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１．平成18年６月中間期の業績（平成18年１月１日～平成18年６月30日） 
(1) 経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
18年６月中間期 
17年６月中間期 

千円   ％
3,574,712（32.0） 
2,707,384（ - ） 

千円   ％
723,565（202.5） 
239,194（ -  ） 

千円   ％
721,297（204.3） 
237,047（ - ） 

17年12月期 5,814,079 (45.0)  597,198 ( 14.6)          594,935（14.9)  
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 
18年６月中間期 
17年６月中間期 

千円   ％
368,243（188.0） 
127,873（ - ） 

円   銭
          603    90 
          227    43 

円   銭
         －   － 

        －   － 

17年12月期 329,719 ( 11.1)    563    93              －   － 

(注)①持分法投資損益 18年６月中間期  －        17年６月中間期  －     17年12月期  － 
②期中平均株式数 18年６月中間期   609,771株  17年６月中間期  562,245株  17年12月期 584,678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、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

(2) 財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
 
18年６月中間期 
17年６月中間期 

千円 
2,524,734 
1,790,526 

千円
1,451,835
892,201

％ 
57.5 
49.9 

円   銭
  2,362      63 
  1,471      06 

17年12月期 1,968,072 1,094,047 55.6   1,803      87 

(注)①期末発行済株式数 18年６月中間期 614,500株  17年６月中間期 606,500株  17年12月期 606,500株 
②期末自己株式数  18年６月中間期    －株  17年６月中間期    －株  17年12月期   －株 

(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月中間期 
17年６月中間期 

千円 
407,865 

△123,397 

千円
   △204,331 
   △ 78,320 

千円 
   △ 10,455 
   △161,475 

千円
     922,621 
     565,324 

17年12月期 360,934    △148,345    △411,475      729,541 
 
２．平成18年12月期の業績予想(平成18年１月１日～平成18年12月31日) 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

期 末  
 

通 期 
千円 

7,495,446 
千円

1,125,526
千円

560,531
円  銭 

116   00 
円  銭

116   00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 895円 43銭 
３．配当状況 
・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 第1四半期末 中間期末 第3四半期末 期末 その他 年間 

17年12月期       ―     ―        ―         70    ― 70 

18年６月期（実績） ― ― ― ― ― ― 

18年12月期（予想） ― ― ― 116 ― 116 

 上記の業績予想は本資料の発表日現在において、入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数

値と異なる可能性があります。なお、添付資料の5ページ「4.通期の見通し」もあわせてご参照ください。 
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１. 企業集団の状況 

  企業集団を構成する関係会社はありません。 

 
２. 経営方針 

 １.会社の経営の基本方針 

 
[ 価値観 ] 誠実な信頼関係の構築 
 全てのステークホルダー（顧客企業、応募者、取引会社、株主など全ての利害関係者）との誠実な信頼関係の

構築こそが、ジェイ エイ シー ジャパンの存在価値であり、コアバリューです。 
 

[ 使命感 ] ３Win（トリプルウィン）による「より豊かな社会へ」の貢献 
当社は、「３Win（トリプルウィン）による、より豊かな社会への貢献」を目指して、ご登録者（求職者）の「Win

（成功）」を常に意識した求人紹介等のコンサルティング提供を行っております。ご登録者の「Win（成功）」の

次に意識していることは、求人企業の「Win（成功）」であり、多彩な人材を供給し続けることで、求人企業の「Win
（成功）」に貢献していきたいと考えております。ご登録者の「Win（成功）」と求人企業の「Win（成功）」がひ

いては、当社の「Win（成長）」につながると考えます。当社の「Win（成長）」とは、当社のお取引いただいてい

る協力会社であり、株主であり、従業員の「Win（成長）」であると考えます。 
 

[ 目指すべき姿 ] ボーダレス社会の中で高品質サービスを提供し続けるエクセレントカンパニーとなる 

 

２.会社の利益配分に関する基本方針 

 当社の利益配分に対する基本方針は、株主に安定的に配当を実施していくとともに、将来の事業展開及び経営

基盤強化のため、内部留保の充実を図ることが重要であると考えております。 

 
３.対処すべき課題 

当社における具体的な重要課題に対する取り組みは以下のとおりであります。 

 

