（千円） 第13期（千円）

旅費交通費 180,527 旅費交通費 264,661

業務委託費 15,052 通信費 31,711

（マルチメディアサービス売上原価）

  
第12期

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

第13期
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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）

Ⅰ　当期商品仕入高  618,196 99.6 619,216 99.8 1,019

Ⅱ　支払手数料  2,676 0.4 970 0.2 △ 1,705

　　　　　計  620,872 100.0 620,187 100.0 △ 685

期首商品たな卸高  98  977   

期末商品たな卸高  977  725   

マルチメディアサービス
売上原価

 619,993  620,439   
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(3) 利益処分計算書及び株主資本等変動計算書　

 

 利益処分計算書

  
第12期

（株主総会承認日
平成17年８月９日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   330,671

Ⅱ　次期繰越利益   330,671

    

 株主資本等変動計算書

当事業年度（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本
合　　計

そ の 他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

資本準備金
資本剰余金
合　　　計

その他利益
剰　余　金 利益剰余金

合      計繰越利益
剰　余　金

平成17年５月31日　残高

（千円）
40,000 10,000 10,000 330,671 330,671 380,671 － － 380,671

当期の変動額

新株の発行（千円） 467,500 667,100 667,100 － － 1,134,600 － － 1,134,600

当期純利益（千円） － － － 274,195 274,195 274,195 － － 274,195

株主資本以外の項目の　

事業年度中の変動額　

（純額）（千円） 

－ － － － － － △ 5,657 △ 5,657 △ 5,657

当期の変動額合計（千円） 467,500 667,100 667,100 274,195 274,195 1,408,795 △ 5,657 △ 5,657 1,403,138

平成18年５月31日　残高

（千円）
507,500 677,100 677,100 604,866 604,866 1,789,466 △ 5,657 △ 5,657 1,783,809
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
第12期

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

第13期
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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     

税引前当期純利益  265,829 532,067 266,238

減価償却費  12,397 15,229 2,832

貸倒引当金の増加額  1,285 640 △ 645

賞与引当金の増加額  8,133 2,501 △ 5,632

有形固定資産売却損  14,337 － △ 14,337

支払利息  1,701 380 △ 1,320

売上債権の増加額  △ 230,370 △ 131,907 98,463

仕入債務の増加額  6,898 25,339 18,441

未払金の増加額  168,609 93,170 △ 75,439

前払費用の増加額  △ 4,889 △ 26,856 △ 21,967

預り金の増加額（△は減少額）  2,316 △ 3,216 △ 5,533

未払消費税等の増加額  23,956 27,646 3,689

新株発行費  － 9,105 9,105

株式上場費用  － 31,107 31,107

その他  8,016 16,768 　8,751

小計  278,221 591,976 313,755

利息及び配当金の受取額  187 258 71

利息の支払額  △ 1,768 △ 318 1,449

法人税等の支払額  △ 71,071 △ 186,806 △ 115,735

営業活動によるキャッシュ・フロー  205,570 405,110 199,540
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第12期

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

第13期
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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     

投資有価証券の取得による支出  △ 100,181 △ 202,940 △ 102,758

投資有価証券の売却による収入  100,184 4,685 △ 95,498

有形固定資産の取得による支出  △ 16,843 △ 41,727 △ 24,884

有形固定資産の売却による収入  154,606 300 △ 154,306

出資金の回収による収入  － 5,000 5,000

保険積立金の解約による収入  － 9,484 9,484

保証金の差入れによる支出  △ 9,914 △ 47,544 △ 37,630

その他  △ 4,572 5,731 10,303

投資活動によるキャッシュ・フロー  123,279 △ 267,010 △ 390,290

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入れによる収入  80,000 － △ 80,000

短期借入金の返済による支出  △ 80,000 － 80,000

長期借入金の返済による支出  △ 120,356 △ 59,960 60,396

株式発行による収入  20,000 1,125,494 1,105,494

株式上場に伴う支出  － △ 31,107 △ 31,107

財務活動によるキャッシュ・フロー  △ 100,356 1,034,426 1,134,782

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  228,493 1,172,526 944,032

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  152,106 380,600 228,493

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 380,600 1,553,126 1,172,526
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重要な会計方針

