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     （百万円未満切り捨て）  

１．平成19年12月期第３四半期の業績（平成19年１月１日 ～ 平成19年９月30日） 
(1) 経営成績                              （％表示は対前年同四半期増減率） 

 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12月期第３四半期 5,947    9.4 453  △51.4 461  △48.4 249  △44.4

18年12月期第３四半期 5,434     － 932      － 894      － 448      －

18年12月期 7,216      － 1,198      － 1,160      － 579      －

 

 
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12月期第３四半期 375    15 352    03

18年12月期第３四半期 731    07 729    20

18年12月期 925    23 905    98

（注）平成18年12月期第３四半期の前年同四半期増減率につきましては、平成18年12月期第３四半期よ
り開示を行っているため、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
 百万円 百万円 ％ 円    銭

19年12月期第３四半期 3,723 2,855 76.7 4,297    09

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

18年12月期 3,989 2,685 67.3 4,041    99

 
(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12月期第３四半期 △271 △177 △79 1,753

18年12月期第３四半期 784 △269 1,012 2,256

18年12月期 986 △445 1,012 2,282
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２．配当の状況 

 1株当たり配当金 

（基準日） 第３四半期末 

18年12月期第３四半期 
  円   銭

－   －

19年12月期第３四半期 －   －

 
 
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） 【参考】 

   （％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 7,858    8.9 671 △44.0 683 △41.1 378 △34.8 568     85

※平成19年12月期通期業績の期首予想につきましては、平成19年10月17日に予想修正を発表しております。 
 
４．その他 

  
(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 ： 有 

 
（注）詳細は、６ページ １．定性的情報・財務諸表等 (４)その他をご覧ください。 

 
 

※ 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６ページをご参照ください。 
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１. 定性的情報・財務諸表等 

（１）経営成績に関する定性的情報 

 当四半期のわが国経済は、原油価格、原材料価格の高騰によるコストアップ、米国住宅融資問題を発端に拡が

った金融市場の不安定な状況があったものの、国内企業収益は好調に推移し、設備投資の増加、雇用情勢が改善

されるなど、緩やかな景気の回復基調が続きました。 

 このような事業環境の中、当社は中長期における売上高の拡大を図るために、昨年来新卒・中途社員採用を積

極的に実施し、大阪オフィス増床移転、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、当第３四半期会計期間における当社の売上高は5,947百万円となりました。事業別売上高は、人材

紹介事業部門では売上高4,762百万円、人材派遣事業部門では売上高1,184百万円となっております。 

 利益面では人員増に伴う人事関連費用の増加、大阪オフィス増床移転、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453百万円、経常利益461百万円、第３四半期純利益249百万

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 平成19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 5,434 5,947 9.4

営業利益 932 453 △51.4

経常利益 894 461 △48.4

第３四半期純利益 448 249 △44.4

 ■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 2,020 ― 5,947

対前年増減率

（％） 
13.0 7.1 8.6 ― 

                                                                                                   （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 122 168 162 ― 453

対前年増減率

（％） 
△55.9 △62.2 △22.2 ― 

 

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32.8％増の4,762百万円

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

粋な人材派遣稼動人員を 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35.9％減の1,184百万円となりました。 

  以上の結果、当第３四半期会計期間の売上高は前年対比9.4％増の5,947百万円となりました。 
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②営業利益分析 

  当第３四半期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

27.5%増の4,978百万円となり、売上総利益率は前年同期比11.9ポイント改善し83.7%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52.3%増の4,524百万円となり、売上高販管費率は前年同期比21.5ポイント増の76.1%となりました。 

以上の結果、当第３四半期会計期間の営業利益は前年同期比51.4%減の453百万円となり、営業利益率は前年同

期比9.6ポイント減の7.6 %となりました。 

 

③営業外損益分析 

  当第３四半期会計期間の営業外収益は、定期預金の利息の収入により5百万円を計上し、前年同期比7百万円増

の8百万円となりました。営業外費用は、株式会社ジャスダック証券取引所上場費用を前第３四半期会計期間に

計上したため、前年同期比39百万円減の0百万円となりました。 

 

④税引前第３四半期純利益・第３四半期純利益分析 

  税引前第３四半期純利益は前年同期比50.4%減の442百万円となりました。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250百万円減の193百万円となりました。その結果、当第３四半期純利益は

前年同期比199百万円減の249百万円となりました。 

 

⑤セグメント別売上高 

■事業別、業種別売上高（自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日）      （単位：百万円） 

