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     （百万円未満切り捨て）  

１．平成20年12月期第１四半期の業績（平成20年１月１日 ～ 平成20年３月31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   ％

20年12月期第１四半期 2,031     7.7 102  △16.4 105 △14.5 51 △28.5

19年12月期第１四半期 1,886      － 122      － 123      － 71      －

19年12月期  7,964      － 794      － 804      － 451      －

 

 
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

20年12月期第1四半期 76    61 73    40

19年12月期第1四半期 107    47 100    37

19年12月期 679    75 639    19

（注）平成19年12月期第１四半期の対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

20年12月期第1四半期 3,832 2,994 78.1 4,476    77

19年12月期第1四半期 3,721 2,677 71.9 4,029    46

19年12月期 3,702 3,057 82.6 4,601    69

 
(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

20年12月期第1四半期 181 △117 △107 1,886

19年12月期第1四半期 △247 △99 △77 1,856

19年12月期 △7 △266 △79 1,928
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２．配当の状況 

 1株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 

19年12月期第1四半期 
  円   銭

－   －

20年12月期第1四半期 －   －

 
 
３．平成20年12月期の業績予想（平成20年１月１日 ～ 平成20年12月31日） 【参考】 

   （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中  間  期 

通     期 

3,938    0.3 

9,235   16.0 

△135      －

858     8.1

△130      －

868     8.0

△146      － 

477     5.8 

△219     72

717     84

※平成20年12月期の中間期業績予想につきましては、平成20年５月20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 【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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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期のわが国経済は、原油価格、原材料価格の高騰による小売価格の上昇に伴い、個人消費が伸び悩み、

米国住宅融資問題を発端に金融市場の低迷が世界中に広がりをみせており、国内においても輸出については緩やか

に増加しているものの、設備投資、雇用情勢はやや足踏み状態で推移しております。 

 このような事業環境の中、企業の中途社員の採用意欲は引き続き高く、求人は堅調に推移しており、当社は、新

規開拓・国際性・深耕営業・高額案件・専門性といったテーマを軸にした組織体制を構築し、営業活動を進めてま

いりました。 

また、当社の業容拡大に見合うご登録者数の確保のため、積極的な広告宣伝、自社 Web サイトの利便性の向上に

努め、当社の認知度向上及びブランド構築を図ってまいりました。 

その結果、当第１四半期会計期間における当社の売上高は 2,031 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 1,796 百万円、人材派遣事業部門では売上高 235 百万円となっております。 

 利益につきましては、新入社員受入れに伴うレイアウト工事、積極的な広告宣伝、自社 Web サイトの改善を実施

した結果、営業利益 102 百万円、経常利益 105 百万円、第１四半期純利益 51 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 19 年 12 月期 平成 20 年 12 月期 
 

前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 
 増減率（％） 

売上高 1,886 2,031 7.7

営業利益 122 102 △16.4

経常利益 123 105 △14.5

第１四半期純利益 71 51 △28.5

 ■平成 20 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 19 年 12 月期 1,886 2,040 2,020 2,017 7,964

平成 20 年 12 月期 2,031 － － － 2,031

対前年増減率（％） 7.7 － － － 

                                                                                                   （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 19 年 12 月期 122 168 162 340 794

平成 20 年 12 月期 102 － － － 102

対前年増減率（％） △16.4 － － － 

 

（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 24.8％増の 1,796 百万円

となりました。人材派遣事業では、単純派遣の新規営業は中止し、非正規社員の正社員化の流れを捉え、 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を進め、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

47.3％減の 235 百万円となりました。 

  以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は前年同期比 7.7％増の 2,031 百万円となりました。 
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（２）営業利益分析 

  当第１四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

21.6%増の 1,837 百万円となり、売上総利益率は前年同期比 10.3 ポイント改善し 90.4%となりました。 

販売費及び一般管理費は、新入社員受入れに伴うレイアウト工事、積極的な広告宣伝、自社 Web サイトの改善

を実施した結果、前年同期比25.0%増の1,734百万円となり、売上高販管費率は前年同期比11.8ポイント増の85.4%

となりました。 

以上の結果、当第１四半期会計期間の営業利益は前年同期比 16.4%減の 102 百万円となり、営業利益率は前年同

期比 1.5 ポイント減の 5.0%となりました。 

 

（３）営業外損益分析 

  当第１四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 3 百万円を計上し、前年同期比 1 百万円

増の 3百万円となりました。 

 

