
 

 

 

平成19年５月期  第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

 平成19年３月26日 

上場会社名 ジェイコム株式会社 （コード番号：2462 東証第一部）

（ＵＲＬ http://www.jcm.co.jp/ ）  ＴＥＬ：（06）4708 － 1001 

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長  岡本 泰彦 

         責任者役職・氏名 取締役執行役員経営管理部長   谷間  高 

 
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 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

③ 会計士又は監査法人による関与の有無 ： 有 

 
２．平成19年５月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年６月１日～平成19年２月28日） 

(1) 経営成績の進捗状況 

(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。 

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

 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％

19年５月期第３四半期 6,821  41.2 579  28.7 556  34.6 316  55.0

18年５月期第３四半期 4,830     － 450    － 413    － 204    －

(参考)18年５月期 6,657   42.1 594 109.2 552  96.3 274  79.8

 

 
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

19年５月期第３四半期 7,255  46 7,013  38

18年５月期第３四半期 5,185  92 4,970  11

(参考) 18年５月期 6,788  18 6,518  55

 (注)1.売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。  

2.平成17年５月期第３四半期については、四半期財務諸表を作成しておりませんので、平成18年５月期第３四半期の対前年同四

半期増減率は表示しておりません。 

3.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が、平成18年５月期第３四半期及び平成18年５月期の

「１株当たり四半期（当期）純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益」は、株式分割が期首に行われ

たものとして算出しております。 

  

 

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

  当第３四半期におけるわが国経済は、企業収益の改善に伴い回復基調を維持しており、雇用情勢におきましても、

企業の求人活動は総じて活発化し、就業者数は増加傾向にあります。業績を伸ばしている大手企業を中心に即戦力と

なる人材に対するニーズは高まっており、一部大手企業では正社員雇用拡大策を発表しているものの、人材サービス

業界も企業ニーズに応えることにより市場を拡大しております。 

また、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、平成18年10月24日のナンバーポータビリティ制

度開始以降、通信キャリア各社はより多くの加入者獲得にむけ、新機種の発売やサービスプランの発表、店頭におけ

る販売促進キャンペーンの開催等、引き続き販売活動は活発な状況にあります。 

このような状況のもと、当社の主力事業である総合人材サービス事業におきましては、当四半期においても引き続

き主要マーケットである携帯電話業界への営業支援サービスに対する旺盛な需要を取り込むべく注力いたしました。

以前からシェアが高い関西、東海地域におきましては、通信キャリアや大手携帯電話販売代理店の販売スタッフへの

ニーズ拡大に柔軟に対応すべく、スタッフの求人・教育といった採用力の強化に注力いたしました。最大のマーケッ

トである首都圏におきましては、まだまだ当社のシェアが低いことから、営業活動にも注力し、得意先、対象地域の

拡大及びサービス内容の充実を図った結果、当社の営業支援サービスに対する評価も大幅に高まったものと認識して

おります。また、今春からサービス開始となるイー・モバイルとの営業支援サービスも開始しており、今後もなお一

層携帯電話業界向けサービスの拡大を見込んでおります。 

また、マルチメディアサービス事業におきましては、直営３店舗の運営を継続しており、引き続き販売力強化に努

めてまいりました。 
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前第３四半期及び当第３四半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。 

 
                          (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。 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日  

至 平成18年２月28日)

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年６月１日  

至 平成19年２月28日）

 前事業年度 

(自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日）事業部門 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

総合人材サービス事業 4,252 88.0 6,274 92.0 5,896 88.6 

 西日本地区 2,718 56.3 3,782 55.5 3,745 56.3 

 東海地区 958 19.8 1,201 17.6 1,322 19.9 

 東日本地区 575 11.9 1,290 18.9 828 12.4 

マルチメディアサービス事業 577 12.0 547 8.0 761 11.4 

合計 4,830 100.0 6,821 100.0 6,657 100.0 

 

