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１．平成19年６月中間期の業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 3,926 9.9 291 △59.8 294 △59.2 172 △53.2

18年６月中間期 3,574 32.0 723 202.5 721 204.3 368 188.0

18年12月期 7,216 － 1,198 － 1,160 － 579 －

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

円 銭 円 銭

19年６月中間期 259 14 242 56

18年６月中間期 603 90 － －

18年12月期 925 23 905 98

（参考）持分法投資損益 19年６月中間期 －百万円 18年６月中間期 －百万円 18年12月期 －百万円

(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

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年６月中間期 3,677 2,778 75.5 4,181 08

18年６月中間期 2,524 1,451 57.5 2,362 63

18年12月期 3,989 2,685 67.3 4,041 99

（参考）自己資本 19年６月中間期 2,778百万円 18年６月中間期 1,451百万円 18年12月期 2,685百万円

(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

百万円 百万円 百万円 百万円

19年６月中間期 △174 △125 △79 1,903

18年６月中間期 407 △204 △10 922

18年12月期 986 △445 1,012 2,282

２．配当の状況

 １株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

18年12月期 － － 120 00 120 00

19年12月期 － － 　－  　－

19年12月期（予想） 　　－  　－ 160 00 160 00

３．平成19年12月期の業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 8,585 19.0 1,323 10.5 1,323 14.1 664 14.7 1,000 11
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４．その他

(1）中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、22ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご参照ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年６月中間期 664,500株 18年６月中間期 614,500株 18年12月期 664,500株

②　期末自己株式数 19年６月中間期 3株 18年６月中間期 －株 18年12月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」をご参

照ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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将来予想を判断した見通しであり、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４ページをご参照ください。
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１．経営成績
（１）経営成績に関する分析

　当中間会計期間におけるわが国経済は、好調な企業収益を背景として設備投資が増加し、また、雇用情勢の改善から

個人消費にも持ち直しの動きが見られ、原油価格の動向などの懸念材料はあるものの、回復歩調のなか推移してまいり

ました。

　このような事業環境の中、当社は昨年来社員採用を積極的に実施し、また、当中間会計期間におきましては、大阪支

店のオフィス増床移転、新・人材紹介業務システムの導入を行い、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3,926百万円となりました。事業別売上高は、人材紹介事業部門では売上高3,077百万

円、人材派遣事業部門では売上高849百万円となっております。

　利益面では、大阪支店のオフィス増床移転、新・人材紹介業務システムの導入等による販売費及び一般管理費の増加

により、営業利益291百万円、経常利益294百万円、中間純利益172百万円となりました。

 

■業績実績の対前年同期比 （単位：百万円） 

平成18年12月期

 中間期

平成19年12月期

 中間期
増減率(％)

売上高 3,574 3,926 9.9

営業利益 723 291 △59.8

経常利益 721 294 △59.2

中間純利益 368 172 △53.2

■平成19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18年12月期 1,669 1,905 1,860 1,781 7,216

 平成19年12月期 1,886 2,040 － － 3,926

 対前年増減率(％) 13.0 7.1 － －

  （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18年12月期 277 445 209 265 1,198

 平成19年12月期 122 168 － － 291

 対前年増減率(％) △55.9 △62.2 － －

 

　①売上高分析

　企業の正社員に対する人材需要は引き続き強く、人材紹介事業の売上高は前年同期比33.3%増の3,077百万円となり

ました。人材派遣事業では、非正規社員の正社員化の流れを捉え、売上総利益の確保という観点から、純粋な人材派

遣稼働人員を最終的には正社員化することができる紹介予定派遣にシフトし、人材紹介事業のご登録者へのサービス

メニューを広げるとともに、企業へのサービス力のアップを目指しました。その結果、人材派遣事業の売上高は前年

同期比32.9%減の849百万円となりました。

　以上の結果、当中間会計期間の売上高は前年同期比9.9%増の3,926百万円となりました。

　②営業利益分析

　当中間会計期間の売上総利益は、利益率の高い人材紹介事業の売上が増加したことにより、前年同期比27.6%増の

3,227百万円となり、売上総利益率は前年同期比11.5ポイント改善し82.2%となりました。

　販売費及び一般管理費は、昨年の東京本社・京都支店のオフィス増床移転、神戸支店・福岡支店のオフィス新設に

加え、本年２月の大阪支店のオフィス増床移転による家賃の増加、新卒・中途社員の採用拡大による人件費の増加、

登録者の募集拡大のための広告宣伝費の増加及び新・人材紹介業務システムの導入等により、前年同期比62.7%増の

2,936百万円となり、売上高販管費率は前年同期比24.3ポイント増の74.8%となりました。

　以上の結果、当中間会計期間の営業利益は前年同期比59.8%減の291百万円となり、営業利益率は前年同期比12.8ポ

イント減の7.4%となりました。
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　③営業外損益分析

　当中間会計期間の営業外収益は、定期預金の利息の収入により2百万円を計上し、その結果、営業外損益合計額は3

百万円となりました。 

　④税引前中間純利益・中間純利益分析

  当中間会計期間の税引前中間純利益は前年同期比61.8%減の275百万円となりました。また、法人税、住民税及び事

業税、法人税等調整額の合計は、前年同期比249百万円減の103百万円となりました。その結果、中間純利益は前年同

期比196百万円減の172百万円となりました。

 

 【平成19年12月期の業績予想の進捗状況】

 

　　　当中間会計期間は、売上高・営業利益・経常利益・中間純利益が予算に対し若干の未達成となりました。

　　　今後の見通しといたしましては、人材紹介業のマーケットの好況は続くと考えており、このような状況下にあり　

　　まして、求人企業への訪問強化による求人数の拡大とご登録者との面談数の増強を通じて、求人紹介総量を増や　

　　し、当社のご登録者の中で、当社の紹介を通じて転職を決定いただく確率を高めてまいります。

　　　また、本年５月月初から稼動いたしました新・人材紹介業務システムにより、飛躍的なシステムスピードの改善

　　に加え、紹介案件の進捗管理が極めて簡明なものとなりました。７月からは、営業部門と人事部門に分かれており　

　　ました教育担当を合体し人員を増強、上半期の反省に基づき、より実践的な導入研修を実施いたしております。

　　　一方、ご登録者の募集拡大のため、首都圏では転職フェアを実施、名古屋・大阪では、８月から11月にかけて交

　　通広告を行う等、広告宣伝を効果的に実施し、認知度向上及びブランド構築を図ってまいります。

　　　マッチング総量の増加と、教育・コンピューターシステムの改善によるマッチングのスピードと質の向上を通じ

　　て、成約総量の拡大を図り、上半期の遅れを取り戻す計画であります。

　　　以上を踏まえ、平成19年12月期の通期業績予想につきましては据え置きとしております。

 