（４）税引前第１四半期純利益・第１四半期純利益分析 

  税引前第１四半期純利益は前年同期比 3.9%増の 105 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 24 百万円増の 54 百万円となりました。その結果、当第１四半期純利益は

前年同期比 20 百万円減の 51 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 20 年１月１日 至 平成 20 年３月 31 日）      （単位：百万円） 

事業部門別 
平成19年12月期 

前第１四半期会計期間

平成20年12月期 

当第１四半期会計期間
前年同期比（％） 

1．人材紹介事業    

  機械・電気・化学業界 438 537 122.5

  消費財・サービス業界 256 447 174.4

  金融業界 330 308 93.5

  IT・通信業界 156 248 158.7

  メディカル・医療業界 245 242 99.0

  その他 11 10 93.0

人材紹介事業     計 1,439 1,796 124.8

2．人材派遣事業     

人材派遣事業     計 446 235 52.7

合計 1,886 2,031 107.7

 

当第１四半期会計期間においては、人材紹介事業内の一部業種において、企業の求人に一部変調をきたしてお

り、金融業界、メディカル・医療業界においては、前年同期実績を下回る結果となりました。 

金融業界部門においては、当社営業組織の拡大に伴い求人案件の進捗を管理するミドルマネジメント層が一時

的に不足していることによりマッチング率が低下したこと、また、米国住宅融資問題に伴い外資系金融機関等の

一部求人で採用抑制があったこと等が主な要因であります。 

また、メディカル・医療業界部門においては、企業の求人は堅調であるものの、専門性の高い求人要件を満た

す求職者の絶対数の不足等の影響により、マッチング率が低下したことが主な要因であります。 
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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１四半期末における総資産は、流動資産 29 百万円増加、有形固定資産 55 百万円増加、無形固定資産 31 百万円増

加及び投資その他の資産 14 百万円増加したことにより、前事業年度末に比べて 130 百万円増加の 3,832 百万円となりま

した。負債合計につきましては、流動負債 210 百万円増加、固定負債 16 百万円減少により、前事業年度末に比べて 193

百万円増加の 838 百万円となりました。純資産につきましては、前事業年度末に比べて 63 百万円減少の 2,994 百万円と

なり、自己資本比率 78.1％となりました。 

                                                          

（２）キャッシュ・フローの状況 

    当第１四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 1,886 百万円と前事業年度末と比べ 42百万円

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。 

（単位：百万円） 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四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、181 百万円の収入となりました。主な要

因といたしましては、賞与引当金 64 百万円増加、未払金 29 百万円増加及び未払費用 27 百万円増加、法人税等の

支払 8百万円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） 

 当第１四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、117 百万円の支出となりました。主な要

因といたしましては、有形固定資産の取得 67 百万円、無形固定資産の取得 21 百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四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、107 百万円の支出となりました。主な要

因といたしましては、配当金の支払 99 百万円、自己株式取得 15 百万円によるものであります。 

 

 当社のキャッシュ・フロー関連指標の推移は下記のとおりであります。 

平成 19 年 12 月期 平成 20 年 12 月期  

第１四半期末 期末 第１四半期末 

自己資本比率（％） 71.9 82.6 78.1

時価ベースの自己資本比率（％） 353.5 104.3 108.4

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 19 年 12 月期 

平成 20 年 12 月期

当第１四半期 

会計期間 

増減額 

営業活動によるキャッシュ・フロー △7 181 189

投資活動によるキャッシュ・フロー △266 △117 149

財務活動によるキャッシュ・フロー △79 △107 △27

現金及び現金同等物の第１四半期期末（期

末）残高 
1,928 1,886 △42
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３．業績予想に関する定性的情報 

  