以上の結果、当第３四半期の売上高は6,821百万円（前年同期比41.2％増）となりました。一方、利益面において

は、業務拡大に伴う人件費や営業変動費、採用スタッフの増加施策による採用教育費、事業所の増加や拡大を伴う移

転による固定費がそれぞれ増加した結果、販売費及び一般管理費が前年同期比302百万円増加したこと等により、営業

利益は579百万円（前年同期比28.7％増）、経常利益は556百万円（前年同期比34.6％増）、第３四半期純利益は316百万

円（前年同期比55.0％増）となりました。 

なお、当社は株式会社東京証券取引所のご承認をいただき、平成19年２月23日に東証マザーズから東証第一部に市

場変更することができました。これもひとえに、関係各位の皆様のあたたかいご支援の賜物と深く感謝しております。 

 

 

(2) 財政状態の変動状況 

                          (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。 

 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

19年５月期第３四半期 4,864 3,747  77.1  78,903  31

18年５月期第３四半期 2,548  1,719  67.5  39,533  98

(参考) 18年５月期 2,758  1,783  64.7  41,007  11

(注) 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が、平成18年５月期第３四半期及び平成18年５月期の「１

株当たり純資産」は、株式分割が期首に行われたものとして算出しております。 

 

 
(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 

19年５月期第３四半期 172  △ 305  1,671   3,091  

18年５月期第３四半期 284  △ 56  1,039  1,648  

(参考) 18年５月期 405  △ 267  1,034  1,553  

 

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

 当第３四半期における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、東証第一部への市場変更時に実施した公募

増資により1,684百万円という大きな資金増加要因があった結果、前期末に比べ1,538百万円増加し、当第３四半期末は

3,091百万円となりました。 

 当第３四半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。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により獲得した資金は172百万円となりました。これは、税引前第３四半期純利益558百万円に対して、ジェ

イコムスタッフの増加による人件費等未払金の増加額175百万円等の資金増加要因がありましたが、一方で法人税等の支

払額328百万円、売上高増加に伴う売上債権の増加額277百万円等により資金が減少したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により使用した資金は305百万円となりました。主な資金減少要因は、短期資金運用を目的とした信託受益権

の取得及び償還300百万円、取引先との関係強化等を目的とした投資有価証券の取得62百万円、社員・スタッフ管理用シ

ステム等無形固定資産の取得32百万円等であります。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により得られた資金は1,671百万円となりました。これは東証第一部への市場変更時に実施した公募増資によ

り1,684百万円の資金増加があったこと等によるものであります。 

 

 

３．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

通     期 9,307 736 406

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 9,119円96銭 

通期の予定期中平均株式数44,584.93株により算出しております。 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

 当社の主力事業である携帯電話業界向け営業支援サービスは、毎年３月を中心として開催される春商戦を控え、ます

ますの活性化が期待できます。当社ではこのような業界ニーズに速やかに対応できるよう、引き続き営業活動や採用教

育活動を強化し、営業支援サービスの信頼度を高めることにより、事業拡大に努めてまいります。 

 また、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店舗による営業を行ってまいります。 

 以上の状況を考慮した結果、通期の業績につきましては、平成18年12月18日に公表のとおり、変更はございません。 

（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。 

 

 

４．配当状況 

・現金配当  一株当たり配当金（円） 

  中間期末 期末 年間 

18年５月期 － － － 

19 年５月期(実績) 1,000 － 

19 年５月期(予想) － 

2,000 

（普通配当 1,500） 

（記念配当  500） 

3,000 

（普通配当 2,500） 

（記念配当  500）  

 
 
〔添付資料〕 
５．四半期財務諸表 
（1）四半期貸借対照表 
（2）四半期損益計算書 
（3）四半期株主資本等変動計算書 
（4）四半期キャッシュ・フロー計算書 
（5）注記事項等 

                                            以 上 

 

 

3



 
 

５．四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 

  
前第３四半期会計期間末 

(平成18年２月28日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成19年２月28日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年５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  1,648,952 3,091,172 1,553,126 

