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１．18 年９月中間期の業績（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日） 

(1) 経営成績           （百万円未満切り捨て) 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18 年９月中間期 76,719   6.5 3,407   33.8 3,895   30.9 

17 年９月中間期 72,018   10.2 2,547   14.4 2,976   11.4 

18 年３月期 145,772      5,802      6,322      
 

 中間（当期）純利益 
１ 株 当 た り 中 間 
（ 当 期 ） 純 利 益 

 百万円    ％ 円    銭

18 年９月中間期 2,099   40.0 3,414  58 

17 年９月中間期 1,499    9.1 2,459  01 

18 年３月期 2,993      4,821  27 
(注) ①期中平均株式数 18 年９月中間期 614,832 株 17 年９月中間期 609,832 株 18年３月期 610,217株

 ②会計処理の方法の変更 無    

 ③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           （百万円未満切り捨て） 

 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９月中間期 49,635   29,230   58.9   47,542  69 

17 年９月中間期 40,923   25,819   63.1   42,338  28 

18 年３月期 46,439   28,133   60.6   45,674  58 
(注) ①期末発行済株式数 18 年９月中間期 614,832 株 17 年９月中間期 609,832 株 18年３月期 614,832株

 ②期末自己株式数 18 年９月中間期 －株 17 年９月中間期 －株 18年３月期 －株

 

２．19 年３月期の業績予想（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  

通   期 157,390   7,490   4,120   

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期）  6,701 円 01 銭 

 

３．配当状況 

・現金配当 1 株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18 年３月期 － 1,500.00 1,500.00 

19 年３月期（実績） 900.00 － 

19 年３月期（予想） － 900.00 
1,800.00 

 

※ 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影響を与える不確実な要因に

係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異

なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項

等につきましては、添付資料の６ページを参照してください。 
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６．個別中間財務諸表等 
（１）中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金  9,067 16,247  13,108 

２．受取手形  9 4  3 

３．売掛金  17,372 18,789  19,160 

４．貯蔵品  47 71  44 

５．繰延税金資産  583 558  551 

６．関係会社短期貸付金  1,800 1,523  1,386 

７．その他  955 1,092  957 

貸倒引当金  △  159 △    235  △   124 

流動資産合計   29,676 72.5 38,052 76.7  35,086 75.6

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※１    

(1)建物  341 419  376 

(2)器具及び備品  400 424  435 

(3)土地  417 417  417 

計  1,159 2.8 1,260 2.5 1,229 2.6

２．無形固定資産     

(1)電話加入権  51 51  51 

計  51 0.1 51 0.1 51 0.1

３．投資その他の資産     

(1)投資有価証券  609 655  703 

(2)関係会社株式  6,794 6,794  6,755 

(3)繰延税金資産  987 1,026  924 

(4)その他  1,642 1,794  1,688 

貸倒引当金  △      0 △      0  △      0 

計  10,035 24.6 10,271 20.7 10,072 21.7

固定資産合計   11,246 27.5 11,583 23.3  11,353 24.4

資産合計   40,923 100.0 49,635 100.0  46,439 100.0
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前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債    

１．未払金  6,764 8,231 8,502 

２．未払法人税等  1,498 2,163 1,627 

３．未払消費税等 ※２ 1,300 1,311 1,629 

４．預り金  856 1,879 844 

５．関係会社預り金  2,292 4,234 3,195 

６．賞与引当金  621 706 693 

７．役員賞与引当金  － 24 － 

８．その他  448 448 451 

流動負債合計   13,782 33.7 18,999 38.3  16,944 36.5

Ⅱ 固定負債    

１．退職給付引当金  771 840 796 

２．役員退職慰労引当金  543 － 558 

３．長期未払金  － 558 － 

４．その他  5 5 5 

固定負債合計   1,321 3.2 1,405 2.8  1,361 2.9

負債合計   15,103 36.9 20,405 41.1  18,305 39.4

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   615 1.5 － －  919 2.0

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金  832 － 1,293 

資本剰余金合計   832 2.0 － －  1,293 2.8

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  98 － 98 

２．任意積立金  22,450 － 22,450 

３．中間（当期） 
未処分利益 

 1,675 － 3,169 

利益剰余金合計   24,223 59.2 － －  25,717 55.4

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

  147 0.4 － －  203 0.4

資本合計   25,819 63.1 － －  28,133 60.6

負債資本合計   40,923 100.0 － －  46,439 100.0
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前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   － － 919 1.8  － －