 【平成 20 年 12 月期の業績予想と進捗状況】 

 当第１四半期会計期間は、売上高につきましては業績予想より若干未達成となりましたが、営業利益・経常利益・

第１四半期純利益は業績予想に対し達成しております。 

しかしながら、平成 20 年 12 月期の中間期業績予想につきましては、「平成 20 年 12 月期中間期業績予想の修正

のお知らせ」（平成 20 年５月 20 日発表）のとおり、予想を修正することとなりました。 

 今後の見通しといたしましては、企業の中途社員の採用意欲は引き続き高く、求人は堅調に推移しており、当社

は、新規開拓・国際性・深耕営業・高額案件・専門性といったテーマを軸にした組織体制のもと営業活動を進めて

まいります。 

新規入社社員に対する OJT の強化の徹底、既入社社員向け教育研修の充実を通じて、引き続き人的生産性の維持・

向上に努めると同時に、従業員の離職率の低下に努めてまいります。 

また、当社の業容拡大に見合うご登録者数の確保のため、積極的な広告宣伝、自社 Web サイトの利便性の向上に

努め、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。 

なお、通期の業績予想数値については、現在精査中であり、予想数値に修正が生じる場合には速やかに公表いた

します。 

  

■平成 20 年 12 月期の業績予想と進捗状況 (平成 20 年１月１日～平成 20 年 12 月 31 日）     （単位：百万円） 

平成20年12月期 平成 20 年 12 月期 平成 20 年 12 月期 

 当第１四半期 

会計期間実績 

当第１四半期 

会計期間業績予想

達成率

（％） 通期業績予想 

進捗率

（％）

売上高 2,031 2,048 99.2 9,235 22.0

営業利益 102 89 114.6 858 11.9

経常利益 105 91 115.4 868 12.1

第１四半期（当期）純利益 51 50 102.0 477 10.7

※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。 

 

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１四半期会計期間より、平成 19年３月 31日以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価格の５％に到達した事業年度の翌事業年度

より、取得価格の５％相当額と備忘価格との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上し

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。 
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５．四半期財務諸表等 

(１）四半期貸借対照表 
前事業年度の 
要約貸借対照表   

前第１四半期会計期間末
（平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成20年３月31日）

増 減 
（平成19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   2,113 2,117 3   2,150

２．売掛金   520 472 △47   444

３．貯蔵品   1 0 △0   0

４．前払費用   50 67 17   80

５．未収入金   55 34 △20   －

６．繰延税金資産   139 117 △21   85

７．その他   4 4 0   22

貸倒引当金   △4 △7 △3   △6

流動資産合計   2,880 77.4 2,807 73.3 △72 △2.5  2,778 75.0

Ⅱ 固定資産      

１. 有形固定資産      

(１) 建物    163  200 37  182 

減価償却累計額  24 138 47 152 23 13  41 140

(２) 車両運搬具  11  11 －  11 

減価償却累計額  4 6 6 4 1 △1  6 4

(３) 工具器具備品  219  321 102  252 

減価償却累計額  62 157 126 195 64 37  108 143

（４）建設仮勘定   7 18 11   26

有形固定資産合計   309 8.3 370 9.6 61 19.7  315 8.5

２. 無形固定資産      

(１) 商標権   1 1 △0   1

(２) ソフトウェア   45 60 14   28

(３) その他   2 2 0   2

無形固定資産合計   49 1.3 64 1.7 14 29.9  33 0.9

３. 投資その他の資産      

(１) 敷金・保証金   425 547 122   528

(２) 繰延税金資産   56 41 △15   46

（３）更生債権   3 2 △0   2

（４）長期未収入金   1 4 3   4

貸倒引当金   △4 △7 △2   △7

投資その他の資産 
合計 

  482 13.0 589 15.4 107 22.3  575 15.6

固定資産合計   841 22.6 1,024 26.7 183 21.8  923 25.0

資産合計   3,721 100.0 3,832 100.0 110 3.0  3,702 100.0
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前事業年度の 
要約貸借対照表   

前第１四半期会計期間末
（平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成20年３月31日）

増 減 
（平成19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   513 407 △106   331

２．未払費用   69 60 △9   33

３．未払法人税等   53 87 34   －

４. 未払消費税等   60 61 0   69

５．前受金   2 0 △2   0

６．預り金   76 39 △37   70

７．賞与引当金   203 133 △70   68

８．解約調整引当金   27 29 2   38

９．その他   0 3 3   －

流動負債合計   1,007 27.1 822 21.5 △185 △18.4  611 16.5

Ⅱ 固定負債      

  １. 長期未払金   36 15 △20   32

固定負債合計   36 1.0 15 0.4 △20 △55.9  32 0.9

負債合計   1,044 28.1 838 21.9 △205 △19.7  644 17.4

（純資産の部)      