２．売掛金  679,809 1,038,472 760,956 

３．たな卸資産  735 870 725 

４．短期信託受益権  － 300,000 － 

５．その他  67,969 88,985 92,365 

貸倒引当金  △ 3,460 △ 5,510 △ 3,840 

  流動資産合計   2,394,006 93.9 4,513,990 92.8  2,403,334 87.1

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１ 57,111 62,132 63,540 

２．無形固定資産  6,373 33,495 5,778 

３．投資その他の 

資産 
   

   (1)投資有価証券  － 156,312 188,615 

  (2)差入保証金  68,803 73,963 69,974 

(3)その他  31,141 33,160 36,081 

    貸倒引当金  △ 9,000 △ 9,000 △ 9,000 

   投資その他の 

資産合計 
 90,944 254,436 285,671 

  固定資産合計   154,428 6.1 350,063 7.2  354,990 12.9

資産合計   2,548,435 100.0 4,864,054 100.0  2,758,324 100.0

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

 １．買掛金  98,476 110,157 112,934 

 ２．未払金  480,807 731,349 498,391 

 ３．未払法人税等  126,418 118,243 201,942 

 ４．未払消費税等 ※２ 86,106 109,853 114,130 

 ５．賞与引当金  17,858 25,559 27,000 

 ６．その他  19,040 20,983 20,115 

 流動負債合計   828,707 32.5 1,116,147 22.9  974,515 35.3

  負債合計   828,707 32.5 1,116,147 22.9  974,515 35.3
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前第３四半期会計期間末 

(平成18年２月28日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成19年２月28日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年５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

（％）

（資本の部)    

Ⅰ 資本金   507,500 19.9 － －  － －

Ⅱ 資本剰余金    

 １．資本準備金  677,100 － － 

   資本剰余金合計   677,100 26.6 － －  － －

Ⅲ 利益剰余金    

 １．第３四半期未処分

利益 
 534,717 － － 

  利益剰余金合計   534,717 21.0 － －  － －

Ⅳ その他有価証券 

評価差額金 
  411 0.0 － －  － －

  資本合計   1,719,728 67.5 － －  － －

  負債・資本合計  2,548,435 100.0 － － － －

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本    

 １．資本金   － － 1,350,080 27.8  507,500 18.4

２．資本剰余金    

(1)資本準備金  － 1,519,680 677,100 

   資本剰余金合計   － － 1,519,680 31.2  677,100 24.6

３．利益剰余金    

(1)その他利益剰余金    

   繰越利益剰余金  － 877,723 604,866 

利益剰余金合計   － － 877,723 18.0  604,866 21.9

  株主資本合計   － － 3,747,483 77.0  1,789,466 64.9

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １．その他有価証券 

   評価差額金 
  － － 423  0.1  △ 5,657 △ 0.2

評価・換算差額等 

合計 
  － － 423  0.1  △ 5,657 △ 0.2

純資産合計   － － 3,747,907 77.1  1,783,809 64.7

負債・純資産合計   － － 4,864,054 100.0  2,758,324 100.0
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(2) 四半期損益計算書 

 

 
 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 

  至 平成18年２月28日） 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年６月１日 

  至 平成19年２月28日） 

前事業年度の要約損益計算書 

(自 平成17年６月１日 

  至 平成18年５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   4,830,630 100.0 6,821,188 100.0  6,657,077 100.0

Ⅱ 売上原価   3,835,526 79.4 5,394,463 79.1  5,274,855 79.2

    売上総利益   995,103 20.6 1,426,725 20.9  1,382,221 20.8

Ⅲ 販売費及び 

一般管理費 
  544,768 11.3 847,245 12.4  787,802 11.9

    営業利益   450,335 9.3 579,480 8.5  594,418 8.9

Ⅳ 営業外収益 ※１  6,538 0.2 9,239 0.1  6,596 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  43,362 0.9 32,109 0.4  48,111 0.7

    経常利益  413,510 8.6 556,610 8.2 552,903 8.3

Ⅵ 特別利益  2,678 0.0 2,356 0.0 2,848 0.1

Ⅶ 特別損失  18,975 0.4 31 0.0 23,684 0.4

 税引前第３四半期 

（当期）純利益 
  397,214 8.2 558,934 8.2  532,067 8.0

   法人税、住民税及び 

   事業税 
※４ 193,168 242,577 260,358 

   法人税等調整額  － 193,168 4.0 － 242,577 3.6 △ 2,486 257,872 3.9

   第３四半期（当期） 

純利益 
  204,046 4.2 316,356 4.6  274,195 4.1

   前期繰越利益   330,671 －  －

   第３四半期未処分 

利益 
  534,717 －  －

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6



 
 