事業部門別 
平成18年12月期 

前第３四半期会計期間

平成19年12月期 

当第３四半期会計期間
前年同期比（％） 

1．人材紹介事業    

  機械・電気・化学業界 1,009 1,395 138.3

  金融業界 769 992 129.0

  消費財・サービス業界 624 972 155.7

  メディカル・医療業界 605 774 127.8

  IT・通信業界 387 578 149.1

  その他 190 49 25.8

人材紹介事業     計 3,587 4,762 132.8

2．人材派遣事業     

人材派遣事業     計 1,847 1,184 64.1

合計 5,434 5,947 109.4
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（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期末における総資産は、現金及び預金466百万円減少、有形固定資産100百万円増加したことにより、前第

３四半期末に比べて267百万円減少の3,723百万円となりました。負債合計につきましては、未払法人税等437百万円、

未払金92百万円及び退職給付引当金50百万円減少により、前第３四半期末に比べて567百万円減少の868百万円となりま

した。純資産につきましては、前第３四半期末に比べて300百万円増加の2,855百万円となり、自己資本比率76.7％とな

りました。 

                                            （単位：百万円） 

                                                           

②キャッシュ・フローの状況 

    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1,753百万円と前第３四半期会計期間と比べ

502百万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あります。 

 

（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、税引前第３

四半期純利益が前第３四半期会計期間に比べ449百万円減少したことにより、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1,055百万円の減となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、大阪支店の移転による設備投資を行っ

ておりますが、固定資産の取得減少により、前第３四半期会計期間と比べて92百万円の増となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金支払額の増加及び前第３四半期

会計期間に公募増資等による資金調達があったため、前第３四半期会計期間と比べて1,092百万円の減となりまし

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18年12月期 平成19年12月期  

第３四半期末 期末 第３四半期末 

自己資本比率（％） 64.0 67.3 76.7

時価ベースの自己資本比率（％） － 414.7 101.5

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。 

 平成18年12月期

前第３四半期 

会計期間 

平成19年12月期

当第３四半期 

会計期間 

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 784 △271 △1,055 986

投資活動によるキャッシュ・フロー △269 △177 92 △445

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,012 △79 △1,092 1,012

現金及び現金同等物の第３四半期期末

（期末）残高 
2,256 1,753 △502 2,282
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（３）業績予想に関する定性的情報 

  

 【平成19年12月期の業績予想と進捗状況】 

 

 当第３四半期会計期間は、売上高・営業利益・経常利益・第３四半期純利益が予算に対し未達成となりました。 

 人材紹介事業の売上高が、中間期の減少分に加え、下半期においても予想を下回り、通期において予想を下回

る見通しとなったことから、下記のとおり平成19年10月17日付で業績予想を修正しております。 

 人材紹介業のマーケットの好況は今後も続くと考えており、中長期における売上高の拡大を図るために、当社

人材紹介事業における営業組織は、昨年来新卒・中途採用を積極的に行ってまいりました。そのため、経験者比

率の低下による、一時的な人的生産性の低下を招いております。 

このような状況下にありまして、引き続き、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。なお、７月から、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、

より実践的な導入研修を実施しております。 

また、ご登録者の募集拡大のため、広告宣伝を効果的に実施し、引き続き、当社の認知度向上及びブランド構

築を図ってまいります。 

  

■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 平成19年12月期 

 当第３四半期 

会計期間実績 

当第３四半期会計

期間業績期首予想

達成率

（％） 通期業績修正予想 

進捗率

（％）

売上高 5,947 6,306 94.3 7,858 75.7

営業利益 453 910 49.8 671 67.5

経常利益 461 910 50.7 683 67.5

第３四半期（当期）純利益 249 453 55.0 378 65.9

※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月期通期業績の期首予想につきましては、平成19年10月17日に予想修正を発表しております。 

 

（４）その他 

   ①会計処理の方法における簡便な方法の採用 

    該当事項はありません。 

 

② 近事業年度からの会計処理の方法の変更 

法人税法の改定に伴い、当第３四半期会計期間より、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
株式会社 ジェイ エイ シー ジャパン (2124） 平成19年12月期第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

 

 

- 7 -

 

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 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 

 人材紹介事業は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。
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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）の確保が非常に重要であります。当社では、

ご登録者をインターネット、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。 

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）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、会社の経営上の重要な事項（役員との重要な取引に関する事項等） 

    該当する事項等はありません。 
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４.第３四半期財務諸表等 
(１）第３四半期貸借対照表 

