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平成 18 年 12 月期  第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成 18 年 11 月 14 日 

会社名 株式会社 ジェイ エイ シー ジャパン （コード番号： ２１２４ ＪＡＳＤＡＱ） 

（ＵＲＬ http://www.jacjapan.co.jp ）  
ＴＥＬ：(03)5259-6926   

 

問い合わせ先  代表者役職・氏名 代表取締役社長            神村 昌志      

               責任者役職・氏名 取締役副社長 管理本部長兼人事部長  服部 啓男 
       
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 
  
① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 無 
② 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

  
２．平成 18 年 12 月期第３四半期財務・業績の概況（平成 18 年１月１日 ～ 平成 18 年９月 30 日） 
（１） 経営成績                （千円未満の金額は切捨てて表示しております。） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

 千円  ％ 千円  ％ 千円  ％ 千円  ％

18 年 12 月期第３四半期 5,434,776 (－) 932,773 (－) 894,328 (－) 448,291 (－) 

17 年 12 月期第３四半期   － (－)   － (－)   － (－)   － (－) 

(参考)17 年 12 月期 5,814,079 (－)  597,198 (－) 594,935 (－)  329,719 (－) 

 

 
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 

 円    銭 円    銭

18 年 12 月期第３四半期 731  07 729  20

17 年 12 月期第３四半期 －  －  

(参考)17 年 12 月期 563  93 －  

 (注) 1. 四半期の経営成績の売上高、営業利益等の項目につきましては、当第３四半期より開示を行っております 

         ので、前年同期の実績及びこれに対する増減率の記載は行っておりません。 

    2. 平成 17 年 12 月期の潜在株式調整後１株当たり当期(四半期)純利益金額につきましては、平成 17 年 12 月 31 

        日時点において当社株式は非上場であるため、記載しておりません。 

（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 

 千円 千円 ％ 円    銭

18 年 12 月期第３四半期 3,990,994 2,554,884 64.0 3,844  82

17 年 12 月期第３四半期  － － － － 

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

【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 

 千円 千円 千円 千円

18 年 12 月期第３四半期 784,057 △1,869,897 1,012,545 656,247

17 年 12 月期第３四半期  －  －  －  － 

(参考)17 年 12 月期 360,934 △148,345 △411,475 729,541

 
（参考）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 

１株当たり予想当期純利益（通期） 895円 43銭 
（注）上記に記載した業績予想は、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。実際の業績は、状況変化等により上記業績予想と異なる可能性があります。 

http://www.jacjapan.co.jp/


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
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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。 

 

(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。 

 

 

 

－  － 

 

2



３. 経営成績及び財政状態 

１.経営成績 

 当四半期のわが国経済は、企業収益の好調さが家計部門へ波及しており、国内民間需要に支えられた景気回復が

続いてきております。その中で雇用情勢は改善に広がりがみられ、企業の採用意欲も引き続き高いレベルで推移し

ております。 

 このような事業環境の中、当社は当第３四半期会計期間におきましても積極的に社員採用を実施し、事業拡大を

行ってまいりました。その結果、当第３四半期会計期間における当社の売上高は 5,434 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 3,587 百万円、人材派遣事業部門では売上高 1,847 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 932 百万円、経常利益では 894 百万円、第３四半期純利益では 448

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 
 

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 
増減率 

売上高 4,293 5,434 26.6%

営業利益 450 932 107.2%

経常利益 447 894 99.9%

第３四半期純利益 247 448 80.8%

 ■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 1,860 - 5,434

対前年増減率 34.4% 30.0% 17.3% - 

                                                                                                    （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 277 445 209 - 932

対前年増減率 92.9% 368.3% △0.8% - 

 

①売上高分析 

 当第３四半期会計期間の売上高は、人材紹介事業売上の大幅な増加により、前年同期比 26.6%増の 5,434 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 71.5%増の 3,587 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りましたので、前年同期比 16.1%減の 1,847 百万円となりまし