Ⅰ 株主資本      

１.資本金   607 16.3 611 15.9 3 0.6  607 16.4

２.資本剰余金      

（１）資本準備金  582  586 3  582 

資本剰余金合計   582 15.7 586 15.3 3 0.6  582 15.7

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 

 685  1,010 325  1,065 

利益剰余金合計   1,487 39.9 1,812 47.3 325 21.9  1,867 50.5

４.自己株式   － △15 △0.4 △15 －  △0 △0.0

株主資本合計   2,677 71.9 2,994 78.1 316 11.8  3,057 82.6

純資産合計   2,677 71.9 2,994 78.1 316 11.8  3,057 82.6

負債純資産合計   3,721 100.0 3,832 100.0 110 3.0  3,702 100.0

      

（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。 
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（２）四半期損益計算書 
前事業年度の 
要約損益計算書 

  
前第１四半期会計期間

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年３月31日）

増 減 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19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 1,439  1,796 356  6,497 

２.派遣事業収入  446 1,886 100.0 235 2,031 100.0 △211 145 7.7 1,466 7,964 100.0

Ⅱ 売上原価      

１．紹介事業原価  13  14 1  50 

２．派遣事業原価  362 375 19.9 179 194 9.6 △182 △180 △48.2 1,153 1,203 15.1

売上総利益   1,510 80.1 1,837 90.4 326 21.6  6,760 84.9

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

     

１．役員報酬  46  47 1  192 

２．給与手当等  572  772 200  2,978 

３．法定福利費  84  104 20  390 

４．退職給付費用  14  18 3  66 

５．賞与引当金繰入  88  64 △23  68 

６．貸倒引当金繰入  1  0 △0  11 

７．地代家賃  124  159 34  523 

８．減価償却費  20  26 6  104 

９．広告宣伝費  146  189 43  566 

10．貸倒損失  －  － －  1 

11．その他  290 1,388 73.6 350 1,734 85.4 60 346 25.0 1,062 5,965 74.9

営業利益   122 6.5 102 5.0 △20 △16.4  794 10.0

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息  1  3 2  7 

２．受取配当金  －  － －  1 

３. ｾﾐﾅｰ収入  0  － △0  0 

４．為替差益  －  0 0  － 

５．その他  0 1 0.1 0 3 0.2 △0 1 104.4 1 11 0.1

Ⅴ 営業外費用      

１．為替差損  0  － △0  0 

２. その他  0 0 0.0 0 0 0.0 0 △0 △74.6 0 0 0.0

経常利益   123 6.6 105 5.2 △17 △14.5  804 10.1
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（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。 

 

（３）四半期株主資本等変動計算書 

前第１四半期会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年３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 18 年 12 月 31 日 残高  

                （百万円） 
607 582 582 1 800 694 1,495 2,685 2,685

第１四半期会計期間中の 

変動額 
         

 剰余金の配当      △79 △79 △79 △79

 第１四半期純利益      71 71 71 71

第１四半期会計期間中の 

変動額 合計  （百万円） 
－ － － － － △8 △8 △8 △8

平成 19 年３月 31 日 残高 

       （百万円） 
607 582 582 1 800 685 1,487 2,677 2,677

 

 

      当第１四半期会計期間（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年３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

自 己 

株 式 

株   主 

資   本 

合   計 

純資産

合  計

平成 19 年 12 月 31 日 残高  

               （百万円） 
607 582 582 1 800 1,065 1,867 △0 3,057 3,057

第１四半期会計期間中の 

変動額 
          

新株の発行   3      3       3            6       6

 剰余金の配当      △106 △106  △106 △106

 第１四半期純利益      51 51  51 51

自己株式の取得      △14 △14 △14

第１四半期会計期間中の 

変動額 合計  （百万円） 
3 3 3 － － △55 △55 △14 △63 △63

平成 20 年３月 31 日 残高 

       （百万円） 
611 586 586 1 800 1,010 1,812 △15 2,994 2,994

（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。 

 

前事業年度の 
要約損益計算書   

前第１四半期会計期間 
（自 平成19年１月１日 
  至 平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年３月31日）

増 減 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19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

Ⅶ 特別損失         

１．固定資産除却損 ※２ 21 21 1.2 － － － △21 △21 － 47 47 0.6

税引前第１四半期
(当期)純利益 

  101 5.4 105 5.2 3 3.9  760 9.6

法人税、住民税 
及び事業税 

 29  81 52  244 

法人税等調整額  1 30 1.6 △26 54 2.7 △28 24 79.5 65 309 3.9

第１四半期(当期)
純利益 

  71 3.8 51 2.5 △20 △28.5  451 5.7
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    前事業年度（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 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