前事業年度の 
要約貸借対照表   

前第３四半期会計期間末
（平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年９月30日）

増 減 
（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）

増減率
（％） 

 金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

１．現金及び預金   2,494 2,028 △466   2,529

２．売掛金   552 568 15   442

３．貯蔵品   9 1 △8   1

４．前払費用   39 66 26   61

５. 仮払法人税等   － 64 64   －

６．繰延税金資産   178 162 △16   130

７．その他   1 2 1   1

貸倒引当金   △3 △7 △4   △1

流動資産合計   3,272 82.0 2,885 77.5 △387 △11.8  3,165 79.4

Ⅱ 固定資産      

１. 有形固定資産      

(１) 建物    152  182 30  157 

減価償却累計額  27 125 35 146 8 21  29 127

(２) 車両運搬具  11  11 －  11 

減価償却累計額  3 7 6 5 2 △2  4 6

(３) 工具器具備品  119  255 135  141 

減価償却累計額  44 75 95 159 51 84  52 89

（４）建設仮勘定   2 － △2   24

有形固定資産合計   211 5.3 311 8.4 100 47.5  248 6.2

２. 無形固定資産      

(１) 商標権   1 1 △0   1

(２) ソフトウェア   44 51 6   44

(３) その他   2 2 －   2

無形固定資産合計   49 1.2 55 1.5 6 12.7  48 1.2

３. 投資その他の資産      

(１) 敷金・保証金   399 424 25   460

(２) 繰延税金資産   58 46 △11   66

（３）更生債権   － 1 1   1

（４）長期未収入金   － 4 4   4

貸倒引当金   － △6 △6   △6

投資その他の資産 
合計 

  457 11.5 471 12.6 13 3.0  526 13.2

固定資産合計   718 18.0 838 22.5 120 16.7  824 20.6

資産合計   3,990 100.0 3,723 100.0 △267 △6.7  3,989 100.0
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前事業年度の 
要約貸借対照表   

前第３四半期会計期間末
（平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年９月30日）

増 減 
（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） 

増減率
（％） 

 金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

１．未払金   430 338 △92   376

２．未払費用   88 81 △7   43

３．未払法人税等   437 － △437   511

４. 未払消費税等   98 65 △32   106

５．前受金   － 2 2   2

６．預り金   50 56 5   59

７．賞与引当金   254 251 △2   114

８．解約調整引当金   25 39 13   30

流動負債合計   1,385 34.7 834 22.4 △551 △39.8  1,246 31.2

Ⅱ 固定負債      

  １. 長期未払金   － 33 33   57

２. 退職給付引当金   50 － △50   －

固定負債合計   50 1.3 33 0.9 △16 △33.0  57 1.5

負債合計   1,436 36.0 868 23.3 △567 △39.5  1,303 32.7

（純資産の部)      

Ⅰ 株主資本      

１.資本金   607 15.2 607 16.3 － －  607 15.2

２.資本剰余金      

（１）資本準備金  582  582 －  582 

資本剰余金合計   582 14.6 582 15.7 － －  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 

 562  863 300  694 

利益剰余金合計   1,364 34.2 1,665 44.7 300 22.0  1,495 37.5

４.自己株式   － － △0 0.0 △0 －  － －

株主資本合計   2,554 64.0 2,855 76.7 300 11.8  2,685 67.3

純資産合計   2,554 64.0 2,855 76.7 300 11.8  2,685 67.3

負債純資産合計   3,990 100.0 3,723 100.0 △267 △6.7  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、前第３四半期会計期間、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）第３四半期損益計算書 

前事業年度の 
要約損益計算書 

  
前第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19年１月１日 
至 平成19年９月30日）

増 減 
（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） 

増減率
（％） 

 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ 売上高      

１.紹介事業収入 ※１ 3,587  4,762 1,175  4,828 

２.派遣事業収入  1,847 5,434 100.0 1,184 5,947 100.0 △662 512 9.4 2,387 7,216 100.0

Ⅱ 売上原価      

１．紹介事業原価  33  34 1  48 

２．派遣事業原価  1,497 1,530 28.2 933 968 16.3 △563 △561 △36.7 1,934 1,983 27.5

売上総利益   3,904 71.8 4,978 83.7 1,074 27.5  5,232 72.5

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

     