(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６月１日 至 平成19年２月28日） 

株主資本 評価・換算差額等 

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 繰 越 利 益

剰 余 金

利益剰余金

合 計

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 

純資産合計

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

当第３四半期会計期間の 

変動額 
    

 新株の発行（千円） 842,580 842,580 842,580 － － 1,685,160 － － 1,685,160

 剰余金の配当（千円） － － － △ 43,500 △ 43,500 △ 43,500 － － △ 43,500

第３四半期純利益 

（千円） 
－ － － 316,356 316,356 316,356 － － 316,356

株主資本以外の項目の 

第３四半期会計期間中

の変動額（純額） 

（千円）  

－ － － － － －  6,081 6,081 6,081

当第３四半期会計期間の 

変動額合計（千円） 
842,580 842,580 842,580 272,856 272,856 1,958,016 6,081  6,081 1,964,097

平成19年２月28日 残高 

（千円） 
1,350,080 1,519,680 1,519,680 877,723 877,723 3,747,483 423 423 3,747,907

 

 

前事業年度（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 

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 繰 越 利 益

剰 余 金

利益剰余金

合 計

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 

純資産合計

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

当事業年度の変動額               

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

当事業年度の変動額 

（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) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

  

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 

   至 平成18年２月28日）

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年６月１日 

    至 平成19年２月28日） 

前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成17年６月１日 

    至 平成18年５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     

   税引前第３四半期（当期）純利益  397,214 558,934 532,067 

減価償却費  9,977 17,138 15,229 

   貸倒引当金の増加額  260 1,670 640 

賞与引当金の増加額 

(△は減少額) 
 △ 6,640 △ 1,440 2,501 

   支払利息  380 － 380 

   売上債権の増加額  △ 50,760 △ 277,515 △ 131,907 

   仕入債務の増加額（△は減少額）  10,881 △ 2,776 25,339 

   未払金の増加額  67,164 175,254 93,170 

   前払費用の減少額(△は増加額)  △ 23 11,393 △ 26,856 

   預り金の減少額  △ 3,260 △ 1,320 △ 3,216 

   未払消費税等の増加額 

(△は減少額) 
 △ 378 △ 4,277 27,646 

      新株発行費  9,105 － 9,105 

   株式交付費  － 2,841 － 

   株式上場関連費用  31,107 － 31,107 

      株式市場変更関連費用  － 25,451 － 

   その他  6,821 △ 10,219 16,768 

        小   計  471,850 495,133 591,976 

   利息及び配当金の受取額  203 6,259 258 

   利息の支払額  △ 318 － △ 318 

   法人税等の支払額  △ 186,795 △ 328,504 △ 186,806 

  営業活動によるキャッシュ・フロー  284,940 172,888 405,110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8



 
 

  

前第３四半期会計期間 

（自 平成17年６月１日 

  至 平成18年２月28日）

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年６月１日 

  至 平成19年２月28日） 

前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成17年６月１日 

  至 平成18年５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     

   有価証券の取得による支出  － △ 99,875 － 

   有価証券の償還による収入  － 100,000 － 

   投資有価証券の取得による支出  △ 2,770 △ 62,698 △ 202,940 

   投資有価証券の売却による収入  4,468 7,796 4,685 

   投資有価証券の償還による収入  － 100,000 － 

   信託受益権の取得による支出  － △ 600,000 － 

   信託受益権の償還による収入  － 300,000 － 

   有形固定資産の取得による支出  △ 29,506 △ 16,435 △ 41,727 

   無形固定資産の取得による支出  － △ 32,390 △ 3,876 

   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  △ 43,157 △ 5,949 △ 47,544 

   その他  242 3,703 9,908 

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △ 56,238 △ 305,847 △ 267,010 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

   長期借入金の返済による支出  △ 59,960 － △ 59,960 

   株式発行による収入  1,125,494 1,684,718 1,125,494 

      配当金の支払額  － △ 6,319 － 

   株式上場に伴う支出  △ 25,884 － △ 31,107 

   株式市場変更に伴う支出  － △ 7,394 － 

  財務活動によるキャッシュ・フロー  1,039,650 1,671,004 1,034,426 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  1,268,352 1,538,045 1,172,526 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  380,600 1,553,126 380,600 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