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

事業年度中の変動額           

 剰余金の配当      △79 △79  △79 △79

 当期純利益      451 451  451 451

自己株式の取得      △0 △0 △0

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
－ － － － － 371 371 △0 371 371

平成 19 年 12 月 31 日 残高 

      （百万円） 
607 582 582 1 800 1,065 1,867 △0 3,057 3,057

（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。   
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（４）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  

前第１四半期会計期間 

（自 平成19年１月１日 

  至 平成19年３月31日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年３月31日） 

前事業年度の要約 

（自 平成19年１月１日 

  至 平成19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１四半期(当期)

純利益 
 101 105 760 

減価償却費  20 26 104 

貸倒引当金の増加額  1 0 6 

賞与引当金の増減額  88 64 △46 

解約調整引当金の増減額  △3 △8 7 

受取利息及び受取配当金  △1 △3 △8 

固定資産除却損  21 － 47 

売上債権の増加額  △76 △28 △3 

棚卸資産の増減額  △0 0 0 

未払金の増減額  85 29 △61 

未払費用の増減額  25 27 △10 

未払消費税等の減少額  △45 △8 △36 

その他  24 △19 △10 

小計  243 186 749 

利息及び配当金の受取額  1 3 8 

補償金の受取額  － － 2 

法人税等の支払額  △492 △8 △768 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △247 181 △7 
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前第１四半期会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年３月31日）

前事業年度の要約 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19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 
 △9 △8 △36 

定期預金の払戻しによる

収入 
 － － 61 

有形固定資産の取得 

による支出 
 △87 △67 △200 

無形固定資産の取得 

による支出 
 △2 △21 △21 

その他投資の取得による

支出 
 △0 △19 △105 

その他投資の回収による

収入 
 － － 35 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 △99 △117 △266 

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  － 6 － 

配当金の支払額  △77 △99 △79 

自己株式取得による支出  － △15 △0 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △77 △107 △79 

Ⅳ 現金及び現金同等物の  

減少額 
 △425 △42 △353 

Ⅴ 現金及び現金同等物の  

期首残高 
 2,282 1,928 2,282 

Ⅵ 現金及び現金同等物の  
   第１四半期期末（期末）  
  残高 

※ 1,856 1,886 1,928 

     

（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。 
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 

前第１四半期会計期間 

（自 平成19年１月１日 

  至 平成19年３月31日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成19年１月１日 

  至 平成19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１四半期

会計期間より、平成 19 年３月 31 日以

前に取得した資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価格の５％に到達した

事業年度の翌事業年度より、取得価格

の５％相当額と備忘価格との差額を５

年間にわたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。 

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 

 

 

 

 

 

（会計方針の変更） 

法人税法の改定に伴い、当事業年度よ

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．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１四半期会計期間負

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）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。 

(３）解約調整引当金 

同左 

(３）解約調整引当金 

同左 



 
株式会社 ジェイ エイ シー ジャパン (2124） 平成20年12月期第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

― 15 ― 

 

項目 

前第１四半期会計期間 

（自 平成19年１月１日 

  至 平成19年３月31日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成19年１月１日 

  至 平成19年12月31日） 

４．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引につきましては、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

同左 同左 

５．第１四半期キャッシュ

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１四半期財務

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 

 

    

 

 

注記事項 

（四半期損益計算書関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第１四半期会計期間 

（自 平成19年１月１日 

   至 平成19年３月31日) 

 当第１四半期会計期間 

（自 平成20年１月１日 

   至 平成20年３月31日) 

前事業年度 

（自 平成19年１月１日 

  至 平成19年12月31日） 

※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

29百万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38百万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。

※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     16百万円 

   無形固定資産      3百万円 

 

※２ 固定資産除却損の内訳   

－ 

 

 

 

３ 減価償却実施額 

   有形固定資産     24百万円 

   無形固定資産      1百万円 

 

※２ 固定資産除却損の内訳   

    建    物       20百万円 

   工具器具備品     1百万円 

      ソフトウェア      24百万円 

合  計         47百万円 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産       87百万円 

   無形固定資産     16百万円 
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（四半期株主資本等変動計算書関係） 

前第１四半期会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年３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） 