１．役員報酬  115  143 28  158 

２．給与手当等  1,362  2,033 670  2,018 

３．法定福利費  207  292 85  276 

４．退職給付費用  17  49 31  24 

５．賞与引当金繰入  254  275 20  114 

６．貸倒引当金繰入  0  11 10  4 

７．地代家賃  180  384 203  280 

８．減価償却費  35  75 39  54 

９．広告宣伝費  272  461 188  368 

10．その他  524 2,971 54.6 799 4,524 76.1 274 1,553 52.3 734 4,034 55.9

営業利益   932 17.2 453 7.6 △478 △51.4  1,198 16.6

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息  0  5 5  0 

２．受取配当金  0  1 1  0 

３. ｾﾐﾅｰ収入  0  0 0  0 

４. 講演料収入  0  － △0  0 

５．その他  0 1 0.0 0 8 0.1 0 7 535.3 0 2 0.0

Ⅴ 営業外費用       

１．為替差損  0  0 △0  1 

２. 新株発行費  5  － △5  － 

３. 株式交付費  －  － －  6 

４. 株式公開準備費用  33  － △33  31 

５. その他  － 39 0.7 0 0 0.0 0 △39 △98.1 0 40 0.5

経常利益   894 16.5 461 7.7 △432 △48.4  1,160 16.1
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（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、前第３四半期会計期間、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。 

    

 
（３）第３四半期株主資本等変動計算書 

前第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    

               （百万円） 
80 55 55 1 500 457 958 1,094 1,094

第３四半期会計期間中の 

変動額 
                  

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

 別途積立金の積立て         300 △300 - - -

 剰余金の配当           △42 △42 △42 △42

 第３四半期純利益           448 448 448 448

第３四半期会計期間中の 

変動額 合計  （百万円） 
527 527 527 - 300 105 405 1,460 1,460

平成18年９月30日 残高 

       （百万円） 
607 582 582 1 800 562 1,364 2,554 2,554

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前事業年度の 
要約損益計算書   

前第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19年１月１日 
至 平成19年９月30日）

増 減 
（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） 

増減率
（％） 

 金額（百万円）
百分比

（％）

Ⅵ 特別利益         

１.貸倒引当金戻入  － － － 3 3 0.1 3 3 － － － －

Ⅶ 特別損失         

１．固定資産除却損 ※２ 2  21 19  4 

２.確定拠出年金制度
移行に伴う損失 

 － 2 0.0 － 21 0.4 － 19 765.6 23 28 0.4

税引前第３四半期
(当期)純利益 

  891 16.4 442 7.4 △449 △50.4  1,131 15.7

法人税、住民税 
及び事業税 

 539  205 △333  608 

法人税等調整額  △95 443 8.1 △11 193 3.2 83 △250 △56.4 △55 552 7.7

第３四半期(当期)
純利益 

  448 8.3 249 4.2 △199 △44.4  579 8.0
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  当第３四半期会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19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

自 己 

株 式 

株   主 

資   本 

合   計 

純資産

合  計

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

第３四半期会計期間中の 

変動額 
          

 剰余金の配当      △79 △79 － △79 △79

 第３四半期純利益      249 249 － 249 249

自己株式の取得      △0 △0 △0

第３四半期会計期間中の 

変動額 合計  （百万円） 
－ － － － － 169 169 △0 169 169

平成19年９月30日 残高 

       （百万円） 
607 582 582 1 800 863 1,665 △0 2,855 2,855

（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、前第３四半期会計期間、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。 

 
前事業年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31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    

       （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）第３四半期キャッシュ・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19年１月１日 

 至 平成19年９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 
    

税引前第３四半期(当期)

純利益 
 891 442 1,131 

減価償却費  36 75 54 

貸倒引当金の増加額  0 6 4 

賞与引当金の増加額  177 136 38 

解約調整引当金の増加額  9 8 15 

退職給付引当金の増減額  14 － △36 

受取利息及び受取配当金  △0 △6 △1 

為替差損  － － 1 

固定資産除却損  2 21 4 

売上債権の増減額  △101 △125 2 

棚卸資産の増減額  △8 0 △0 

未払金の増減額  26 △55 72 

未払費用の増減額  37 37 △0 

未払消費税等の減少額  △17 △40 △9 

その他  8 △9 1 

小計  1,076 490 1,278 

利息及び配当金の受取額  0 6 1 

法人税等の支払額  △293 △768 △293 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 784 △271 986 
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前第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19年１月１日 

至 平成19年９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 
 △27 △27 △36 

有形固定資産の取得 

による支出 
 △33 △172 △134 

無形固定資産の取得 

による支出 
 △5 △12 △10 

その他投資の取得による

支出 
 △206 △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 
 △269 △177 △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  1,055 － 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 

 1,012 △79 1,012 

Ⅳ 現金及び現金同等物の  

増減額 
 1,526 △528 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  
   第３四半期期末（期末）  
  残高 

※ 2,256 1,753 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、前第３四半期会計期間、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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第３四半期財務諸表作成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19年１月１日 

  至 平成19年９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 

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 

 

 

 

 

 

（会計方針の変更） 

  法人税法の改定に伴い、当第３四半期

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。 

 