第３四半期末（期末）残高 
※ 1,648,952 3,091,172 1,553,126 
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(5)  注記事項等 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 

  至 平成18年２月28日） 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年６月１日 

  至 平成19年２月28日） 

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 

  至 平成18年５月31日） 

（1）有価証券 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  第３四半期決算日の市場価

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。 

（1）有価証券 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  第３四半期決算日の市場価

格等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均

法により算定）を採用してお

ります。 

 時価のないもの 

  移動平均法による原価法を

採用しております。 

（1）有価証券 

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（評価差額は全部純

資産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 

    ―――――― 

（2）デリバティブ 

    ―――――― 

（2）デリバティブ 

   時価法 

１．資産の評価基準及び

評価方法 

（3）たな卸資産 

   商品 

    個別法による原価法 

（3）たな卸資産 

   商品 

    同左 

（3）たな卸資産 

   商品 

    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。 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

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 

  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。 

(2) 賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支給

に備えて、支給見込額の当第

３四半期会計期間負担額を計

上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

(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。

  

４．リース取引の処理方 

法  

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

同左 同左 
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項目 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 

  至 平成18年２月28日） 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年６月１日 

  至 平成19年２月28日） 

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 

  至 平成18年５月31日） 

５．四半期キャッシュ・

フロー計算書（キャ

ッシュ・フロー計算

書）における資金の

範囲 

手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得

日から３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．その他四半期財務諸

表（財務諸表）作成

のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

 

 

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 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 

  至 平成18年２月28日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年６月１日 

  至 平成19年２月28日） 

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 

  至 平成18年５月31日） 

―――――― 

 

 ―――――― 

 

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 

 前第３四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日） 

―――――― 

 
（四半期キャッシュ・フロー計算書） 
１．株式交付費 

中間財務諸表等規則の改正により、前第３四半期会計期間に

おいて、営業活動によるキャッシュ・フローに「新株発行費」

として掲記されていたものは、当第３四半期会計期間から、「株

式交付費」として表示しております。 

２．無形固定資産の取得による支出 
投資活動によるキャッシュ・フローの「無形固定資産の取得

による支出」は、前第３四半期は「その他」に含めておりまし

たが、金額的重要性が増したため当第３四半期から区分掲記し

ております。 

 なお、前第３四半期の「無形固定資産の取得による支出」は

2,236 千円であります。 
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追加情報 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 

  至 平成18年２月28日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年６月１日 

  至 平成19年２月28日） 

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 

  至 平成18年５月31日） 

―――――― 

 

―――――― 

 

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。 

 

 

 

（四半期貸借対照表関係） 

前第３四半期会計期間末 

（平成18年２月28日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成19年２月28日） 

前事業年度末 

(平成18年５月31日) 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

              30,837千円 

※２．消費税等の取扱い 

    仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、「未払消費税等」

として表示しております。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

 40,653千円 

※２．消費税等の取扱い 

同左 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

              34,776千円 

―――――― 

 

 

 

 

（四半期損益計算書関係） 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 

   至 平成18年２月28日） 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年６月１日 

  至 平成19年２月28日） 

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 

   至 平成18年５月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息        41千円 

    受取配当金      161千円 

        保険解約益     6,284千円 

 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息       380千円 

株式上場関連費用 31,107千円 

新株発行費     9,105千円 

 

３．減価償却実施額 

有形固定資産    8,574千円 

無形固定資産    1,403千円 

 

※４． 税金費用については、簡便法によ

り計算しているため、法人税等調整

額は「法人税、住民税及び事業税」

に含めて表示しております。 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

    受取利息      6,259千円 

 

 

 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

    株式市場変更関連費用 

  25,451千円 

        株式交付費     2,841千円  

 

３．減価償却実施額 

有形固定資産    12,465千円 

無形固定資産    4,673千円 

 

※４．     同左 

 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息       98千円 

受取配当金      161千円 

保険解約益     6,284千円 

 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息       380千円 

株式上場関連費用 31,107千円 

新株発行費     9,105千円 

 