(１) 当社社員の確保について 

 人材紹介事業・人材派遣事業ともに人的集約度の高い事業であるため、事業の拡大のためには人員の増加が不

可欠であります。そのため当社では、積極的に新卒採用を行うと同時に中途採用にも力を入れております。 

 また社員定着のために新卒・中途社員に対し研修や海外派遣制度等の諸制度を整備することで離職率の低減に

努めております。 

 

(２) ご登録者の確保について 

 当社においては、その事業の性格上、ご登録者（職業紹介希望者）及び派遣スタッフ（派遣労働者）の確保が

非常に重要であります。当社では、ご登録者及び、派遣スタッフをインターネット、新聞等による広告媒体やご

登録者からの紹介によって募集をしております。 

 当社は、募集に当たり、ご登録者第一主義の考えを大切にしております。ご登録者にとって重要なことは、転

職をするべきなのかをしっかりと見極めること、より多くの選択肢があること、そして密度の高いサービスだと

考えております。当社では、特に密度の高いサービスを提供するため、人材紹介事業における登録期間を３ヶ月

と定め、サービスの集中を行うと同時に登録期間３ヶ月経過時に、ご登録者から当社サービスに対する評価を受

けております。このような努力を行うことでご登録者の満足度を高め、ご登録者からの紹介による募集を実現で

きるように努めております。 

 

(３)求人開拓について 

 当社においては、その事業の性格上、ご登録者（職業紹介希望者）及び派遣スタッフ（派遣労働者）の確保と

同様に、ご登録者により多くの選択肢を提供するための求人企業開拓が非常に重要であります。当社では営業担

当コンサルタントを業界毎の専門チームに分け、既存企業の深耕と新規顧客開拓を積極的に行っております。特

に新規顧客開拓では、新卒者を積極的に採用し、求人数の絶対数確保を図るように努めております。 
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(４)生産性向上について 

 当社においては、社員数の増加率が高く、入社社員の多くが業界未経験者であります。そのため社員の資質と

生産性向上が課題であります。当社では、ご登録者に対してサービスを行う人材担当コンサルタントと求人企業

に対してサービスを行う営業担当コンサルタントに役割を分けると同時に、求められる専門性に対応するためそ

れぞれのコンサルタントを業界毎の専門チームに配置しております。また新入社員や中途社員に対する社員教育

の充実並びに社内の基幹情報システムの改善による効率化等に取り組み、生産性向上につながる諸施策を推進す

るように努めております。 

 

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

  該当する事項等はありません。 
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３. 経営成績及び財政状態 

１.経営成績 

 当中間会計期間のわが国経済は、企業収益が好調なことから、設備投資の増加や雇用環境の改善等、順調な回復

を続けてきており、企業の業績改善に伴う採用意欲も引き続き向上してきました。 

 このような事業環境の中、当社は昨年度から引き続き人材採用を積極的に実施し、事業拡大を行ってまいりまし

た。その結果、当中間会計期間における当社の売上高は 3,574 百万円となりました。事業別売上高は、人材紹介事

業部門では売上高 2,308 百万円、人材派遣事業部門では売上高 1,265 百万円となっております。 

 利益面では売上増加による増益で、営業利益 723 百万円、経常利益では 721 百万円、中間純利益では 368 百万円

となりました。 

 

 ■業績実績の対前年同期比                                 （単位：百万円） 

平成 17 年 12 月期 平成 18 年 12 月期 
 

中間期 中間期 
増減率 

売上高 2,707 3,574 32.0%

営業利益 239 723 202.5%

経常利益 237 721 204.3%

中間（当期）純利益又は、

中間純損失（△） 
127 368 188.0%

 ■平成 18 年 12 月期四半期ごとの業績推移                          （単位：百万円） 

売上高  

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合計 

平成 17 年 12 月期 1,242 1,465 1,585 1,521 5,814

平成 18 年 12 月期 1,669 1,905 - - 3,574

対前年増減率 34.4% 30.0% - - 

                                                                                                    （単位：百万円） 

営業利益  

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合計 

平成 17 年 12 月期 143 95 210 147 597

平成 18 年 12 月期 277 445 - - 723

対前年増減率 92.9% 368.3% - - 

 