た。 

②営業利益分析 

 当第３四半期会計期間の売上総利益は、前年同期比 57.7%増の 3,904 百万円となりました。当中間会計期間から

引き続き、当第３四半期会計期間におきましても人材紹介事業の売上が大きく伸びたことで売上総利益率は前年同

期比 14.2 ポイント改善され 71.8%となりました。 

 販売費及び一般管理費は社員の採用による人件費の増加、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46.7%増の 2,971百万円となりました。売上高販管費率は前年同期比7.4ポイント増加の54.6%となりました。  

 当第３四半期での営業利益は東京一橋オフィス、福岡オフィスの設置、京都オフィスの移転による販売費及び一

般管理費の増により、前第３四半期比 0.8%減となりましたが、当第３四半期会計期間では売上高の増により、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 107.2%増の 932 百万円となりました。その結果、営業
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利益率は前年同期比 6.7 ポイント改善の 17.2%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 33 百万円を計上し、前年同期比 1,035.9%増の 39 百万円となりました。結果、

当第３四半期会計期間の営業外損益合計額は△38 百万円となりました。 

④税引前第３四半期純利益・第３四半期純利益分析 

 当第３四半期会計期間の税引前第３四半期純利益は前年同期比 109.6%増の 891 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 361 百万円増の 539 百万円となりました。結果、当第３四半期純利益は前年同

期比 200 百万円増の 448 百万円となりました。 

 

２.財政状態                                             

                                              （単位：千円） 

 平成 17 年 12 月期

前第３四半期 

会計期間 

平成 18 年 12 月期

当第３四半期 

会計期間 

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 80,822 784,057 703,235 360,934

投資活動によるキャッシュ・フロー △111,339 △1,869,897 △1,758,557 △148,345

財務活動によるキャッシュ・フロー △161,475 1,012,545 1,174,020 △411,475

現金及び現金同等物の第３四半期期末

（期末）残高 
736,525 656,247 △80,278 729,541

 

 当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は656百万円と前第３四半期会計期間と比べ80百万

円の減となりました。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） 

 当第３四半期会計期間における営業活動では、税引前第３四半期純利益が前第３四半期会計期間に比べ 466 百万

円増加しました。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローは前第３四半期会計期間と比べて 703 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） 

 当第３四半期会計期間における投資活動では、普通預金から 1,627 百万円を定期預金に振り替えました。また、

拠点の開設・移転に伴う敷金・保証金の支出がありましたので、投資活動によるキャッシュ・フローは前第３四半

期会計期間と比べて 1,758 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） 

 当第３四半期会計期間における財務活動では、公募増資等による 1,055 百万円の収入、配当金支払による 42 百

万円の支出がありました。この結果、財務活動によるキャッシュ・フローは前第３四半期会計期間と比べて 1,174

百万円の増となりました。 

 

 当社のキャッシュ・フロー指標は下記のとおりであります。 

平成 17 年 12 月期 平成18年12月期 

第３四半期末 期末 第３四半期末 

自己資本比率（％） 51.0 55.6 64.0

      自己資本比率：株主資本/総資産×100（％）
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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） 

 当第３四半期会計期間は、売上高が予算に対し若干の未達成となりましたが、今後も人材紹介業のマーケットの

好況が続くと考えておりますので、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 

 当第３四半期 

会計期間実績 

当第３四半期 

会計期間業績予想

達成率 
通期業績予想 

進捗率

売上高 5,434 5,480 99.2% 7,495 72.5%

営業利益 932 864 107.9% 1,125 82.9%

経常利益 894 864 103.4% 1,125 79.5%

第３四半期（当期）純利益 448 473 94.7% 560 80.0%

※業績予想につきましては、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、見通しとは異なる場合があります。 

 

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９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 1,009,038 152.7 