当第１四半期会計期間

増加株式数（株） 

当第１四半期会計期間

減少株式数（株） 

当第１四半期会計期間

末株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  664,500 －  －  664,500

合計  664,500 －  －  664,500

 

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

 

当第１四半期会計期間（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年３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）１．普通株式の株式数の増加分は、すべて新株予約権の権利行使によるものであります。  

    ２．自己株式の株式数の増加分は、すべて平成 20 年３月７日開催の当社取締役会決議に基づく買い付けに 

よるものであります。 

    

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 

 
 
 
 
 
 
 

  
前事業年度末 

  株式数（株） 

当第１四半期会計期

間増加株式数（株） 

当第１四半期会計期間

減少株式数（株） 

当第１四半期会計期間

末株式数（株） 

発行済株式         

普通株式（注）１．  664,500 6,900  －  671,400

合計  664,500 6,900  －  671,400

自己株式  

普通株式（注）２． 3 2,500 － 2,503

合計 3 2,500 － 2,503

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 20 年３月 25 日 

定時株主総会 
普通株式 106 160 平成 19 年 12 月 31 日 平成 20 年３月 26 日 
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前事業年度（自 平成19年１月１日 至 平成19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 

 
（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 

 
 
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
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  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） （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 79 120 平成 18 年 12 月 31 日 平成 19 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 20 年３月 25 日 

定時株主総会 
普通株式 106 利益剰余金 160 平成 19 年 12 月 31 日 平成 20 年３月 26 日 

前第１四半期会計期間 

（自 平成19年１月１日 

    至 平成19年３月31日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成20年１月１日 

    至 平成20年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成19年１月１日 

  至 平成19年12月31日） 

※現金及び現金同等物の第１四半期末残高と第

１四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３月31日現在） 

※現金及び現金同等物の第１四半期末残高と

第１四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20年３月31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19年12月31日現在）

（百万円） 

現金及び預金勘定                    2,113 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金                     △256  

現金及び現金同等物                  1,856  

 

（百万円）

現金及び預金勘定                 2,117 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金                 △231 

現金及び現金同等物               1,886 

 

（百万円）

現金及び預金勘定                 2,150 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金                  △222 

現金及び現金同等物               1,928 
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（有価証券関係） 

前第１四半期会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年３月 31 日）、当第１四半期会計期間（自 平成 20

年１月１日 至 平成 20 年３月 31 日）及び前事業年度（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 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１四半期会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年３月 31 日）、当第１四半期会計期間（自 平成 20

年１月１日 至 平成 20 年３月 31 日）及び前事業年度（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 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） 

前第１四半期会計期間 （自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

当第１四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。 

 

当第１四半期会計期間（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

当第１四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 19 年１月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日） 

    当事業年度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。 
 

（持分法投資損益等） 

 前第１四半期会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年３月 31 日）、当第１四半期会計期間（自 平成 20

年１月１日 至 平成 20 年３月 31 日）及び前事業年度（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日） 

   該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成19年１月１日 

   至 平成19年３月31日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成20年１月１日 

   至 平成20年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成19年１月１日  

    至 平成19年12月31日） 

１株当たり純資産額            4,029.46 円 １株当たり純資産額            4,476.77 円 １株当たり純資産額            4,601.69 円

１株当たり第１四半期純利益金額  107.47 円 １株当たり第１四半期純利益金額   76.61 円 １株当たり当期純利益金額        679.75 円

潜在株式調整後１株当たり        100.37 円 潜在株式調整後１株当たり         73.40 円 潜在株式調整後１株当たり        639.19 円

第１四半期純利益金額 第１四半期純利益金額 当期純利益金額 

 （注）１株当たり第１四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（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１四半期会計期間 

（自 平成19年１月１日 

 至 平成19年３月31日） 

当第１四半期会計期間 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成19年１月１日

至 平成19年12月31日）

１株当たり第１四半期（当期）純利益金額    

第１四半期（当期）純利益（百万円） 71 51 451 

普通株主に帰属しない金額（百万円）          －   －    － 

普通株式に係る第１四半期（当期）純利益（百万円） 71 51 451 

期中平均株式数（株） 664,500 666,832 664,498 

    

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）純利益金額    

第１四半期（当期）純利益調整額（百万円）         －  －   － 

普通株式増加数（株） 46,970 29,182 42,170 

（うち新株予約権） (46,970) (29,182) (42,170) 

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１四半期（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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