①売上高分析 

 当中間期の売上高は、人材紹介事業売上の大幅な増加により、前年同期比 32.0%増の 3,574 百万円となりました。

事業別では人材紹介事業が前年同期比で売上高は 76.5%増の 2,308 百万円となりました。人材派遣事業では昨年度

には愛知万博への人材派遣売上があったことから、前年同期比 9.5%減の 1,265 百万円となりました。 

 

②営業利益分析 

 当中間期の売上総利益は、前年同期比 63.0%増の 2,528 百万円となりました。売上高分析にありますように利益

率の高い人材紹介事業が大きく伸びたことで売上総利益率は前年同期比 13.4 ポイント改善され 70.7%となりまし

た。 

 販売費及び一般管理費は人員採用を中心とした人件費の増加、登録者の募集のための広告宣伝費の増加により前

年同期比 37.5%増の 1,804 百万円となりました。売上高販管費率は前年同期比 2.0 ポイント増加の 50.5%となりま

した。売上総利益の伸びが販売費及び一般管理費の増加分を吸収し、営業利益は前年同期比 202.5%増の 723 百万円

となりました。その結果、営業利益率は前年同期比 11.4 ポイント改善の 20.2%となりました。 

 

③営業外損益分析 

 営業外費用では株式公開準備費用 1.7 百万円を計上し、前年同期比 13.7%増の 2.6 百万円となりました。結果、

当中間期の営業外損益合計額は△2.2 百万円となりました。 
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④税引前中間純利益・中間純利益分析 

 当中間期の税引前中間純利益は前年同期比 234.2%増の 720 百万円となりました。また、法人税、住民税及び事業

税は前年同期比 332 百万円増の 385 百万円となりました。結果、当中間純利益は前年同期比 240 百万円増の 368 百

万円となりました。 

 

２.財政状態                                             

                                               （単位：千円） 

 

 当中間期における現金及び現金同等物の期末残高は 922 百万円と前中間会計期間と比べ 357 百万円の増となりまし

た。各活動におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間会計期間における営業活動では、税引前中間純利益が前年に比べ増加しました。この結果、営業活動によ

るキャッシュ・フローは前中間連結会計期間と比べて 531 百万円の増となりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間会計期間における投資活動では、拠点の開設に伴う敷金・保証金の支払額の増加による支出がありました。

この結果、投資活動によるキャッシュ・フローは前中間連結会計期間と比べて 126 百万円の減となりました。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間会計期間における財務活動では、昨年度末に銀行からの借入金を返済後、自己資金にて経営を行い、借入

を行いませんでした。この結果、財務活動によるキャッシュ・フローは前中間連結会計期間と比べて 151 百万円の

増となりました。 

 

 平成17年12月期

中間期 

平成18年12月期

中間期 
増減額 平成17年12月期

営業活動によるキャッシュ・フロー △123,397 407,865 531,262 360,934

投資活動によるキャッシュ・フロー △78,320 △204,331 △126,011 △148,345

財務活動によるキャッシュ・フロー △161,475 △10,455 151,020 △411,475

現金及び現金同等物の中間期末残高 565,324 922,621 357,297 729,541

平成 17 年 12 月期 平成18年12月期 

中間期 期末 中間期 

株主資本比率（％） 49.9 55.6 57.5
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４.通期の見通し 
  

 【平成 18 年 12 月期の業績予想と進捗状況】 

（代表取締役社長：神村 昌志） 

 当中間期は当社にとって順調な実績となりましたが、平成 18 年下半期の京都支店の移転、神戸支店、福岡支店

の新設の計画等オフィス設備への投資を勘案し、通期業績予想につきましては据え置きとしています。 

 

■平成 18 年 12 月期の業績予想と進捗状況 (平成 18 年１月１日～平成 18 年 12 月 31 日）   （単位：百万円） 

平成18年 12月期 平成 18 年 12 月期 平成18年12月期 
 

中間期実績 中間期業績予想 
達成率 

通期業績予想 
進捗率 

売上高 3,574 3,516 101.7% 7,495 47.7%

営業利益 723 616 117.3% 1,125 64.3%

経常利益 721 616 116.9% 1,125 64.1%

中間（当期）純利益又は、

中間純損失（△） 
368 329 111.7% 560 65.7%

 