  金融業界 769,708 211.5 

  消費財・サービス業界 624,647 175.5 

  メディカル・医療業界 605,510 165.5 

  IT・通信業界 387,742 139.0 

  その他 190,826 285.2 

人材紹介事業     計 3,587,473 171.5 

2．人材派遣事業       

人材派遣事業     計 1,847,302 83.9 

合計 5,434,776 126.6 
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６.第３四半期財務諸表等 
(１）第３四半期貸借対照表 

  
当第３四半期会計期間末 
（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 
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金   2,494,508 940,763 

２．売掛金   552,411 450,889 

３．貯蔵品   9,666 770 

４．前払費用   39,962 42,384 

５．繰延税金資産   178,536 81,954 

６．その他   1,040 3,281 

貸倒引当金   △3,318 △2,720 

流動資産合計   3,272,807 82.0 1,517,323 77.1

Ⅱ 固定資産    

１. 有形固定資産    

(１) 建物    152,321 108,519  

減価償却累計額  27,065 125,255 16,749 91,770 

(２) 車両運搬具  11,181 11,181  

減価償却累計額  3,579 7,601 1,188 9,992 

(３) 工具器具備品  119,936 72,352  

減価償却累計額  44,379 75,557 31,904 40,447 

（４）建設仮勘定   2,835 - 

          計   211,249 5.3 142,210 7.2

２. 無形固定資産    

(１) 商標権   1,773 2,033 

(２) ソフトウェア   44,753 50,951 

(３) その他   2,693 2,590 

          計    49,220 1.2 55,575 2.8

３. 投資その他の資産    

(１) 敷金・保証金   399,220 193,722 

(２) 繰延税金資産   58,494 59,240 

(３) その他   - 252 

貸倒引当金   - △252 

          計   457,715 11.5 252,963 12.9

固定資産合計   718,186 18.0 450,748 22.9

資産合計   3,990,994 100.0 1,968,072 100.0

    

 

－  － 
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当第３四半期会計期間末 
（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 
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．未払金   430,609 348,960 

２．未払費用   88,602 44,260 

３．未払法人税等   437,651 178,005 

４. 未払消費税等   98,576 116,076 

５．前受金   - 7,215 

６．預り金   50,333 50,212 

７．賞与引当金   254,626 76,792 

８．解約調整引当金   25,207 15,661 

９．その他   - 586 

流動負債合計   1,385,606 34.7 837,771 42.6

Ⅱ 固定負債    

１. 退職給付引当金   50,503 36,253 

固定負債合計   50,503 1.3 36,253 1.8

負債合計   1,436,110 36.0 874,024 44.4

（資本の部）    

Ⅰ 資本金    - - 80,150 4.1

Ⅱ 資本剰余金    

１. 資本準備金  - 55,150  

資本剰余金合計   - - 55,150 2.8

Ⅲ 利益剰余金    

１. 利益準備金  - 1,595  

２. 任意積立金    

(１) 別途積立金  - 500,000  

３.第３四半期(当期) 
  未処分利益 

 - 457,152  

利益剰余金合計   - - 958,747 48.7

資本合計   - - 1,094,047 55.6

負債・資本合計   - - 1,968,072 100.0

（純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１.資本金   607,650 15.2 - -

２.資本剰余金    

（１）資本準備金  582,650 -  

   資本剰余金合計   582,650 14.6 - -

    

        

        

－  － 
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当第３四半期会計期間末 
（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 
（％） 

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  562,989 -  

 利益剰余金合計   1,364,584 34.2 - -

株主資本合計   2,554,884 64.0 - -

純資産合計   2,554,884 64.0 - -

負債純資産合計   3,990,994 100.0 - -

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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（２）第３四半期損益計算書 

  
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年１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 
（％） 

Ⅰ 売上高    

１.紹介事業収入 ※１ 3,587,473 2,972,672  

２.派遣事業収入  1,847,302 5,434,776 100.0 2,841,407 5,814,079 100.0

Ⅱ 売上原価    

１．紹介事業原価  33,553 11,265  

２．派遣事業原価  1,497,078 1,530,631 28.2 2,361,006 2,372,272 40.8

売上総利益   3,904,144 71.8 3,441,807 59.2

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

   