２．資本剰余金    

(1)資本準備金  － 1,293 － 

資本剰余金合計   － － 1,293 2.6  － －

３．利益剰余金    

(1)利益準備金  － 98 － 

(2)その他利益剰余
金 

   

別途積立金  － 24,450 － 

繰越利益剰余金  － 2,295 － 

利益剰余金合計   － － 26,843 54.1  － －

株主資本合計   － － 29,056 58.5  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券 
評価差額金 

  － － 174 0.4  － －

評価・換算差額等合計   － － 174 0.4  － －

純資産合計   － － 29,230 58.9  － －

負債純資産合計   － － 49,635 100.0  － －

－ 33 － 



（２）中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   72,018 100.0 76,719 100.0  145,772 100.0

Ⅱ 売上原価   63,213 87.8 66,905 87.2  127,455 87.4

売上総利益   8,805 12.2 9,813 12.8  18,317 12.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  6,257 8.7 6,405 8.4  12,514 8.6

営業利益   2,547 3.5 3,407 4.4  5,802 4.0

Ⅳ 営業外収益 ※２  432 0.6 493 0.7  663 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※３  3 0.0 6 0.0  143 0.1

経常利益   2,976 4.1 3,895 5.1  6,322 4.3

Ⅵ 特別損失 ※４  212 0.3 161 0.2  506 0.3

税引前中間（当期）
純利益 

  2,764 3.8 3,733 4.9  5,816 4.0

法人税、住民税及び
事業税 

 1,303 1,856  2,803 

法人税等調整額  △   38 1,264 1.7 △    221 1,634 2.2 19 2,822 1.9

中間（当期）純利益   1,499 2.1 2,099 2.7  2,993 2.1

前期繰越利益   175 －   175

中間（当期） 
未処分利益 

  1,675 －   3,169
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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４月１日 至平成 18 年９月 30 日）          （単位：百万円） 

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 

平成18年３月31日残高 919 1,293 1,293 98 22,450 3,169 25,717 27,930

中間会計期間中の変動額    

別途積立金の積立て － － － － 2,000 △  2,000 － －

剰余金の配当 － － － － － △    922 △    922 △    922

利益処分による役員賞与 － － － － － △     51 △     51 △     51

中間純利益 － － － － － 2,099 2,099 2,099

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額） 
－ － － － － － － －

中間会計期間中の変動額 

合計 
－ － － － 2,000 △    874 1,125 1,125

平成18年９月30日残高 919 1,293 1,293 98 24,450 2,295 26,843 29,056

 
 

評価・換算差額等 

 その他有価

証券評価差

額金 

評価・換算

差額等合計

純資産合計

平成18年３月31日残高 203 203 28,133

中間会計期間中の変動額  

別途積立金の積立て － － －

剰余金の配当 － － △    922

利益処分による役員賞与 － － △     51

中間純利益 － － 2,099

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額） 
△     28 △     28 △     28

中間会計期間中の変動額 

合計 
△     28 △     28 1,096

平成 18 年９月 30 日残高 174 174 29,230
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中間財務諸表作成のため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４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1)有価証券 (1）有価証券 (1)有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 ①子会社株式及び関連会社株式 ①子会社株式及び関連会社株式 ①子会社株式及び関連会社株式

  移動平均法による原価法を採

用しております。 

同左 同左 

 ②その他有価証券 ②その他有価証券 ②その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間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。

同左  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 時価のないもの 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。 

同左 同左 

 (2)たな卸資産 (2）たな卸資産 (2)たな卸資産 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

 最終仕入原価法による原価法

を採用しております。 

同左 同左 

(1)有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法  定率法（ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）については

定額法）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      ６～47年 

器具及び備品  ２～20年 

同左 同左 

 (2)無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  当社は定額法を採用しており

ます。 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては即時償却しており

ます。 

同左 同左 

３．繰延資産の処理方法  

――――― 

 