■平成19年12月期の業績予想と進捗状況　（平成19年１月１日～平成19年12月31日） （単位：百万円） 

平成19年12月期 平成19年12月期
達成率

（％）

平成19年12月期
進捗率

（％）当中間期実績
当中間期業績

期首予想
通期業績予想

売上高 3,926 3,994 98.3 8,585 45.7

営業利益 291 444 65.5 1,323 22.0

経常利益 294 444 66.2 1,323 22.2

中間純利益 172 214 80.2 664 25.9

※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、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、上記予想数値とは異なる場合があります。

※平成19年12月期中間期業績の期首予想につきましては、平成19年７月18日に予想修正を発表しております。
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  （２）セグメント別売上高

 

■事業別、業種別売上高 （単位：百万円） 

事業部門別
平成18年12月期

中間期

 平成19年12月期

中間期
前年同期比（％）

１．人材紹介事業

　 機械・電気・化学業界 662 877 132.4

　 金融業界 494 673 136.1

　 消費財・サービス業界 451 592 131.1

　 メディカル・医療業界 396 516 130.3

　 IT・通信業界 244 390 159.5

　 その他 58 26 45.8

人材紹介事業　　　　　計 2,308 3,077 133.3

２．人材派遣事業　　　　

人材派遣事業　　　　　計 1,265 849 67.1

合計 3,574 3,926 109.9

 

  （３）財政状態に関する分析

  （単位：百万円）

平成18年12月期

 中間期

平成19年12月期

 中間期
 増減額 平成18年12月期 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 407 △174 △582 986

 投資活動によるキャッシュ・フロー △204 △125 79 △445

 財務活動によるキャッシュ・フロー △10 △79 △69 1,012

 現金及び現金同等物の期末残高 922 1,903 980 2,282

 　

　当中間会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は1,903百万円と前中間会計期間と比べ980百万円の増となり

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あります。

 

（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によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額の増加、税引前中間純利益が前中

間会計期間に比べ445百万円減少したことにより、前中間期会計期間と比べ582百万円の減となりました。

（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によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間の東京本社の増床移転に続き、大阪

支店の移転による設備投資を行ったことにより、前中間会計期間と比べ79百万円の増となりました。 

（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によるキャッシュ・フローは、配当金支払による79百万円の支出があり、前中間会

計期間と比べ69百万円の減となりました。
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平成18年12月期 平成19年12月期 

中間期末 期末  中間期末

 自己資本比率（％） 57.5 67.3 75.5

 時価ベースの自己資本比率（％） － 414.7 256.6

 キャッシュ・フロー対有利子負債比

 率（％）
－ － －

 インタレスト・カバレッジ・レシオ － － －

（注）自己資本比率：自己資本／総資産

　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産

　　　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/キャッシュフロー

　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー/利払い

      １.各指数はいずれも財務数値により計算しております。

　　  ２.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

 

（４）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

  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。

　なお、当期の配当につきましては、平成19年２月13日発表のとおり、１株当たり160円を予定しております。

（５）事業等のリスク

 

　　以下において、当社の事業展開その他に関する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、当社として必ずしも重要な事業上のリスクに該当しない事項についても、投資者の判断上、ある

　いは当社の事業活動を理解する上で重要であると考えられるものについては、投資者に対する情報開示の観点から

　積極的に開示しております。なお、当社はこれらの事項が発生する可能性を認識した上で、発生の回避及び発生し

　た場合の対応に努める方針でありますが、当社株式に関する投資判断は、以下の記載事項を慎重に検討した上で行

　われる必要があります。また、以下の記載は当社の事業もしくは当社株式への投資に関するリスクの全てを網羅す

　るものではありませんのでご留意ください。 

  

　本項における将来に関する事項については、本書提出日現在において判断したものであります。

 

　①個人情報の管理について

　当社は、人材紹介・人材派遣等の人材関連事業を行っているため、多数のご登録者（職業紹介希望者）や 派遣ス

タッフ（派遣登録者）の個人情報を有しております。そのため当社では、人材関連事業に関わる企業の果たすべき責

任として、「個人情報に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項JIS Q15001」及び「個人情報保護に関する

法令、規範」に基づき、個人情報保護方針を策定し、役員及び社員への徹底、技術面及び組織面における合理的な予

防・是正措置を講じており、プライバシーマークを平成18年度に取得いたしました。

　個人情報管理室が、個人情報を取り扱う各部門に対して、定期的に教育・指導を行い、必要な対応策を実施し、内

部監査チームは、随時管理状況をチェック・監査しております。

　このような当社の取組みにも関わらず、各規程等の遵守違反、不測の事態等により個人情報が外部に漏洩した場合、

損害賠償請求や、社会的信用の失墜等により、当社の事業運営に大きな支障をきたすとともに、業績及び財務状況に

大きな影響を与える可能性があります。
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　②田崎グループとの関係について 

　１）田崎グループについて

　当社取締役相談役田崎忠良は、英国において現地日系企業への人材紹介及び日系人のための日本食品販売等を目的

として、昭和49年10月にT.TAZAKI&Co Ltdを設立しました。その後、不動産斡旋事業、不動産ローン仲介等の金融事業、

シンガポールを始めとする海外地域において人材紹介事業を行う会社（以下「JAC Recruitment Group」という。）を

設立し、現在では世界７ヶ国で事業を展開する事業会社グループ（以下、「田崎グループ」という。）を形成してい

ます。

 また、当社取締役会長田崎ひろみは田崎忠良の配偶者であると同時に、田崎グループにおいて事業展開上の中心的な

役割を果たしています。

　当社は、JAC Recruitment Groupとして、また田崎グループの事業会社の一つとして、日本において人材紹介事業を

行うことを目的とし、昭和63年３月に設立されました。

　現在、田崎グループ各社は当社を含め、その殆どにおいて当社取締役相談役田崎忠良及び取締役会長田崎ひろみが

議決権の過半数を実質的に保有しておりますが、当社と田崎グループ各社との間に直接の資本関係はありません。ま

た、田崎忠良及び田崎ひろみ以外には田崎グループ各社の役職員が当社役員を兼任していることはありませんし、当

社と田崎グループ各社との間に従業員の兼任及び出向関係もありません。

 