項目
第12期

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

第13期
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

────── 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）を採用しております。ただし、複　

　合金融商品については、組込デリバテ

　ィブを区別して測定することができな

　いため、全体を時価評価し、評価差額

　を当期の損益に計上しております。

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

────── デリバティブ 

 　時価法

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品

個別法による原価法

商品

同左

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備除く。）について

は、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物　　　　　10年～15年

車両運搬具　　６年

器具備品　　　３年～15年

(1）有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備除く。）について

は、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物　　　　　８年～15年

車両運搬具　　６年

器具備品　　　３年～15年

 (2）無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）

によっております。

(2）無形固定資産

同左

５．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。　

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えて、支

給見込額の当期負担額を計上しておりま

す。

(2）賞与引当金

同左

７．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

同左
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項目
第12期

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

第13期
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

８．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

当社の有する金利スワップは、特例処理

の条件を充たしているため、当該処理を

採用しております。

──────

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

当期にヘッジ会計を適用したヘッジ対象

とヘッジ手段は、以下のとおりでありま

す。

ヘッジ手段 … 金利スワップ

ヘッジ対象 … 借入金

 

 

 (3）ヘッジ方針

当社は、特例処理の対象となる金利ス

ワップ以外のデリバティブ取引は、行わ

ない方針であります。

 

 

 (4）ヘッジ有効性の評価

特例処理によっているスワップについて

は、有効性の評価を省略しております。

 

 

９．その他財務諸表作成のた

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
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会計処理方法の変更

第12期
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

第13期
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

固定資産の減損に係る会計基準

　固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会　平

成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号　平成15年10

月31日）が平成16年３月31日に終了する事業年度に係る財

務諸表から適用できることになったことに伴い、当期から

同会計基準及び同適用指針を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

　当期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12月９

日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は1,783,809千円

であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当期における貸借

対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規則

により作成しております。

表示方法の変更

第12期
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

第13期
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

────── （損益計算書）

 保険解約益

 　前期まで営業外収益の「その他」に含めて表示しており

 ました「保険解約益」は、営業外収益の100分の10を超え

 たため、区分掲記しております。なお、前期の「保険解約　

 益」は111千円であります。

（キャッシュ・フロー計算書）

 　投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含め

 て表示しておりました「保険積立金の解約による収入」

 は、金額的重要性が増したため、区分掲記しております。

 なお、前期の「保険積立金の解約による収入」は345千円

 であります。　 　　　

 

追加情報

第12期
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

第13期
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

──────  １．外形標準課税制度の適用

　 平成17年12月７日に公募増資を実施し資本金が増加した

 ことにより、当期から外形標準課税制度を適用しておりま

 す。　　

　 これに伴い、当期から「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実務対応報告第12号　平成16年２月

 13日）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は13,050千円増加し、

 営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は同額減少して

 おります。  
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注記事項

（貸借対照表関係）

第12期
（平成17年５月31日）

第13期
（平成18年５月31日）

※１　授権株式数及び発行済株式数 ──────

会社が発行する株式 普通株式 32,000株

発行済株式総数 普通株式 12,500株

（損益計算書関係）

第12期
（自　平成16年６月１日

至　平成17年５月31日）

第13期
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

────── ※１　固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

 

車両運搬具 123千円

※２　固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。 ──────

土地 14,337千円

※３　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 ※３　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。　

車両運搬具 410千円

器具備品 54千円

建物 846千円

器具備品 536千円

原状回復費用 1,460千円

 ※４　本社移転費用に含まれている固定資産除却損の内

   容は、次のとおりであります。

建物 5,793千円

器具備品 736千円

原状回復費用 2,600千円

（株主資本等変動計算書関係）

 　第13期（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

 　 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前期末株式数

（株）

当期増加株式数

（株）

当期減少株式数

（株）

当期末株式数

（株） 

 発行済株式     

 　　普通株式（注） 12,500 31,000 － 43,500

 自己株式     

 　　普通株式 － － － －

 （注）普通株式の当期増加株式数31,000株は、公募増資による新株発行2,000株及び株式分割 29,000株によるものであり

ます。

 

 　 ２．新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳
新株予約権の目的

となる株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当期末残高

（千円）前期  当期増加  当期減少  当期末

ストック・オプション

としての新株予約権 
－ － － － － －

 

 　 ３．配当に関する事項

 　 （１）配当金支払額

 　　　　　　該当事項はありません。

 

　　（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

 　　　　　　該当事項はありません。
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

第12期
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

第13期
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成17年５月31日現在）

※　現金及び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18年５月31日現在）

現金及び預金勘定 380,600千円

現金及び現金同等物 380,600千円

現金及び預金勘定 1,553,126千円

現金及び現金同等物 1,553,126千円

（リース取引関係）

第12期
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

第13期
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

　内容の重要性が乏しく、リース契約１件当たりの金額が

少額なリース取引のため、財務諸表等規則第８条の６第６

項の規定により記載を省略しております。

同左

（有価証券関係）

第12期（平成17年５月31日）

当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成16年６月１日　至平成17年５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）