――――― 

新株発行費 

支出時に、全額費用処理してお

ります。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．引当金の計上基準 (1 )貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  売上債権、貸付金等の貸倒損

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。 

同左 同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額の当中間会計期間負担額を計

上しております。  

同左  従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額の当事業年度の負担額を計上

しております。 

 (3）      ――――― (3）役員賞与引当金 (3）      ―――――   

  

 

    役員に対する賞与の支出に備

えるため、当事業年度における

支給見込額の当中間会計期間負

担額を計上しております。 

 

 

 (4）退職給付引当金 (4）退職給付引当金 (4）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

付債務の見込額に基づき、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。 

 また、数理計算上の差異は、

当中間会計期間に全額費用処理

しております。 

同左  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

付債務の見込額に基づき、計上

しております。 

 また、数理計算上の差異は、

当事業年度に全額費用処理して

おります。 

 (5）役員退職慰労引当金 (5）      ――――― (5) 役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労金の支

出に備えるため、内規に基づく

期末要支給額を計上しておりま

す。 

なお、平成17年９月において 

役員の退職慰労金規程を廃止し、

平成16年度定時株主総会終結時

までの在任期間に対応する退職

慰労金を各役員の退任時に支払

うこととしたため、当該期間に対

応する内規に基づく要支給額を

計上しております。 

 

 

 役員に対する退職慰労金の支

出に備えるため、内規に基づく

期末要支給額を計上しておりま

す。 

なお、平成17年９月において

役員の退職慰労金規程を廃止

し、平成16年度定時株主総会終

結時までの在任期間に対応する

退職慰労金を各役員の退任時に

支払うこととしたため、当該期

間に対応する内規に基づく要支

給額を計上しております。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

５．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 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 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 

 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４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 

               

（役員賞与引当金） 

   当中間会計期間より「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準第４号  平成17

年11月29日）を適用しております。 

  これにより営業利益、経常利益及び税引

前中間純利益は、それぞれ24百万円減少し

ております。 

 

               

 （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。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は29,230百万円であります。 

また、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財務諸表の純

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 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

698百万円 799百万円 753百万円

※２ 消費税等の取扱い ※２ 消費税等の取扱い ※２        ―――――― 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」

として記載しております。 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」

として記載しております。 

 

３ 当社は、運転資金を効率的に調達する

ため、取引銀行３行とシンジケートロー

ン契約を締結しております。この契約に

基づく当中間会計期間末の借入未実行残

高は次の通りであります。 

３  当社は、運転資金を効率的に調達する

ため、取引銀行３行とシンジケートロー

ン契約を締結しております。この契約に

基づく当中間会計期間末の借入未実行残

高は次の通りであります。 

３  当社は、運転資金を効率的に調達する

ため、取引銀行３行とシンジケートロー

ン契約を締結しております。この契約に

基づく当連結会計年度末の借入未実行残

高は次の通りであります。 

シンジケートローン

与信枠 
10,000百万円 

借入実行残高 －百万円 

差引額 10,000百万円 
 

シンジケートローン

与信枠 
11,000百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 11,000百万円
 

シンジケートローン

与信枠 
11,000百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 11,000百万円
 

４         ―――――― ４ 債務保証 ４           ―――――― 

     次の関係会社について、金融機関からの

借入に関し債務保証を行っております。

テンプスタッフ・ライフア

ドバイザリー㈱ 
30百万円

Shanghai Tempstaff  

Consulting Co.,Ltd 
42百万円

 72百万円
 

 

 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 減価償却実施額 

      有形固定資産              74百万円 

※２ 営業外収益のうち主要なもの 

※１ 減価償却実施額 

      有形固定資産              87百万円

※２ 営業外収益のうち主要なもの 

※１ 減価償却実施額 

      有形固定資産             160百万円

※２ 営業外収益のうち主要なもの 
 

受取利息 9百万円

受取配当金 218百万円

業務委託料 177百万円
  

 
受取利息 10百万円

受取配当金 297百万円

業務委託料 159百万円
  

 
受取利息 21百万円

受取配当金 220百万円

業務委託料 356百万円
  

※３ 営業外費用のうち主要なもの ※３ 営業外費用のうち主要なもの ※３ 営業外費用のうち主要なもの 
 

支払利息 3百万円
  

 
支払利息 6百万円

 