　なお、田崎グループ会社として、当社取締役相談役田崎忠良及び当社取締役会長田崎ひろみ並びに共同出資者である

金親晋午が実質的に議決権の過半数を所有している会社及びJAC Recruitment Group各社とフランチャイズ契約を締結し

ている会社の主要な事業内容等は以下のとおりであります。

 名称 所在地 設立年月 主要事業内容 代表取締役 摘要 

 

 

 JAC

 Recruitment

 Group

 

 

 当社 東京都千代田区 昭和63年３月 職業紹介 神村昌志  (注）１.

 JAC Singapore Pte Ltd シンガポール 昭和62年３月 職業紹介 落合雅治  (注）２.

 JAC Recruitment UK Ltd ロンドン 平成14年９月 職業紹介 田崎ひろみ  (注）３.

 JAC Recruitment(Malaysia)

 Sdn Bhd 
マレーシア 平成６年３月 職業紹介 大西康生  (注）２.

 JAC Personnel Recruitment 

 (Thailand) Ltd 
バンコク 平成16年５月 職業紹介 末次隆夫  (注）２.

 PT.JAC Indonesia ジャカルタ 平成14年６月 職業紹介 吉原毬子  (注）５.

 北京傑愛士人材服務有限公司　

 (JAC China) 
北京 平成17年７月 職業紹介 藤田千栄子  (注）５.

 

 その他

 

 

 JAC Strattons Ltd ロンドン 平成10年12月 不動産事業 田崎ひろみ  (注）２.

 JAC Financial Design Ltd ロンドン 平成13年11月
ファイナンシャルプ

ランナー 
田崎ひろみ  (注）４.

 T.TAZAKI & Co Ltd ロンドン 昭和49年10月 持株会社 田崎ひろみ  (注）２.

 Tazaki Foods Ltd ロンドン 昭和53年７月 日本食品輸出入販売 古川周広  (注）２.

（注）１．当社取締役田崎忠良、当社取締役会長田崎ひろみ及び当社個人主要株主である金親晋午が議決権の過半数を

　　　　　有する会社であります。

　　　２．当社取締役田崎忠良及び当社個人主要株主である金親晋午が議決権の過半数を有する会社であります。

　　　３．当社取締役会長田崎ひろみ及び当社個人主要株主である金親晋午が議決権の過半数を有する会社でありま

　　　　　す。

      ４．当社取締役会長田崎ひろみが議決権の過半数を有する会社であります。

      ５．JAC Singapore Pte Ltdとフランチャイズ契約を締結している会社であります。

 

　２）田崎グループ各社との取引関係について

  現在、田崎グループ各社と当社との間には、国際間の人材紹介を目的とした業務提携を締結しており、当該業務提

携に基づく取引があります。また、田崎グループ各社と当社との間には、各種費用の立替金取引等の取引関係があり

ます。その詳細は以下のとおりであります。

 

・業務提携契約の概要

 契約の名称  契約の内容  契約期間

 業務提携契約書
相互に人材を紹介し、入社確定したものについて人

材を紹介した会社に紹介手数料の50％ を支払う。 

期間満了の１ヶ月以上前までにいずれからも書面による更新拒絶

又は契約内容の変更の申し入れがなされない限り１年間延長、以

降も同様とする。 
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・取引の詳細

当中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）  

属性  氏名  住所
 資本金又は

 出資金

 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

 (百万円)
科目

  期末残高

 (百万円)
 役員の

 兼任等

 事業上の

 関係

役員及び

個人主要

株主が議

決権の過

半数を所

有する会

社

JAC

Recruitment

UK Ltd

UK

London

10,899

(GBP) 
職業紹介 －

役員

１名

役務提供及

び役務の受

入

人材紹介

料の支払
13 － －

当社社員

紹介手数

料

1 － －

業務委託

費
0 － －

役員及び

個人主要

株主が議

決権の過

半数を所

有する会

社

JAC

Singapore

Pte Ltd

Singapore
100,000

(S$)
職業紹介 －

役員

１名

役務提供及

び役務の受

入 

人材紹介

料の支払
4 － －

人材紹介

売上
3 － －

当社社員

紹介手数

料

0 － －

役員及び

個人主要

株主が議

決権の過

半数を所

有する会

社

JAC

Recruitment

Sdn Bhd

Malaysia

Kuala 

Lumpur

200,000

(RM)
職業紹介 －

役員

１名

役務提供及

び役務の受

入

人材紹介

売上
1 － －

役員及び

個人主要

株主が議

決権の過

半数を所

有する会

社

JAC 

Personnel

Recruitment

Ltd

Thailand

Bangkok

8,000,000

(THB)
職業紹介 －

役員

１名

役務提供及

び役務の受

入

人材紹介

料の支払
1  － －

人材紹介

売上
1  － －

-
PT. JAC

Indonesia

Indonesia

Jakarta

500,000,000

(RP)
職業紹介 － －

役務提供及

び役務の受

入

人材紹介

売上
0 － －

-

北京傑愛士人

材服務有限公

司

中華人民

共和国

北京

300,000

(元)
職業紹介 － －

役務提供及

び役務の受

入

人材紹介

料の支払
2 －     －

人材紹介

売上
1 － －

当社社員

紹介手数料 
0 － －

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

　　　２．各社への主要出資者については、（５）．②．１）に記載しております 田崎グループについての表の脚注の

　　　　　とおりであります。

      ３．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　 (１)人材紹介売上とは、当社が業務提携先に対し当社の登録人材を紹介した事で得る紹介料収入であります。ま