100,184 3 －

第13期（平成18年５月31日）

　　　　その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価 (千円)
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの
－  －  －  －

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの

 (1) 債券　

　　　 その他（注）

(2) その他

 

100,000

100,000

 

98,140

90,475

 

△ 1,860 

△ 9,524

合計  － 200,000 188,615   △ 11,384

（注） 複合金融商品であり、取得原価と貸借対照表計上額との差額（△ 1,860千円）は当期の損益として計上しており

　　　 ます。 

当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成17年６月１日　至平成18年５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）

5,472 2,725  193

 　　　　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

債券     

　その他 － － － 100,000

合計 － － － 100,000
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

第12期
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

第13期
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

(1）取引の内容

　当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワッ

プ取引のみであります。

 (1)取引の内容

　　当社の利用しているデリバティブ取引は、複合金融商

品であります。　

(2）取引に対する取組方針

　当社のデリバティブ取引は、将来の金利変動によるリ

スク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方

針であります。

(2)取引に対する取組方針

  　当社はデリバティブ取引を積極的には行わない方針で

ありますが、リスク範囲が限定された取引についてのみ

資金運用の効率性、潜在するリスクを十分検討のうえ行

うこととしております。 

(3）取引の利用目的

　当社のデリバティブ取引は、借入金利の将来の金利市

場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で

利用しております。なお、デリバティブ取引は、すべて

「金利スワップの特例処理」の対象となるものであり、

当該処理を採用しております。

(3)取引の利用目的

 　 当社のデリバティブ取引は、限られたリスク範囲のな

かで、収益性が高く、かつ、リスクに比して運用効率が

高いと判断したものについて利用しております。

(4）取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを

有しております。なお、取引相手先は高格付を有する金

融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどない

と認識しております。

(4)取引に係るリスクの内容

    当社の保有するデリバティブは、為替リスク、金利変

動リスクを有しております。なお、取引相手先は高格付

を有する金融機関であり、信用リスクはほとんどないと

認識しております。

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限

及び取引限度額を定めた社内ルールに従い、経営管理部

が決裁担当者の承認を得て行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左 

２．取引の時価等に関する事項

第12期（平成17年５月31日現在）

　期末残高がないため、該当事項はありません。

第13期（平成18年５月31日現在）

　複合金融商品の組込デリバティブについては、当該複合金融商品全体を時価評価しております。なお、契約

金額及び評価損益は、有価証券関係に係る注記事項において開示しております。

　その他のデリバティブ取引については、該当事項はありません。

 

（持分法損益等）

　第12期（自平成16年６月１日　至平成17年５月31日）及び第13期（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）

においては、当社は関連会社がありませんので、該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

第12期（自平成16年６月１日　至平成17年５月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。

(2）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、個人

主要株主及

びその近親

者

岡本泰彦 ― ―
当社代表取

締役社長

(被所有)

直接69.1
― ―

社宅の売

却(注1)
154,606 ― ―

社宅賃貸

に係る家

賃の受取

(注2)

2,040 ― ―

　（注）上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

なお、取引条件及び取引条件の決定方針等については、以下のとおりです。

１．社宅の売却については、不動産鑑定評価を依頼し、その鑑定価格等に基づき売却しております。

２．取引金額については、社宅の取得価額をもとに適正家賃を算出したうえで決定しております。なお、同取引

は平成16年８月をもって終了しております。

(3）子会社等

該当事項はありません。

(4）兄弟会社等

該当事項はありません。

第13期（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

第12期
（平成17年５月31日）

第13期
（平成18年５月31日）

※１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 ※１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）  

賞与引当金 10,289千円

貸倒引当金 3,780

未払事業税 10,371

未払金 16,454

その他 1,562

繰延税金資産合計 42,457

  

（繰延税金負債） －

  

繰延税金資産の純額 42,457千円

（繰延税金資産）  

賞与引当金 10,962千円

貸倒引当金 5,213

未払事業税 14,692

未払金 13,329

投資有価証券 3,867

その他 746

繰延税金資産合計 48,811

  

（繰延税金負債） －

  

繰延税金資産の純額 　　48,811千円

※２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため注記を省略しております。

※２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 法定実効税率 40.6％

 （調整）  

 交際費等永久に損金に

 算入されない項目　
0.7

 住民税均等割等 2.2

 留保金課税 4.8

 その他 0.2

 税効果会計適用後の

 法人税等の負担率
48.5％

────── ※３　当期から外形標準課税制度を適用したことに伴い、

繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率を42.0％

から40.6％に変更しております。

　この結果、繰延税金資産の金額が1,683千円減少す

るとともに、法人税等調整額が1,549千円増加し、そ

の他有価証券評価差額金が133千円減少しております。

（退職給付関係）

　第12期（自平成16年６月１日　至平成17年５月31日）及び第13期（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）