(１) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

－ 

 

 (２) 無形固定資産 

定額法を採用しております。なお、

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

(２) 無形固定資産 

同左 

(２) 無形固定資産 

同左 
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項目 

前第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19年１月１日 

  至 平成19年９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） 

３．引当金の計上基準 (１）貸倒引当金 

売掛金等の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。 

（１）貸倒引当金 

同左 

（１）貸倒引当金 

同左 

 (２）賞与引当金 

従業員の賞与の支払に備えて、賞与

支給見込額の当第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 

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 

－ 

 

 

 

 

 

 

(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 

４．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引につきましては、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

同左 同左 

５．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 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。 

(１)消費税等の会計処理 

同左 

 

(１)消費税等の会計処理 

同左 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第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19年１月１日 

   至 平成19年９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） 

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

百万円であります。 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

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） 

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。 

 

(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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追加情報 

 

 

注記事項 

（第３四半期損益計算書関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

前第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19年１月１日 

  至 平成19年９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。 

 

前第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19年１月１日 

   至 平成19年９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

25百万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

39百万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   

    建    物       0百万円 

      ソフトウェア     1百万円 

   合  計         2百万円 

３ 減価償却実施額 

   有形固定資産     25百万円 

   無形固定資産      9百万円 

 

※２ 固定資産除却損の内訳   

    建    物      20百万円 

      工具器具備品     0百万円 

   合  計        21百万円 

３ 減価償却実施額 

   有形固定資産     62百万円 

   無形固定資産     11百万円 

 

※２ 固定資産除却損の内訳   

    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 

有形固定資産      40百万円 

   無形固定資産    13百万円 
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（第３四半期株主資本等変動計算書関係） 

前第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.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 （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    

（百万円）  

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 － － － － － －

 

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 

（百万円） （円） 

基準日 効力発生日 

平成18年３月29日 

定時株主総会 
普通株式 42 70 平成17年12月31日 平成18年３月29日 
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当第３四半期会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年９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 

（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 

 
 
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 

（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 

 
（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 

 

  
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  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

配当金の総額
１株当た

り配当額決議 株式の種類 

（百万円） 

配当の原資 

（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 

  
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

配当金の総額 １株当たり配当額
決議 株式の種類 

（百万円） （円） 
基準日 効力発生日 

平成18年３月29日 

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

配当金の総額
１株当た

り配当額決議 株式の種類 

（百万円） 

配当の原資 

（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 
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(第３四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
 
（有価証券関係） 

前第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19年

１月１日 至 平成19年９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19年

１月１日 至 平成19年９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。 

 

前第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19年１月１日 

    至 平成19年９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19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18年12月31日現在）

（百万円） 

現金及び預金勘定                    2,494   

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金                     △238  

現金及び現金同等物                  2,256  

 

（百万円）

現金及び預金勘定                 2,028 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金                 △274 

現金及び現金同等物               1,753 

 

（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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（ストック・オプション等関係） 

前第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。 
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当第３四半期会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日） 

当第３四半期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。 

 

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 平成18年 
  

ストック・オプション ストック・オプション 

当社取締役     ３名 

当社監査役     ２名  付与対象者の区分及び数 

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． 

自 平成17年12月24日 自 平成18年 ６月 ２日 
 対象勤務期間 

至 平成20年 １月 １日 至 平成20年 ５月17日 

自 平成20年 １月 １日 自 平成20年 ５月17日 
 権利行使期間 

至 平成26年12月 ８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. 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。  
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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 平成18年 
  

ストック・オプション 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              －              － 

 

２) 単価情報 

平成16年 平成18年 
  

ストック・オプション 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。 
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 (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19年

１月１日 至 平成19年９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。 

 

（１株当たり情報） 

前第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19年１月１日 

   至 平成19年９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            3,844.82円 １株当たり純資産額            4,297.09円 １株当たり純資産額            4,041.99円

１株当たり第３四半期純利益金額  731.07円 １株当たり第３四半期純利益金額  375.15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        729.20円 潜在株式調整後１株当たり        352.03円 潜在株式調整後１株当たり        905.98円

第３四半期純利益金額 第３四半期純利益金額 当期純利益金額 

 （注）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19年１月１日 

至 平成19年９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株当たり第３四半期（当期）純利益金額    

第３四半期（当期）純利益（百万円） 448 249 579 

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） （－） （－） （－） 

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益（百万円） 448 249 579 

期中平均株式数（株） 613,195 664,498 626,127 

    

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（百万円）   － 

普通株式増加数（株） 1,572 43,648 13,302 

（うち新株予約権） (1,572) (43,648) (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 

－ － － 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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