　　　　　た、人材紹介料の支払とは、業務提携先に当社が支払う紹介手数料のことであり、それぞれは業務提携契約

          書に基づき、人材を紹介した会社に紹介手数料の50％を支払っております。

　　　 (２)紹介手数料並びに業務委託費は、各社との協議の上、決定しております。
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　３）当社取締役相談役田崎忠良及び取締役会長田崎ひろみの株主及び取締役としての影響力について

  当社取締役相談役田崎忠良及び取締役会長田崎ひろみ（以下、「両氏」という。）は、現在、合計で当社株式の総

議決権の56.6％を保有しており、当社の取締役の選任・解任、配当決定等の株主総会の承認を要する事項に大きな影

響力を有しています。また、田崎忠良はグローバルな視点による企業経営全般に関する観点から、田崎ひろみは人材

ビジネスを中心とした事業展開に関する観点から当社に対してアドバイスを行っております。

　しかしながら、当社の業務執行上の意思決定は、両氏及び代表取締役社長神村昌志並びに他２名の取締役計５名で

構成される取締役会において決定しており、両氏の一存において業務執行上の意思決定がされることはありません。

更に、当社は社外監査役３名が取締役会に出席し、取締役会の意思決定等に関して、恣意的な判断がされていないか

どうか等を監視する内部統制システムを構築しています。

 

　４）商標権について

　「JAC Recruitment（ジグソー図）」の商標については、信託財産の管理を主要事業とするEmmergarden Holdings 

Ltd社（所在地：英国）が有しており、当社は設立当時から同社に対して商標の使用料及び経営指導料等を支払ってお

りました。

　しかしながら、当社設立から13年を経た平成13年６月に、国内の人材ビジネスにおける経営ノウハウが当社に蓄積

されたことにより当社が独自に事業展開することが可能であると判断し、日本国内における「JAC Recruitment （ジ

グソー図）」の商標権を同社から譲り受けております。

 

　５）当社の海外展開方針について

  当社の海外展開方針としましては、人材の国際的流動化の動きに合わせ、海外への人材紹介を実施していく方針で

す。しかしながら、国内に比して、紹介人数の少なさや給与水準による紹介料単価の低さ等の要因から、海外への人

材紹介によって大きな収益を期待することは難しい状況にありますので、当社が独自で海外拠点を展開するための初

期投資を行い、当社役職員を駐在員として派遣することは、費用に見合う対価が得られないと判断しております。ま

た、今後とも日本の人材ビジネスの市場は、雇用形態の多様化、人材採用のアウトソーシング化、転職市場の活性化

等により、更に拡大することが考えられますので、当社が直接投資による事業展開するべき地域を日本に集中するこ

とが、当社の業容拡大に最も資すると考えております。他方で国際間の人材紹介を行う為には国際免許の取得が必要

であり、そのためには海外の人材紹介免許を持った企業と業務提携することが、必須条件となっておりますので、海

外に渡る人材紹介にあっては、その地域の既存の優良人材紹介企業と提携することが得策であると考えております。

業務提携すべき海外の提携先の決定に当たっては、その取引条件、展開地域等を勘案しながら決定しております。

　このような状況において、JAC Recruitment Group各社は、日本企業が数多く進出しているアジア各国（マレーシア、

シンガポール、タイ、インドネシア、中華人民共和国）及び英国において人材紹介事業を展開しており、当社のご登

録者が海外へ就業を希望している地域と一致しております。そのため、当社はそれぞれ現地にあるJAC Recruitment 

Group各社を業務提携先としております。

　ただし、今後発生するご登録者、既存地域を含む取引先企業の必要とする海外地域での提携先につきましては、あ

らゆる可能性の中で必要に応じて、JAC Recruitment Group各社以外も含め、広く海外人材紹介企業との短期あるいは

長期的な提携契約を締結し、海外展開を図って行く方針です。

 

　③法的規制について

　１）事業運営に必要な許可について

  当社は有料職業紹介事業者及び一般労働者派遣事業者として、厚生労働大臣の許可を受けております。また、当社

の有している有料職業紹介事業者の許可の取消については、職業安定法第32条に欠格事項が定められており、一般労

働者派遣事業許可の取消については、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

る法律の第６条に欠格事由が定められています。現時点において認識している限りでは、当社はこれらの法令に定め

る欠格事由（法人であって、その役員のうちに禁錮以上の刑に処せられている、成年被後見人もしくは被補佐人又は

破産者で復権を得ないもの等に該当する者があるもの）に該当する事実はありません。しかしながら将来、何らかの

理由により許可の取消等が発生した場合には、当社の事業運営に大きな支障をきたすとともに、業績及び財務状況に

大きな影響を与える可能性があります。

 

　２）法的規制の変化等について

  当社は、職業安定法、労働者派遣法を遵守し事業を行っております。平成11年に両法令の規制緩和が進み、当社は

今後も規制緩和が進んでいくものと予測しておりますが、万一法的規制が強化された場合には、当社の事業に制限が

加わる可能性があります。
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④登録者数の確保について 

　人材紹介事業及び人材派遣事業においては、その事業の性格上、ご登録者及び派遣スタッフの確保が非常に重要であ

ることから、当社では、ご登録者及び派遣スタッフをインターネット、新聞等による広告や、既登録者からの紹介等に

より募集しております。しかしながら、このような施策によりましても、団塊世代の退職並びに少子高齢化による将来

の労働人口の減少、及び労働市場の変化等によって、企業からの求人を満足させる人材が確保できない場合、また派遣

需要に対して十分な派遣スタッフの確保が行えなかった場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

⑤紹介手数料について 

　人材紹介事業においては、当社から求人先企業にご登録者を紹介し、就業開始をもって手数料を請求・売上計上して

おります。求人先企業とはご登録者を紹介する前に契約書もしくは申込書により手数料率、自己都合退職による返金の

取り決めを行っております。人材紹介事業における企業間競争の激化により、この手数料率、自己都合退職による返金

の取り決めに関して大きな変更があった場合には、請求金額が変動し、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