３．減価償却実施額 

有形固定資産   13,271千円 

無形固定資産    1,958千円 

 

―――――― 
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（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６月１日 至 平成19年２月28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（注） 43,500 4,000 － 47,500 

（注）普通株式の当期増加株式数4,000株は、公募増資による新株発行によるものであります。 

 

２．新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
新株予約権の内訳 

新株予約権の目的となる

株式の種類 
前期末 当四半期増加 当四半期減少 

当四半期末

残高 

当四半期末 （千円） 

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 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当の原資 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年１月９日 

取締役会 
普通株式 43,500 利益剰余金 1,000  平成18年11月30日 平成19年２月７日

 

   （２）基準日が当第３四半期に属する配当のうち、配当の効力発生日が第３四半期末後となるもの 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（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 

（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 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
新株予約権の内訳 

新株予約権の目的となる

株式の種類 
前期末 当期増加 当期減少 

当期末残高

当期末 （千円） 

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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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 

   至 平成18年２月28日） 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年６月１日 

   至 平成19年２月28日） 

前事業年度 

(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第３四半期末

残高と四半期貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

       (平成18年２月28日現在)

現金及び預金勘定  1,648,952千円

現金及び現金同等物 1,648,952千円

※ 現金及び現金同等物の第３四半期末

残高と四半期貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

     (平成19年２月28日現在) 

現金及び預金勘定  3,091,172千円

現金及び現金同等物 3,091,172千円

※ 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  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） 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 

   至 平成18年２月28日） 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年６月１日 

  至 平成19年２月28日） 

前事業年度 

(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、

中間財務諸表等規則第５条の３および財

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 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。 

 

 

 

14



 
 

（有価証券関係） 

  前第３四半期会計期間末（平成18年２月28日現在） 

   １. その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価(千円) 
第３四半期貸借対照表計上額

（千円） 
差額(千円) 

株式 980 1,672     692 

合計 980 1,672 692 

 

当第３四半期会計期間末（平成19年２月28日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価 (千円) 
第３四半期貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

 (1) 株式  

  (2) その他 

45,600 

100,000 

48,000 

98,312 

2,400 

△ 1,687 

合計 145,600 146,312 712 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
第３四半期貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

     非上場株式 

 

10,000 

  

前事業年度末（平成18年５月31日現在） 

   １．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） 

 (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。  

 

（デリバティブ取引関係） 

  前第３四半期会計期間（平成18年２月28日現在） 

    該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間（平成19年２月28日現在） 

     期末残高がないため、該当事項はありません。 

 

前事業年度（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。 
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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６月１日 至平成19年２月28日） 

     該当事項はありません。 

 

   前事業年度（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。 

 

（持分法損益等） 

   前第３四半期会計期間（自平成17年６月１日 至平成18年２月28日） 

関連会社がありませんので、該当事項はありません。 

 

   当第３四半期会計期間（自平成18年６月１日 至平成19年２月28日） 

関連会社がありませんので、該当事項はありません。 

 

   前事業年度（自平成17年６月１日 至平成18年５月31日） 

関連会社がありませんので、該当事項はありません。 

 

 

(１株当たり情報)   

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 

  至 平成18年２月28日） 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年６月１日 

  至 平成19年２月28日） 

前事業年度 

(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    118,601.94円 

１株当たり第３四半期純利益金額 

             15,557.76円 

潜在株式調整後１株当たり 

第３四半期純利益金額   14,910.33円 

 

 

１株当たり純資産額    78,903.31円 

１株当たり第３四半期純利益金額 

7,255.46円 

潜在株式調整後１株当たり 

第３四半期純利益金額   7,013.38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        6,518.55円 

 

 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、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。 
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(注)１．１株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。 

 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 

  至 平成18年２月28日）

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年６月１日 

   至 平成19年２月28日）

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 

  至 平成18年５月31日）

１株当たり第３四半期（当期）

純利益金額 
   

 第３四半期（当期）純利益 

（千円） 
204,046 316,356 274,195 

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） 
（－） （－） （－） 

普通株式に係る第３四半期 

（当期）純利益（千円） 
204,046 316,356 274,195 

期中平均株式数（株） 13,115.4 43,602.5 40,393.2 

潜在株式調整後１株当たり第３

四半期（当期）純利益金額 
   

 第３四半期（当期）純利益 

調整額（千円） 
－ － － 

 普通株式増加数（株） 569.5 1,505.0 1,670.8 

 （うち新株予約権） (569.5)  （1,505.0）   (1,670.8)   