においては、当社は退職金制度がないため、該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

 　 　第13期（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）

 １．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

  (1)ストック・オプションの内容

 平成17年ストック・オプション

 付与対象者の区分及び数  取締役３名、監査役１名、従業員43名

 ストック・オプション数（注）  普通株式　1,581株

 付与日  平成17年４月15日

 権利確定条件  新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても当

社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位にあることを要

します。ただし、任期満了による退任、会社都合による退職、

その他取締役会が認める正当な事由のある場合はこの限

りではありません。　 

 対象勤務期間  定めておりません。

 権利行使期間  平成19年５月１日から平成26年12月31日まで 

 　　　　（注）株式数に換算して記載しております。

 

  (2)ストック・オプションの規模及びその変動状況

 　 第13期において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算し　

　て記載しております。　

 

　 ①ストック・オプションの数

 平成17年ストック・オプション

 権利確定前　　　　　 （株）  

 　期首（注）  1,800

 　付与  －

 　失効  219

 　権利確定  －

 　未確定残  1,581

 権利確定後 （株）  

 　期首  －

 　権利確定  －

 　権利行使  －

 　失効  －

 　未行使残  －

　　　　　　　　　　 （注）平成18年３月１日に１株を３株に株式分割しておりますので、上記

株数は全て株式分割後で記載しております。

 

　 ②単価情報 

  平成17年ストック・オプション

  権利行使価格 （円） 13,334

  行使時平均株価 （円） －

  公正な評価単価（付与日） （円） －
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（１株当たり情報）

第12期
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

第13期
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１株当たり純資産額 30,453.69円

１株当たり当期純利益金額 12,639.40円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額（円）
－ 

１株当たり純資産額 41,007.11円

１株当たり当期純利益金額 6,788.18円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額（円）
6,518.55円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場

であり、かつ店頭登録もしていないため、期中平均株価が

把握できませんので記載しておりません。

 

　当社は、平成17年３月３日付で株式１株につき20株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。

１株当たり純資産額 17,347.26円

１株当たり当期純利益金額 4,667.16円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　当社は、平成18年３月１日付で株式１株につき３株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。

１株当たり純資産額 10,151.23円

１株当たり当期純利益金額 　　4,213.13円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり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。

 
第12期

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

第13期
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１株当たり当期純利益金額   

  当期純利益（千円） 152,503 274,195

  普通株主に帰属しない金額（千円） － －

  （うち利益処分による役員賞与金） (－) （－）

  普通株式に係る当期純利益（千円） 152,503 274,195

  期中平均株式数（株） 12,065.8 40,393.2

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

  当期純利益調整額（千円） － －

  普通株式増加額（株） － 1,670.8

  （うち転換社債） － (－)

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

新株予約権600個。 ──────

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
 （１）生産実績

当社は生産活動を行っていないため、生産実績の記載を省略しております。

 

 （２）受注状況

当社は受注生産を行っていないため、受注状況の記載を省略しております。

 

 （３）販売実績

当期の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

 

事業部門別

第12期
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

金額（千円）

第13期
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

金額（千円）

 総合人材サービス 3,910,594 5,896,051 

  西日本地区 　　　2,606,447 3,745,258 

  東海地区 928,027 1,322,662 

  東日本地区  376,120 828,130 

 マルチメディアサービス  773,516 761,026 

合計  4,684,111 6,657,077 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

 　　　２．上記のうち、西日本地区には近畿以西を、東海地区には東海地方を、東日本地区には関東以東をそれぞれ記

　　　　　 載しております。　　　　

 　　　３．当期及び前期の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであり

　　　　　 ます。　　　　

 

相手先
第12期 第13期

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

 丸紅テレコム株式会社 977,880  20.9 978,493 14.7 
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６．役員の異動
 　１．代表者の異動

　　　　　該当事項はありません。

 

　 ２．役員の異動 

　　　 新任監査役候補

　　　　平成18年８月25日開催予定の定時株主総会で選任予定

 　　　　 監査役　　横　清貴　（弁護士　横法律事務所代表）　

　　

　　　　なお、横清貴氏は会社法第２条第16号に規定する社外監査役の候補者であります。　　　

　　　　　　　

７．その他
 　該当事項はありません。
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