 
支払利息 8百万円

株式上場費用 72百万円

新株発行費 63百万円
  

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

固定資産除却損 

 建物 20百万円

 器具及び備品 13百万円

 計 33百万円

関係会社株式評価損 70百万円

貸倒引当金繰入額 108百万円
  

 
固定資産除却損 

建物 7百万円

器具及び備品 3百万円

計 10百万円

関係会社株式評価損 40百万円

貸倒引当金繰入額 111百万円
  

 
固定資産除却損 

建物 22百万円

器具及び備品 23百万円

計 46百万円

関係会社整理損 49百万円

関係会社株式評価損 319百万円

貸倒引当金繰入額 91百万円
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① リース取引 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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 

(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 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

(百万円) 

中間期
末残高
相当額 

器具及び備品 391 156 234 

ソフトウェア 179 58 120 

合計 570 214 355 

  

 

 

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

器具及び備品 379 165 214

ソフトウェア 204 91 112

合計 584 257 326

  

 

 

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

期末残
高相当
額 
(百万円)

器具及び備品 374 151 223

ソフトウェア 186 69 117

合計 561 220 341

  
(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 111百万円  

１年超 247百万円 

合計 358百万円 
  

 
１年内 116百万円

１年超 214百万円

合計 330百万円
  

 
１年内 115百万円 

１年超 229百万円 

合計 345百万円 
  

(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 62百万円

減価償却費相当額 60百万円

支払利息相当額 2百万円
  

 
支払リース料 62百万円

減価償却費相当額 60百万円

支払利息相当額 2百万円
  

 
支払リース料 125百万円 

減価償却費相当額 120百万円 

支払利息相当額 5百万円 
  

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

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

同左 同左 

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

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。 

同左 同左 

 
 

 

② 有価証券 

 前中間会計期間（自平成 17 年４月１日 至平成 17 年９月 30 日）、当中間会計期間（自平成 18 年４月１日 至

平成 18 年９月 30 日）及び前事業年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日）における子会社株式及び

関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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（１株当たり情報） 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（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 42,338円28銭 

１株当たり中間純利益金額 2,459円01銭 

 

  

１株当たり純資産額 47,542円69銭

１株当たり中間純利益金額 3,414円58銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額 
3,401円56銭

  

  

１株当たり純資産額 45,674円58銭

１株当たり当期純利益金額 4,821円27銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
4,803円35銭

  
 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・非登録で

あるため、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）純利益金額及び潜在株式調整後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４月１日 

至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（百万円） 1,499 2,099 2,993 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 51 

（うち利益処分による役員賞与金） （   －） （   －） （   51）

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 1,499 2,099 2,942 

期中平均株式数（千株） 609 614 610 

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益

金額 

  
 

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － － 

普通株式増加数（千株） － 2 2 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間（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（新株予約権

の数5,493個） 

 

―――― 

 

―――― 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 

――――― 

１．当社は、平成 18 年 11 月 13 日開催の

取締役会において、パーソナル㈱の株

式の譲受けに関する契約の締結を決

定し、平成 18 年 11 月 17 日に同社株

式を取得することを決定致しました。

①目的 

  人材紹介事業の強化及び業容の拡大 

②株式取得の相手 

  パーソナル㈱ 

名誉会長 隅田献 

代表取締役会長兼社長 遠藤幸江

他 ６名 

③取得する会社の概要 

会社名：パーソナル㈱ 

 住 所：東京都中央区八重洲１-５-20

石塚八重洲ビル 

  事業内容：販売職の有料職業紹介 

資本金：50百万円 

④株式取得時期 

  平成 18 年 11 月 17 日 

⑤取得する株式の数 ：87,650 株 

  取得価額     ：2,900 百万円 

  取得後の議決権比率：100％ 

⑥資金調達の方法  ：自己資金による

 

 

――――― 
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	 （３）中間株主資本等変動計算書 