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

―――――― ―――――― ―――――― 

 

２． １株当たりの純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 

  至 平成18年２月28日）

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年６月１日 

   至 平成19年２月28日）

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 

  至 平成18年５月31日）

純資産の部の合計（千円） － 3,747,907 1,783,809 

純資産の部の合計額から控除す

る金額（千円） 
－ － － 

（うち新株予約権） (－)    （－） （－） 

普通株式に係る第３四半期末（期

末）の純資産額（千円） 
－ 3,747,907 1,783,809 

第３四半期末（期末）の普通株式

の数（株） 
－ 47,500 43,500 
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(重要な後発事象) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成 17年６月 １日 

至 平成 18年２月 28日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成 18年６月 １日 

至 平成 19年２月 28日) 

前事業年度 

(自 平成 17年６月 １日 

至 平成 18年５月 31日)  
 株式の流動性の向上及び投資単位の引

き下げを行うことにより、個人投資家の皆

様が投資しやすい環境を整え、幅広く経営

に参画していただくことを目的として、次

のように株式分割による新株式を発行し

ております。 

１．平成 18 年３月１日付をもって普通株

式１株につき３株に分割します。 

(1) 分割により増加する株式数 

  普通株式  29,000 株 

(2) 分割の方法 

  平成18年２月28日最終の株主名簿及

び実質株主名簿に記載又は記録された

株主の所有株式数を、１株につき３株の

割合をもって分割します。 

２．配当起算日 

  平成 17年 12 月１日 

３．会社が発行する株式の総数の増加 

  平成 18 年３月１日付をもって、当社

定款第５条を変更し、会社が発行する株

式の総数を100,000株増加して150,000

株とします。 

４．１株当たり情報に及ぼす影響 

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

株当たり情報及び当期首に行われたと

仮定した場合の当第３四半期会計期間

における１株当たり情報は、それぞれ以

下のとおりとなります。 
当第３四半期 

会計期間 

前事業年度 

１株当たり純資産

額 

１株当たり純資産

額 

   39,533.98円     10,151.23円 

１株当たり第３四

半期純利益額 

１株当たり当期純

利益額 

    5,185.92円      4,213.13円 

潜在株式調整後１

株当たり第３四半

期純利益額 

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益 

4,970.11円 ―― 

 なお、潜在株式調整

後１株当たり当期

純利益金額につい

ては、新株予約権の

残高はありますが、

当社株式は非上場

であり、かつ店頭登

録もしていないた

め、期中平均株価が

把握できませんの

で記載しておりま

せん。  

 平成 19 年３月５日開催の取締役会にお

いて、株式会社イドムココミュニケーショ

ンズの全額出資子会社であり、人材サービ

ス会社である株式会社アトランティスの

全発行済株式を以下のとおり取得し、子会

社化することを決議しております。 

１．取得の目的 

東日本地区における携帯電話業界向け

営業支援サービス強化を目的としており

ます。 

２．株式取得の相手会社の名称 

株式会社イドムココミュニケーション

ズ 

３．買収する会社の名称等 

(1) 会社の名称 

 株式会社アトランティス 

(2) 会社の事業内容 

 人材派遣業 

(3) 規模（平成 18年９月 30日現在） 

 総資産 83,497 千円 

 純資産 45,374 千円 

４．株式取得の時期 

 平成 19年３月 30日 

５．取得する株式の数等 

(1) 取得する株式の数  400 株 

(2) 取得価額      56,774 千円 

(3) 取得後の持分比率  当社 100％ 

６．支払資金の調達等 

(1) 支払資金の調達   自己資金 

(2) 支払方法      銀行振込 

７．その他の重要な特約等 

―――――― 

 株式取得日までに、株式会社アトランテ

ィスは従来の株主に対して 21,600 千円を

上限とする配当を実施することができる

こととしております。 
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