⑥ご登録者の自己都合退職について

　当社は、人材紹介事業において、ご登録者の意向をもとに就業先を紹介し、求人内容、就業先の状況等の説明を行い、

就業決定時には、就業内容について納得して就業していただけるよう心がけております。しかしながら、ご登録者が自

己都合により入社後３ヶ月以内に退職した場合、コンサルタントフィーの一部を返金しております。雇用状況の変化等

により自己都合退職の比率が変動する場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

⑦派遣料金について

  人材派遣事業においては、派遣先企業に月単位で派遣料金を請求・売上計上しており、派遣スタッフに支払う給与及

び社会保険等の費用を売上原価に計上しております。当社は適正水準による給与支払と適正価格による請求に努めてお

り、派遣給与支払水準の引き上げの際には請求料金についても値上げすべく、派遣先企業との交渉に取り組んでおりま

す。しかしながら、人材派遣事業における企業間競争の激化により、適正価格の水準を大きく下回る変更があった場合

には、請求料金と支払給与の比率が変動し、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

⑧派遣スタッフの社会保険料負担

　当社は、社会保険の未加入問題に意識を持ち、派遣スタッフ及び派遣先企業へ働きかけを行っております。その結果、

当社における社会保険の加入状況は平成19年６月30日現在において、加入有資格者321名全員が加入しております。

　他方、平成16年年金制度改革により、標準報酬月額に対する厚生年金保険料会社負担分が現在の1,000分の73.21から、

平成29年まで毎年1,000分の1.77ずつ引き上げられ、平成29年以降は1,000分の91.5まで上昇します。今後も社会情勢の

変化によっては、社会保険制度の改正が考えられ、保険料率や被保険者の範囲などに変更がある場合には、当社の業績

に影響を与える可能性があります。

（注）派遣労働者と２ヶ月以内の期間を定めて雇用契約を締結する場合並びに１日又は１週間の労働時間及び１ヶ月の

労働日数が派遣先企業における当該業務の基準労働時間及び労働日数の概ね４分の３未満である場合には社会保険の適

用除外と定められております。（健康保険法第３条、厚生年金保険法第12条）

 

⑨景気動向等の変化について

 　転職市場全体としては、景気動向等の変化の影響を受けますが、転職市場の中の人材紹介事業は、近年の人材紹介事

業に対するニーズや期待が高いため、影響は軽微であると考えております。しかしながら、景気動向等の変動が、その

ニーズや期待を上回る変化をした場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

⑩退職者の同業他社への転職、同業の開始による影響

　当社における退職率は、給与制度、教育制度の変更等により、全体的には、低減傾向にありますが、その絶対人数は

会社規模の拡大により必ずしも減少しておりません。就業規則において退職後一定期間同業他社への転職禁止規定を設

けると共に退職時には当社営業資産（顧客企業情報、ご登録者情報）の持出禁止と営業行為の禁止に対する同意書を提

出させておりますが、同業他社への転職又は同業開始を完全に防止することには至っておりません。当社は、取引企業

及びご登録者の当社担当者を複数化すること及び退職時の引継ぎ徹底により、営業上の損害が発生しない体制としてお

ります。

　しかしながら、退職者が、当社の認知らせざる形で当社取引先企業及びご登録者と接触することで、当社の紹介・派

遣両事業の売上を妨害する可能性があります。
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⑪労働基準監督署の是正勧告と対応状況

　平成17年9月14日に実施された中央労働基準監督署の調査に基づく、超過勤務の不払いの是正と過重労働の是正につき

ましては、同年12月の同署に対する報告をもって完了した旨の確認を同署よりいただきました。また、同署指摘事項に

つきましては、東京本社のみならず、全拠点において同様の是正を実施いたしました。それ以降各拠点において毎月開

催する衛生委員会を中心として各現場管理職が、過重労働、サービス残業の撲滅に取組んでおります。

　しかしながら、今後、労働基準監督署等の調査の結果、当社に違反等が認められ、当社が行政指導を受けた場合には、

当社の事業運営に大きな支障をきたすとともに、業績及び財務状況に大きな影響を与える可能性があります。
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２．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。

 

３．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（ご登録者、顧客企業、取引会社、株主、従業員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）目標とする経営指標

　当社は、売上高、売上総利益、営業利益の成長率を重要な指標として考えて経営を行っております。また、効率性

を計る指標でありますROEやROAについても、現在の水準から更なる向上を図るべく努力してまいる所存であります。

 

（３）中長期的な会社の経営戦略

 「人材紹介事業への特化」を基本戦略とし、そのもとに営業部・事業部ごとに重点分野を設定しております。進む方

向として、さらに各分野の中で業界・職種・職位・職能などのカテゴリーを細分特化して、それぞれに精通したコン

サルタントを配置することにより専門性の高い人材紹介を推進し、ご登録者、求人企業双方の満足度を追求します。

　また、人材派遣事業につきましては、売上総利益の確保という観点から、純粋な人材派遣稼働人員を最終的には正

社員化することができる紹介予定派遣にシフトし、より収益性の高いビジネスモデルへの変化を加速してまいりま

す。

　さらに、ご登録者、求人企業へのサービス向上のために、当社社員の教育やご登録を促すための認知活動、募集活

動を積極的に行ってまいります。

 

（４）会社の対処すべき課題

　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であると考え

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。
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   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。

   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。

 

（５）その他、会社の経営上重要な事項（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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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年６月30日）
当中間会計期間末

（平成19年６月30日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18年12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   1,154   2,168   2,529  

２．売掛金   587   496   442  

３．貯蔵品   0   1   1  

４．前払費用   65   56   61  

５．繰延税金資産   116   121   130  

６．その他   1   2   1  

貸倒引当金   △3   △3   △1  

流動資産合計   1,923 76.2  2,843 77.3  3,165 79.4

Ⅱ　固定資産           

１. 有形固定資産           

(１) 建物  114   163   157   

減価償却累計額  23 91  29 133  29 127  

(２) 車両運搬具  11   11   11   

減価償却累計額  2 8  5 5  4 6  

(３) 工具器具備品  81   243   141   

減価償却累計額  39 41  78 165  52 89  

 （４）建設仮勘定   －   2   24  

有形固定資産合計   141 5.6  307 8.4  248 6.2

２. 無形固定資産           

(１) 商標権   1   1   1  

(２) ソフトウェア   47   47   44  

(３) その他   2   2   2  

無形固定資産合計   51 2.0  51 1.4  48 1.2

３. 投資その他の資産           

(１) 敷金・保証金   349   424   460  

(２) 繰延税金資産   58   50   66  

（３）更生債権   －   1   1  

 （４）長期未収入金   －   －   4  

貸倒引当金   －   △1   △6  

投資その他の資産合計   408 16.2  475 12.9  526 13.2

固定資産合計   601 23.8  834 22.7  824 20.6

資産合計   2,524 100.0  3,677 100.0  3,989 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年６月30日）
当中間会計期間末