 

５.セグメント別売上高 

 

■事業別、業種別売上高（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年６月 30 日）   

事業部門別 売上高（千円） 前年同期比（％） 

1．人材紹介事業   

  機械・電気・化学業界 662,657 164.8 

  金融業界 494,828 225.7 

  消費財・サービス業界 451,919 180.1 

  メディカル・医療業界 396,225 162.8 

  IT・通信業界 244,840 143.1 

  その他 58,443 275.1 

人材紹介事業     計 2,308,916 176.5 

2．人材派遣事業       

人材派遣事業     計 1,265,796 90.5 

合計 3,574,712 132.0 
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６. 中間財務諸表等 

(1)中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成17年６月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年６月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年12月31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   761,539 1,154,882  940,763

２．売掛金   531,106 587,069  450,889

３．貯蔵品   3,987 983  770

４．前払費用   26,174 65,461  42,384

５．繰延税金資産   54,122 116,563  81,954

６．その他   2,047 1,880  3,281

貸倒引当金   △3,179 △3,516  △2,720

流動資産合計   1,375,796 76.8 1,923,325 76.2  1,517,323 77.1

Ⅱ 固定資産    

１. 有形固定資産    

(１) 建物    92,633 114,256 108,519 

減価償却累計額  10,982 81,651 23,055 91,200 16,749 91,770

(２) 車両運搬具  12,000 11,181 11,181 

減価償却累計額  11,382 618 2,782 8,398 1,188 9,992

(３) 工具器具備品  64,650 81,030 72,352 

減価償却累計額  24,797 39,852 39,074 41,955 31,904 40,447

          計   122,122 6.8 141,554 5.6  142,210 7.2

２. 無形固定資産    

(１) 商標権   2,206 1,860  2,033

(２) ソフトウェア   50,070 47,202  50,951

(３) その他   2,590 2,641  2,590

          計   54,867 3.1 51,704 2.0  55,575 2.8

３. 投資その他の資産    

(１) 敷金・保証金   175,529 349,992  193,722

(２) 繰延税金資産   62,210 58,158  59,240

(３) その他   1,981 -  252

貸倒引当金   △1,981 -  △252

          計   237,739 13.3 408,150 16.2  252,963 12.9

固定資産合計   414,729 23.2 601,409 23.8  450,748 22.9

資産合計   1,790,526 100.0 2,524,734 100.0  1,968,072 100.0
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前中間会計期間末 

（平成17年６月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年６月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年12月31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   250,000 -  -

２．未払金   290,230 306,690  348,960

３．未払費用   112,894 59,980  44,260

４．未払法人税等   53,485 385,982  178,005

５. 未払消費税等   53,809 72,071  116,076

６．前受金   4,283 0  7,215

７．預り金   24,153 50,227  50,212

８．賞与引当金   66,480 127,313  76,792

９．解約調整引当金   9,218 24,747  15,661

10．その他   2,919 -  586

流動負債合計   867,476 48.4 1,027,013 40.7  837,771 42.6

Ⅱ 固定負債    

１. 退職給付引当金   30,848 45,886  36,253

固定負債合計   30,848 1.7 45,886 1.8  36,253 1.8

負債合計   898,324 50.1 1,072,899 42.5  874,024 44.4

（資本の部）    

Ⅰ 資本金  ※  80,150 4.5 -  80,150 4.1

Ⅱ 資本剰余金    

１. 資本準備金  55,150 - 55,150 

資本剰余金合計   55,150 3.1 -  55,150 2.8

Ⅲ 利益剰余金    

１. 利益準備金  1,595 - 1,595 

２. 任意積立金    

(１) 別途積立金  500,000 - 500,000 

３.中間(当期)未処分 
   利益 

 255,306 - 457,152 

利益剰余金合計   756,901 42.3 -  958,747 48.7

資本合計    892,201 49.9 -  1,094,047 55.6

負債・資本合計    1,790,526 100.0 -  1,968,072 100.0

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１.資本金    - - 96,150 3.8  - -