１．役員報酬  115,070 143,095  

２．給与手当等  1,362,603 1,473,830  

３．法定福利費  207,148 204,288  

４．退職給付費用  17,615 17,573  

５．賞与引当金繰入  254,626 76,792  

６．貸倒引当金繰入  598 605  

７．地代家賃  180,672 200,972  

８．減価償却費  35,422 39,101  

９．広告宣伝費  272,845 231,056  

10．その他  524,766 2,971,371 54.6 457,292 2,844,609 48.9

営業利益   932,773 17.2 597,198 10.3

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  101 58  

２．受取配当金  782 555  

３. ｾﾐﾅｰ収入  222 575  

４. 講演料収入  60 330  

５．その他  156 1,322 0.0 421 1,940 0.0

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  - 3,365  

２．為替差損  975 230  

３. 新株発行費  5,215 469  

４. 株式公開準備費用  33,576 -  

５. その他  - 39,766 0.7 137 4,202 0.1

経常利益   894,328 16.5 594,935 10.2

    

 

 

 

 

 

－  － 

 

9



  
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年１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 
（％） 

Ⅵ 特別損失     

１．固定資産除却損 ※２ 2,522 2,522 0.0 24,299 24,299 0.4

税引前第３四半期
(当期)純利益 

  891,806 16.4 570,636 9.8

法人税、住民税 
及び事業税 

 539,351 231,427  

法人税等調整額  △95,836 443,514 8.1 9,488 240,916 4.1

第３四半期(当期)
純利益 

  448,291 8.3 329,719 5.7

前期繰越利益   - 127,432 

第３四半期(当期)
未処分利益 

  - 457,152 

    

 
（３）第３四半期株主資本等変動計算書 

  当第３四半期会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年９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

当第３四半期会計期間中の 

変動額 
                  

 新株の発行 527,500 527,500 527,500         1,055,000 1,055,000

 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

 第３四半期純利益           448,291 448,291 448,291 448,291

当第３四半期会計期間中の 

変動額 合計   （千円） 
527,500 527,500 527,500 - 300,000 105,836 405,836 1,460,836 1,460,836

平成 18 年９月 30 日 残高 

         （千円） 
607,650 582,650 582,650 1,595 800,000 562,989 1,364,584 2,554,884 2,554,884
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（４）第３四半期キャッシュ・フロー計算書 

  

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

    至 平成18年９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） 

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 
 891,806 570,636 

減価償却費  36,126 39,101 

貸倒引当金の増減額 

（減少額：△） 
 346 △2,951 

賞与引当金の増減額 

（減少額：△） 
 177,834 △18,263 

解約調整引当金の増加額  9,545 1,326 

退職給付引当金の増加額  14,250 14,458 

受取利息及び受取配当金  △883 △613 

支払利息  - 3,365 

為替差損  - 230 

固定資産除却損  2,522 24,299 

売上債権の増加額  △101,270 △53,717 

棚卸資産の増加額  △8,896 △56 

未払金の増加額  26,832 69,824 

未払費用の増減額 

（減少額：△） 
 37,406 △53,243 

未払消費税等の増減額 

（減少額：△） 
 △17,500 36,069 

その他  8,805 22,841 

小計  1,076,924 653,307 

利息及び配当金の受取額  883 613 

利息の支払額  - △2,239 

法人税等の支払額  △293,751 △290,746 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 784,057 360,934 

     

     
 
 
 
 

    

－  － 

 

11



当第３四半期会計期間 

  （自 平成18年１月１日 

 至 平成18年９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） 

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 
 △1,627,039 △36,040 

有形固定資産の取得 

による支出 
 △33,622 △103,874 

無形固定資産の取得 

による支出 
 △5,256 △58,715 

その他投資の取得による

支出 
 △206,501 △24,484 

その他投資の回収による

収入 
 2,522 74,770 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 △1,869,897 △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  - △450,000 