（平成19年６月30日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18年12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   306   360   376  

２．未払費用   59   66   43  

３．未払法人税等   385   107   511  

４. 未払消費税等   72   64   106  

５．前受金   0   －   2  

６．預り金   50   85   59  

７．賞与引当金   127   153   114  

８．解約調整引当金   24   27   30  

流動負債合計   1,027 40.7  864 23.5  1,246 31.2

Ⅱ　固定負債           

１. 長期未払金   －   34   57  

２．退職給付引当金   45   －   －  

固定負債合計   45 1.8  34 1.0  57 1.5

負債合計   1,072 42.5  899 24.5  1,303 32.7

(純資産の部)           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   96 3.8  607 16.5  607 15.2

２．資本剰余金           

（１）資本準備金  71   582   582   

資本剰余金合計   71 2.8  582 15.8  582 14.6

３．利益剰余金           

（１）利益準備金  1   1   1   

（２）その他利益剰余金           

別途積立金  800   800   800   

繰越利益剰余金  482   786   694   

利益剰余金合計   1,284 50.9  1,588 43.2  1,495 37.5

４. 自己株式   － －  △0 △0.0  － －

株主資本合計   1,451 57.5  2,778 75.5  2,685 67.3

純資産合計   1,451 57.5  2,778 75.5  2,685 67.3

負債純資産合計   2,524 100.0  3,677 100.0  3,989 100.0

           

 （注）１．財務諸表に掲記されております科目、その他の事項の金額につきまして、前事業年度まで千円単位で記載し

           ておりましたが、当第１四半期より百万円単位で記載することに変更いたしております。

           なお、比較を容易にするため、前中間会計期間、前事業年度につきましても同様に百万円単位で記載してお

　　　　　 ります。

　　　 ２．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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           

１．紹介事業収入 ※1 2,308   3,077   4,828   

２．派遣事業収入  1,265 3,574 100.0 849 3,926 100.0 2,387 7,216 100.0

Ⅱ　売上原価           

１．紹介事業原価  22   23   48   

２．派遣事業原価  1,023 1,046 29.3 676 699 17.8 1,934 1,983 27.5

売上総利益   2,528 70.7  3,227 82.2  5,232 72.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費           

１．役員報酬  76   94   158   

２．給与手当等  894   1,297   2,018   

３．法定福利費  131   188   276   

４．退職給付費用  12   31   24   

５．賞与引当金繰入  127   177   114   

６．貸倒引当金繰入  0   1   4   

７．地代家賃  117   254   280   

８．減価償却費  22   46   54   

９．広告宣伝費  130   288   368   

10．その他  291 1,804 50.5 555 2,936 74.8 734 4,034 55.9

営業利益   723 20.2  291 7.4  1,198 16.6

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  0   2   0   

２．受取配当金  －   －   0   

３. セミナー収入  0   0   0   

４. 講演料収入  0   －   0   

５．その他  0 0 0.0 0 3 0.1 0 2 0.0

Ⅴ　営業外費用           

１．為替差損  0   0   1   

２．新株発行費  0   －   －   

３. 株式交付費  －   －   6   

４. 株式公開準備費用  1   －   31   

５. その他  － 2 0.1 0 0 0.0 0 40 0.5

経常利益   721 20.1  294 7.5  1,160 16.1

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入  － － － 3 3 0.1 － － －
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前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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
（％）

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※2 0   21   4   

２. 確定拠出年金制度
　　移行に伴う損失

 － 0 0.0 － 21 0.6 23 28 0.4

税引前中間(当期)純
利益

  720 20.1  275 7.0  1,131 15.7

法人税、住民税及び
事業税

 385   78   608   

法人税等調整額  △33 352 9.8 25 103 2.6 △55 552 7.7

中間(当期)純利益   368 10.3  172 4.4  579 8.0

           

 （注）１．財務諸表に掲記されております科目、その他の事項の金額につきまして、前事業年度まで千円単位で記載し

           ておりましたが、当第１四半期より百万円単位で記載することに変更いたしております。

           なお、比較を容易にするため、前中間会計期間、前事業年度につきましても同様に百万円単位で記載してお

　　　　　 ります。　　

　　　 ２．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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(3）中間株主資本等変動計算書

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

 

株主資本

純資産
合　計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株　主
資　本
合　計

資　本
準備金

資　本
剰余金
合　計

利　益
準備金

その他利益剰余金
利　益
剰余金
合　計

別　途
積立金

繰　越
利　益
剰余金

平成17年12月31日　残高
（百万円）

80 55 55 1 500 457 958 1,094 1,094

中間会計期間中の変動額          

新株の発行 16 16 16     32 32

別途積立金の積立て     300 △300 － － －

剰余金の配当      △42 △42 △42 △42

中間純利益      368 368 368 368

中間会計期間中の変動額
合計（百万円）

16 16 16 － 300 25 325 357 357

平成18年６月30日　残高
（百万円）

96 71 71 1 800 482 1,284 1,451 1,451

 

当中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

 