２.資本剰余金     

（１）資本準備金  -  71,150 - 

資本剰余金合計    - - 71,150 2.8  - -
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前中間会計期間末 

（平成17年６月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年６月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年12月31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
（％）

３.利益剰余金    

（１）利益準備金  - 1,595 - 

（２）その他利益剰余金    

  別途積立金  - 800,000 - 

繰越利益剰余金  - 482,940 - 

利益剰余金合計   - - 1,284,535 50.9  - -

株主資本合計   - - 1,451,835 57.5  - -

純資産合計   - - 1,451,835 57.5  - -

負債純資産合計   - - 2,524,734 100.0  - -
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(2)中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31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.紹介事業収入 ※1 1,307,951 2,308,916 2,972,672 

２.派遣事業収入  1,399,433 2,707,384 100.0 1,265,796 3,574,712 100.0 2,841,407 5,814,079 100.0

Ⅱ 売上原価    

１．紹介事業原価  5,189 22,981 11,265 

２．派遣事業原価  1,150,687 1,155,876 42.7 1,023,386 1,046,367 29.3 2,361,006 2,372,272 40.8

売上総利益   1,551,507 57.3 2,528,344 70.7  3,441,807 59.2

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

   

１．役員報酬  66,006 76,752 143,095 

２．給与手当等  625,112 894,460 1,473,830 

３．法定福利費  91,035 131,097 204,288 

４．退職給付費用  10,914 12,226 17,573 

５．賞与引当金繰入  66,331 127,313 76,792 

６．貸倒引当金繰入  1,065 796 605 

７．地代家賃  93,809 117,744 200,972 

８．減価償却費  16,842 22,080 39,101 

９．広告宣伝費  118,378 130,457 231,056 

10．その他  222,815 1,312,312 48.5 291,849 1,804,778 50.5 457,292 2,844,609 48.9

営業利益   239,194 8.8 723,565 20.2  597,198 10.3

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  46 52 58 

２．受取配当金  - - 555 

３. ｾﾐﾅｰ収入  38 222 575 

４. 講演料収入  - 60 330 

５．その他  102 187 0.0 50 385 0.0 421 1,940 0.0

 
 
 
 

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  2,009 - 3,365 

２．為替差損  119 564 230 

３. 新株発行費  204 356 469 

４. 株式公開準備費用  - 1,733 - 

５. その他  - 2,334 0.1 - 2,653 0.1 137 4,202 0.1

経常利益   237,047 8.7 721,297 20.1  594,935 10.2
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(3)中間株主資本等変動計算書 
  当中間会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金   
資本金 資  本

準備金

資  本

剰余金

合  計

利 益

準備金 別   途

積立金

繰   越 

利   益 

剰余金 

利  益 

剰余金 

合  計 

株   主 

資   本 

合   計 

純資産 

合  計

平成 17 年 12 月 31 日残高

（千円） 
80,150 55,150 55,150 1,595 500,000 457,152 958,747 1,094,047 1,094,047

中間会計期間中の変動額                   

 新株の発行 16,000 16,000 16,000         32,000 32,000

 別途積立金の積立て         300,000 △ 300,000 - - -

 剰余金の配当           △ 42,455 △ 42,455 △42,455 △42,455

 中間純利益           368,243 368,243 368,243 368,243

中間会計期間中の変動額合計   

（千円） 
16,000 16,000 16,000 - 300,000 25,788 325,788 357,788 357,788

平成 18 年６月 30 日 残高

（千円） 
96,150 71,150 71,150 1,595 800,000 482,940 1,284,535 1,451,835 1,451,835

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31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
（％）

Ⅵ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※2 21,403 21,403 0.8 599 599 0.0 24,299 24,299 0.4

税引前中間(当期)
純利益 

  215,644 7.9 720,697 20.1  570,636 9.8

法人税、住民税及
び事業税 

 53,419 385,982 231,427 

法人税等調整額  34,351 87,770 3.2 △33,527 352,454 9.8 9,488 240,916 4.1

中間(当期)純利益   127,873 4.7 368,243 10.3  329,719 5.7

前期繰越利益   127,432 -  127,432

中間(当期)未処分
利益 

  255,306 -  457,152

    