株式の発行による収入  1,055,000 66,600 

配当金の支払額  △42,455 △28,075 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 1,012,545 △411,475 

－  － 
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当第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

  至 平成18年９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） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る

換算差額 
 - △230 

Ⅴ 現金及び現金同等物の  

減少額 
 △73,294 △199,115 

Ⅵ 現金及び現金同等物の  

期首残高 
 729,541 928,657 

Ⅶ 現金及び現金同等物の  
   第３四半期期末（期末）  
  残高 

※ 656,247 729,541 
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第３四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

  至 平成18年９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 

 

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 

 (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 

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 

 (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第３

四半期会計期間負担額を計上しております。 

(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。 

(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 
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当第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

項目  （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 

５．第３四半期キャッシュ

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 

６．その他第３四半期財務

諸表（財務諸表）作成

のための基本となる

重要な事項 

(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 

   

   

 

第３四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

   至 平成18年９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） 

当第３四半期会計期間より、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） 

当第３四半期会計期間より、「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2,554,884千円であります。 

 

- 
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注記事項 

（第３四半期損益計算書関係） 

 

（第３四半期株主資本等変動計算書関係） 

当第３四半期会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

  至 平成18年９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25,207千円及び 

      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     599千円 

       ソフトウェア  1,922千円 

   合  計       2,522千円 

 

 

３ 減価償却実施額 

   有形固定資産   25,743千円 

   無形固定資産    9,678千円 

 

 

※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 

 

 

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） 

当第３四半期会計期間

増加株式数（株） 

当第３四半期会計期間

減少株式数（株） 

当第３四半期会計期間

末株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  606,500  58,000  -  664,500

合計  606,500  58,000  -  664,500

（注）普通株式の発行済株式総数の増加 58,000 株は、第三者割当新株発行による増加が 8,000 株、株式会

社ジャスダック証券取引所への上場に伴う募集株式発行による増加が 50,000 株であります。 

 

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
当第３四半期

会計期間増加 

当第３四半期

会計期間減少 

当第３四半期

会計期間末 

当第３四半

期会計期間

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 - - - - - -
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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 
普通株式 42,455 70 平成 17年 12月 31日 平成 18 年３月 29 日

定時株主総会 

 

（第３四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

前事業年度 

（自 平成17年１月１日 

    至 平成18年９月30日）   至 平成17年12月31日） 

※現金及び現金同等物の第３四半期末残高と第３四半期貸借 

  対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年９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）（千円）

現金及び預金勘定                    940,763                現金及び預金勘定                  2,494,508                 

預入期間が３ヶ月を超える定期           預入期間が３ヶ月を超える定期             

預金                            △1,838,261 預金                          △211,221

現金及び現金同等物                  656,247 現金及び現金同等物                  729,541

  

 

（有価証券関係） 

当第３四半期会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年９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） 

当第３四半期会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年９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。 
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（ストック・オプション等関係） 

当第３四半期会計期間 （自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

１．ストック・オプションの内容及び規模 

当第３四半期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．第３四半期財務諸表への影響額 

      ストック・オプション制度による第３四半期財務諸表に与える影響はありません。 

 

（持分法損益等） 

 当第３四半期会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年９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。 
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（１株当たり情報） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

   至 平成18年９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 3,844.82円 

    １株当たり第３四半期純利益金額 731.07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 

    

     潜在株式調整後１株当たり       729.20円 

        第３四半期純利益金額 

 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株当たり第３四半期（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。 

 

 

     当第３四半期会計期間 

    （自 平成18年１月１日    

     至 平成18年９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株当たり第３四半期（当期）純利益   

第３四半期（当期）純利益（千円） 448,291 329,719 

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） （-） （-） 

普通株式に係る第３四半期（当期） 

純利益（千円） 
448,291 329,719 

期中平均株式数（株） 613,195 584,678 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

第３四半期（当期）純利益調整額  
- - 

（千円） 

普通株式増加数（株） 1,572 - 

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）。

               - 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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