株主資本

純資産
合　計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自　己
株　式

株　主
資　本
合　計

資　本
準備金

資　本
剰余金
合　計

利　益
準備金

その他利益剰余金
利　益
剰余金
合　計

別　途
積立金

繰　越
利　益
剰余金

平成18年12月31日　残高
（百万円）

607 582 582 1 800 694 1,495 － 2,685 2,685

中間会計期間中の変動額           

剰余金の配当      △79 △79 － △79 △79

中間純利益      172 172 － 172 172

自己株式の取得        △0 △0 △0

中間会計期間中の変動額
合計（百万円）

－ － － － － 92 92 △0 92 92

平成19年６月30日　残高
（百万円）

607 582 582 1 800 786 1,588 △0 2,778 2,778

 （注）１．財務諸表に掲記されております科目、その他の事項の金額につきまして、前事業年度まで千円単位で記載し 

           ておりましたが、当第１四半期より百万円単位で記載することに変更いたしております。

           なお、比較を容易にするため、前中間会計期間、前事業年度につきましても同様に百万円単位で記載してお

　　　　　 ります。

       ２．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 

株主資本

純資産
合　計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株　主
資　本
合　計

資　本
準備金

資　本
剰余金
合　計

利　益
準備金

その他利益剰余金
利　益
剰余金
合　計

別　途
積立金

繰　越
利　益
剰余金

平成17年12月31日　残高
（百万円）

80 55 55 1 500 457 958 1,094 1,094

事業年度中の変動額          

新株の発行 527 527 527     1,055 1,055

別途積立金の積立て 
 （注）２．

    300 △300 － － －

剰余金の配当
 （注）２．

     △42 △42 △42 △42

当期純利益      579 579 579 579

事業年度中の変動額
合計（百万円）

527 527 527 － 300 236 536 1,591 1,591

平成18年12月31日　残高
（百万円）

607 582 582 1 800 694 1,495 2,685 2,685

 （注）１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。　　

　　　 ２．平成18年３月定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度の要約
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

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

 720 275 1,131

減価償却費  22 46 54

貸倒引当金の増減額  0 △2 4

賞与引当金の増加額  50 38 38

解約調整引当金の
増減額

 9 △3 15

退職給付引当金の
増減額

 9 － △36

受取利息及び受取
配当金

 △0 △2 △1

為替差損  － － 1

固定資産除却損  0 21 4

売上債権の増減額  △135 △49 2

棚卸資産の増加額  △0 △0 △0

未払金の増減額  △31 △35 72

未払費用の増減額  15 22 △0

未払消費税等の
減少額

 △44 △42 △9

その他  △31 27 1

小計  585 295 1,278

利息及び配当金の
受取額

 0 2 1

法人税等の支払額  △178 △473 △293

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 407 △174 986
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前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度の要約
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

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 △18 △36

有形固定資産の取得
による支出

 △25 △136 △134

無形固定資産の取得
による支出

 △3 △5 △10

その他投資の取得に
よる支出

 △156 △0 △278

その他投資の回収に
よる収入

 2 35 13

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △204 △125 △445

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

株式の発行による収
入

 32 － 1,055

配当金の支払額  △42 △79 △42

自己株式取得による
支出

 － △0 －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △10 △79 1,012

Ⅳ　現金及び現金同等物の
　　増減額

 193 △378 1,552

Ⅴ　現金及び現金同等物の
　　期首残高

 729 2,282 729

Ⅵ　現金及び現金同等物の
　　中間（期末）残高

※ 922 1,903 2,282

     

 （注）１．財務諸表に掲記されております科目、その他の事項の金額につきまして、前事業年度まで千円単位で記載し

　　　　　 ておりましたが、当第１四半期より百万円単位で記載することに変更いたしております。

           なお、比較を容易にするため、前中間会計期間、前事業年度につきましても同様に百万円単位で記載してお

　　　　　 ります。　　

　　　 ２．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．たな卸資産の評価基準

及び評価方法

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

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

 － （会計方針の変更）

 　法人税法の改定に伴い、

　 当中間会計期間より、平

   成19年４月１日以後に取

   得した有形固定資産につ

   いて、改正後の法人税法

   に基づく減価償却の方法

   に変更しております。

   これによる損益に与える

   影響は軽微であります。

 －

 (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．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。

 －

 

 －

 

  －

 

 －

 

 株式交付費

 支出時に全額費用として

 処理しております。 
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

４．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

（追加情報）

　 当社は、確定拠出年金法

   の施行に伴い、平成18年

   12月に退職一時金制度の

   全部について確定拠出年

   金制度へ移行し、「退職

   給付制度間の移行等に関

  する会計処理」（企業会計

  基準適用指針第１号）を適

  用しております。

　本移行に伴う影響額23百万

　円は、特別損失として計上

　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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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

６．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

７．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。

 (1）消費税等の会計処理

同左

 (1）消費税等の会計処理

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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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) 

  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。

　  当事業年度より「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）

－

 

 （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1,451百万円であります。

　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。

   当事業年度より「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、2,685百万円であります。

なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度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。
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前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 －  －  （ストック・オプション等に関する会

 計基準）

当事業年度より、「ストック・オプ

ション等に関する会計基準」(企業会

計基準第８号　平成17年12月27日)及

び「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第11号　平成18年５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。
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  表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 －  － （損益計算書）

   平成18年８月11日付「繰延資産の会

 計処理に関する当面の取扱い（実務

 対応報告19号）」により、営業外費

 用に区分掲記しておりました「新株

 発行費」は、当事業年度より「株式

 交付費」と表示しております。

　追加情報

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 －  － （外形標準課税）

   当事業年度から資本金が１億円超に

 なり外形標準課税制度が適用となっ

 たことに伴い、「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」

（平成16年２月13日　企業会計基準委

 員会実務対応報告第12号）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が

 18百万円増加し、営業利益、経常利

 益及び税引前当期純利益が18百万円

 減少しております。

注記事項

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１　紹介事業収入は、解約調整引

      当金繰入額24百万円及び解約

      調整引当金戻入額0百万円の調

      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27百万円及び解約

      調整引当金戻入額10百万円の

      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30百万円及び解約

      調整引当金戻入額0百万円の調

      整後の金額であります。

※２　固定資産除却損の内訳 ※２　固定資産除却損の内訳 ※２　固定資産除却損の内訳

建　　　　物 0百万円 建　　　　物 20百万円

工具器具備品 0百万円

  合　　計 　21百万円

建　　　　物 2百万円

ソフトウェア 1百万円

合　　計 4百万円

３　減価償却実施額 ３　減価償却実施額 ３　減価償却実施額

有形固定資産 15百万円

無形固定資産 6百万円

有形固定資産 38百万円

無形固定資産 7百万円

有形固定資産 40百万円

無形固定資産 13百万円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（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（注） 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

新株予約権の内容
 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数　（数）
当中間会計
期間末残高
 （百万円）

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

平成16年新株予約権 普通株式 31,100 － － 31,110 －

ストックオプション

としての新株予約権
 普通株式 － 22,000 － 22,000 －

合計 － － － － － －

 