 11

(4)中間キャッシュ・フロー計算書 

  

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日）

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度の要約 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31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 
    

税引前中間(当期)純利益  215,644 720,697 570,636 

減価償却費  16,842 22,435 39,101 

貸倒引当金の増減額 

（減少額：△） 
 △762 544 △2,951 

賞与引当金の増減額 

（減少額：△） 
 △28,575 50,520 △18,263 

解約調整引当金の増減額

（減少額：△） 
 △5,116 9,086 1,326 

退職給付引当金の増加額  9,053 9,632 14,458 

受取利息及び受取配当金  △46 △52 △613 

支払利息  2,007 - 3,365 

為替差損  140 - 230 

固定資産除却損  13,455 599 16,996 

無形固定資産除却損  7,947 - 7,303 

売上債権の増加額  △135,664 △135,928 △53,717 

棚卸資産の増加額  △3,273 △213 △56 

未払金の増減額 

（減少額：△） 
 23,045 △31,535 69,824 

未払費用の増減額 

（減少額：△） 
 14,786 15,719 △53,243 

未払消費税等の増減額 

（減少額：△） 
 △26,196 △44,004 36,069 

その他  12,021 △31,685 22,841 

小計  115,310 585,818 653,307 

利息及び配当金の受取額  46 52 613 

利息の支払額  △1,496 - △2,239 

法人税等の支払額  △237,258 △178,005 △290,746 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △123,397 407,865 360,934 
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前中間会計期間 

 （自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日）

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度の要約 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日）

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
    

定期預金の預入れによる

支出 
 △21,033 △21,039 △36,040 

有形固定資産の取得によ

る支出 
 △75,027 △25,632 △103,874 

無形固定資産の取得によ

る支出 
 △53,184 △3,256 △58,715 

その他投資の取得による

支出 
 △1,000 △156,624 △24,484 

その他投資の回収による

収入 
 71,924 2,222 74,770 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 △78,320 △204,331 △148,345 

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  △200,000 - △450,000 

株式の発行による収入  66,600 32,000 66,600 

配当金の支払額  △28,075 △42,455 △28,075 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △161,475 △10,455 △411,475 
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前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日）

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度の要約 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日）

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る

換算差額 
 △140 - △230 

Ⅴ 現金及び現金同等物の  

増減額（減少額：△） 
 △363,333 193,079 △199,115 

Ⅵ 現金及び現金同等物の  

期首残高 
 928,657 729,541 928,657 

Ⅶ 現金及び現金同等物の  
中間(期末)残高 

※ 565,324 922,621 729,541 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

(1)たな卸資産 

貯蔵品 

終仕入原価法による原価法 

を採用しております。 

(1)たな卸資産 

貯蔵品 

同左 

(1)たな卸資産 

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     ８年～15年 

車両運搬具  ６年 

工具器具備品 ３年～20年 

(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、

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

売掛金等の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討

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 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

従業員の賞与の支払に備えて、賞与

支給見込額の中間会計期間負担額

を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

従業員の賞与の支払に備えて、賞与

支給見込額の当期負担額を計上し

ております。 

 (3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務

見込額に基づき当中間会計期間末

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。 

(3）退職給付引当金 

同左 

(3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務

見込額に基づき計上しております。

 (4）解約調整引当金 

解約による損失に備えるため、既に

計上した売上高のうち、個別に解約

が見込まれる分は個別の解約による

払戻予想見積額を計上し、その他は

解約の実績率により解約による払戻

予想見積額を計上しております。 

(4）解約調整引当金 

同左 

 

(4）解約調整引当金 

同左 
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項目 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

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・リース取引につきましては、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．中間キャッシュフロー

計算書（キャッシ

ュ・フロー計算書）

における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資からなっ

ております。 

同左 同左 

６．その他中間財務諸表

（財務諸表）作成の

ための基本となる

重要な事項 

(1)消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式によ

っております。 

同左 同左 

    

 
中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

  至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

   至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

    至 平成17年12月31日） 

- （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15年10月

31日）を適用しております。これによる損

益に与える影響はありません。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

当中間会計期間より、「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1,451,835千円でありま

す。なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間貸借対照

表の純資産の部については、改正後の中間

財務諸表等規則により作成しております。

 

- 
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注記事項 

（中間損益計算書関係） 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 
当中間会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年６月 30 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 

  
前事業年度末株式数 

（株） 

当中間会計期間増加 

株式数（株） 

当中間会計期間減少 

株式数（株） 

当中間会計期間末 

株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  606,500  8,000  -  614,500

合計  606,500  8,000  -  614,500

（注）普通株式の発行済株式総数の増加 8,000 株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。 

 

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式数 （数） 

新株予約権の内訳 

 新株予約権の 

目的となる 

株式の種類 

前事業 

年度末 

当中間会計 

期間増加 

当中間会計 

期間減少 

当中間会 

計期間末 

当中間会計 

期間末残高 

（千円） 

平成 16 年新株予約権 普通株式 31,110 - - 31,110 -

ｽﾄｯｸ･ｵﾌﾟｼｮﾝと 

しての新株予約権 
普通株式 - 22,000 - 22,000 -

合計 - - - - - -

 

 

 

 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

  至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

    至 平成17年12月31日） 

※１ 紹介事業収入は、解約調整引当金繰入額

9,218千円及び解約調整引当金戻入額14,335千円

の調整後の金額であります。 

※１ 紹介事業収入は、解約調整引当金繰入額

24,747千円及び解約調整引当金戻入額959千円の

調整後の金額であります。 

※１ 紹介事業収入は、解約調整引当金繰入額

15,661千円の調整後の金額であります。 

※２ 固定資産除却損の内訳   

     建    物    9,684千円 

       工具器具備品   3,771千円 

       ソフトウェア  7,948千円 

合  計      21,403千円 

 

３ 減価償却実施額 

   有形固定資産   11,760千円 

   無形固定資産    5,081千円 

 

 

※２ 固定資産除却損の内訳   

     建    物    599千円 

       

 

 

 

３ 減価償却実施額 

   有形固定資産   15,632千円 

   無形固定資産    6,448千円 

 

 

※２ 固定資産除却損の内訳   

     建    物    11,985千円 

車両運搬具        615千円 

工具器具備品     4,395千円 

       ソフトウェア    7,303千円 

合  計       24,299千円 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産    26,931千円 

   無形固定資産  12,170千円 
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3.配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

配当金の総額 1 株当たり配当額
決議 株式の種類 

（千円） （円） 
基準日 効力発生日 

平成 18 年３月 29 日 

定時株主総会 
普通株式 42,455 70 平成 17 年 12 月 31 日 平成 18 年 3 月 29 日

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸

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） 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸

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６月30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17年12月31日現在）

（千円） 

現金及び預金勘定                    761,539  

預入期間が３ヶ月を超える定期           

預金                         △196,214  

現金及び現金同等物              565,324  

 

（千円）

現金及び預金勘定                  1,154,882  

預入期間が３ヶ月を超える定期            

預金                            △232,261

現金及び現金同等物                  922,621 

 

（千円）

現金及び預金勘定                    940,763  

預入期間が３ヶ月を超える定期           

預金                          △211,221

現金及び現金同等物                  729,541
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（リース取引関係） 

 
 
 
 
 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

  至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

   至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

    至 平成17年12月31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

額相当額及び中間期末残高相当額 

(１)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計

額相当額及び中間期末残高相当額 

(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) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

工具器具備品 18,298 5,923 12,374 

ソフトウェア 8,280 8,120 159 

合計 26,578 14,043 12,534 

  

 

 

取得価
額相当
額 
(千円)

減価償
却累計
額相当
額 
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具器具備品 25,640 10,159 15,481

ソフトウェア 4,040 4,040 -

合計 29,680 14,199 15,481

  

 

 

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 21,428 7,805 13,623

ソフトウェア 8,280 8,257 22

合計 29,708 16,063 13,645

  
(２)未経過リース料中間期末残高相当額 (２)未経過リース料中間期末残高相当額 (２)未経過リース料期末残高相当額 

 
１年内 4,146千円

１年超 9,009千円

合 計 13,156千円

  