 　　　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
（百万円）

１株当たり配当額
（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 70 平成17年12月31日 平成18年３月29日
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      当中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19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 664,500 － － 664,500

合計 664,500 － － 664,500

自己株式     

 普通株式（注） － 3 － 3

 合計 － 3 － 3

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加3株は、単元未満株式の買取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

 　　　　該当事項はありません。

 

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
（百万円）

 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３月28日

定時株主総会
普通株式 79 利益剰余金 120 平成18年12月31日 平成19年３月29日

株式会社 ジェイ エイ シー ジャパン（2124）平成 19 年 12 月期中間決算短信（非連結）

－ 28 －



前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12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

 
前事業年度末株式数

（株）
当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 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

 　　　 （ストック・オプション等関係）に記載しております。

 

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
（百万円）

１株当たり配当額
（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 70 平成17年12月31日 平成18年３月29日

 　　　（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

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

 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３月28日

定時株主総会
普通株式 79 利益剰余金 120 平成18年12月31日 平成19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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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18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19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18年12月31日現在）

 （百万円）

現金及び預金勘定          1,154 

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金

△232 

現金及び現金同等物 922 

 （百万円）

現金及び預金勘定 2,168 

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金

△265 

現金及び現金同等物 1,903 

 （百万円）

現金及び預金勘定 2,529 

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金

△247 

現金及び現金同等物 2,282 
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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

 

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)

工具器具
備品

25 10 15

ソフト
ウェア

4 4 －

合計 29 14 15

 

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)

工具器具
備品

48 9 38

ソフト
ウェア

1 0 1

合計 50 9 40

 

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)

工具器具
備品

39 8 31

ソフト
ウェア

1 0 1

合計 41 8 33

(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 4百万円

１年超 11百万円

合 計 16百万円

１年内 9百万円

１年超 31百万円

合 計 40百万円

１年内 8百万円

１年超 25百万円

合 計 33百万円

(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 2百万円

減価償却費相当

額

2百万円

支払利息相当額 0百万円

支払リース料 5百万円

減価償却費相当

額

4百万円

支払利息相当額 0百万円

支払リース料 5百万円

減価償却費相当

額

5百万円

支払利息相当額 0百万円

(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。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(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

－

 

２. オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 86百万円

  

  

  １年内 12百万円

１年超 －百万円

 12百万円
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（有価証券関係）

前中間会計期間（自 平成18年１月１日　至 平成18年６月30日）、当中間会計期間（自 平成19年１月１日　至 

平成19年６月30日）及び前事業年度（自 平成18年１月１日　至 平成18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18年１月１日　至 平成18年６月30日）、当中間会計期間（自 平成19年１月１日　至 

平成19年６月30日）及び前事業年度（自 平成18年１月１日　至 平成18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）

 　　 前中間会計期間　（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。

 

当中間会計期間　（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

当中間会計期間における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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前事業年度　（自　平成18年１月１日　至　平成18年12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16年

ストック・オプション
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

当社取締役　 ３名

当社監査役　 ２名

当社従業員 　24名

当社監査役　 １名

当社従業員 　40名

ストック・オプション数（注）１. 普通株式　31,110株 普通株式　22,000株

付与日 平成16年12月24日 平成18年６月２日

権利確定条件  （注）２.  （注）２.

対象勤務期間
 自　平成17年12月24日

 至　平成20年１月１日

 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１月１日

 至　平成26年12月８日

 自　平成20年５月17日

 至　平成28年３月28日

(注)１．株式数に換算して記載しております。

    ２. 新株予約権の行使の条件

　　(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ヶ月経過しなければ行使できない。

 

②ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度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16年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション

権利確定前 （株）   

前事業年度末  31,110 －

付与  － 22,000

失効  － －

権利確定  － －

未確定残  31,110 22,000

権利確定後 （株）   

前事業年度末  － －

権利確定  － －

権利行使  － －

失効  － －

未行使残  － －
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２) 単価情報

  
平成16年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 1,000 4,000

行使時平均株価 （円） － －

公正な評価単価（付与日） （円） － 0

(２)ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

  平成18年６月２日に付与したストック・オプションの公正な評価単価は、付与日において未公開企業であったため、

単位当たりの本源的価値の見積りにより算定しております。

①１株当たりの評価額　　4,000円

　株式の評価は、収益還元法と時価純資産法に基づいて算出した価格を基礎として決定しております。

②新株予約権の行使価格　4,000円

　算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額と同額のため、単位当たり本源的価値はゼロとな

　り、ストック・オプションの公正な評価単価もゼロと算出しております。

 (３)ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

ます。

 (４)財務諸表への影響額

  ストック・オプション制度による財務諸表に与える影響はありません。

 

（持分法損益等）

前中間会計期間（自 平成18年１月１日　至 平成18年６月30日）、当中間会計期間（自 平成19年１月１日　至 

平成19年６月30日）及び前事業年度（自 平成18年１月１日　至 平成18年12月31日）

該当事項はありません。

  （企業結合関係）

 　　　 該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

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

 －

 

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。

１株当たり純資産額 4,181.08円

１株当たり中間純利益

金額
259.14円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
242.56円

 －

１株当たり純資産額 4,041.99円

１株当たり当期純利益

金額
925.23円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
905.98円

－ 

　（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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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）
368 172 579

　普通株主に帰属しない

　金額（百万円）
－ － －

 （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（百万円）
368 172 579

　期中平均株式数（株） 609,771 664,499 626,127

    

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（株） － 45,412 13,302

 　（うち新株予約権）　　 － (45,412) (13,302)

　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53,110個）。

　－ 　－

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．その他
 （１）役員の異動

 　　　　①　代表者の異動

　　　　　　 該当事項はありません。

 

 　　　　②　その他の役員の異動

 　　　　　　該当事項はありません。

 

 　　（２）生産、受注及び販売の状況

 　　　　①　生産実績

 　　　　　　当社は、人材紹介事業及び人材派遣業を行っているため、該当事項はありません。

 

 　　　　②　受注状況

 　　　　　　当社は、人材紹介事業及び人材派遣業を行っているため、該当事項はありません。

 

 　　　　③　販売実績

 　　　　販売実績につきましては、５ページ「（２）セグメント別売上高」に記載しております。
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