 
１年内 4,306千円

１年超 11,708千円

合 計 16,014千円

  

 
１年内 3,928千円

１年超 10,065千円

合 計 13,993千円

  
(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 2,971千円

減価償却費相当額 2,205千円

支払利息相当額 215千円

  

 
支払リース料 2,600千円

減価償却費相当額 2,375千円

支払利息相当額 195千円

  

 
支払リース料 5,452千円

減価償却費相当額 4,225千円

支払利息相当額 402千円

  
(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

につきましては、利息法によっております。 

 

２. オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内     149,111千円 

１年超           86,981千円 

                236,092千円 

(５)利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

２. オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内      86,981千円 

 

                 

(５)利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

２. オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内     149,111千円 

１年超           12,425千円 

                161,536千円 
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（有価証券関係） 

前中間会計期間（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年６月 30 日）、当中間会計期間（自 平成 18 年

１月１日 至 平成 18 年６月 30 日）及び前事業年度（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年 12 月 31

日） 

 当社は有価証券を保有しておりませんので該当事項はありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年６月 30 日）、当中間会計期間（自 平成 18 年

１月１日 至 平成 18 年６月 30 日）及び前事業年度（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年 12 月 31

日） 

 当社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。 

 

（ストック・オプション等関係） 

当中間会計期間 （自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

１．ストック・オプションの内容及び規模 

当中間会計期間において付与したストック・オプションは以下のとおりであります。 

  平成 18 年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 当社監査役１名 当社従業員 40 名 

ストック・オプションの付与数（注）１. 普通株式 22,000 株 

付与日 平成 18 年６月２日 

権利確定条件 （注）２. 

対象勤務期間 自 平成 18 年６月２日 至 平成 20 年５月 17 日 

権利行使期間 自 平成 20 年５月 17 日 至 平成 28 年３月 28 日 

権利行使価格（円） 4,000 円 

公正な評価単価（付与日） （円）    0 円 

（注）１．株式数に換算して記載しております。 

   ２．権利確定条件 

①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要す

る。ただし、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 

②新株予約権発行時において当社の取締役、監査役及び従業員であった者は、新株予約権行使

時においても当社、当社子会社又は当社の関係会社の役員、監査役又は従業員であることを

要する。ただし、任期満了による退任、定年退職の場合、退職時に取締役会が特別にその後

の行使を認めた場合、並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 

③新株予約権は、その行使期間においても当社普通株式が日本国内の証券取引所あるいは店頭

市場において公開され６ヶ月を経過しなければ行使できない。 

 

２．中間財務諸表への影響額 

      ストック・オプション制度による中間財務諸表に与える影響はありません。 
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（持分法損益等） 

 前中間会計期間（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年６月 30 日）、当中間会計期間（自 平成 18 年

１月１日 至 平成 18 年６月 30 日）及び前事業年度（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年 12 月 31

日） 

  該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日   

  至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

   至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日  

    至 平成17年12月31日） 

 

    １株当たり純資産額 1,471.06円 

１株当たり中間純利益金額 227.43円 

  

 

    １株当たり純資産額 2,362.63円 

１株当たり中間純利益金額 603.90円 

  

 

１株当たり純資産額 1,803.87円 

１株当たり当期純利益金額    563.93円 

  

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益

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。 

同左  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。 

 （注） １株当たり中間（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。 

 

 

         前中間会計期間 

    （自 平成17年１月１日    

   至 平成17年６月30日） 

    当中間会計期間 

  （自 平成18年１月１日    

   至 平成18年６月30日） 

     前事業年度 

 （自 平成17年１月１日  

  至 平成17年12月31日） 

中間（当期）純利益（千円） 127,873 368,243 329,719 

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） （－） （－） （－） 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千

円） 
127,873 368,243 329,719 

期中平均株式数（株） 562,245 609,771 584,678 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後1株当り中間（当期）純利益金

額の算定に含めなかった潜在株式の概

要。 

新株予約権（新株予約権の数

31,110個）。 

新株予約権（新株予約権の数

53,110個）。 

新株予約権（新株予約権の数

31,110個）。 

 
（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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