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     （百万円未満切り捨て）  

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

20年12月期第３四半期 6,050    1.7  108 △76.1  120 △73.9  24  △90.3 

19年12月期第３四半期 5,947    9.4  453 △51.4  461 △48.4  249  △44.4 

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３四半期 36    04 35    15 

19年12月期第３四半期 375    15 352    03 

19年12月期 679    75 639    19 

 
(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３四半期 3,543 2,897 81.8 4,460    48 

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

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３四半期 △112 2 △183 1,635 

19年12月期第３四半期 △271 △177 △79 1,753 

19年12月期 △7 △266 △79 1,928 

http://www.jacjapan.co.jp
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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 

19年12月期第３四半期 
  円   銭 

－  －   

20年12月期第３四半期 －  －   

※平成20年８月12日発表いたしました、平成20年12月期期末配当予想（70円00銭）につきましては、平成20年

11月12日に0円00銭（無配）への予想修正を発表しております。 

 
 
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 7,775 △2.4 △134     － △121     － △199     － △299     31 

※平成 20年８月12日発表いたしました、平成 20年 12月期通期業績予想につきましては、平成 20年11月12日に

予想修正を発表しております。 

※１株当たり当期純利益は、平成20年１月１日から平成20年９月30日につきましては、期中平均株式数、平成20

年 10月１日から平成 20年 12月 31日につきましては、平成 20年９月第３四半期末の発行済株式数より自己株式

を控除した株式数を用いて年間の期中平均株式数を見積り算定しております。 

 

 
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 ： 無 
 
（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 

１．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。 

   ２．平成 20年 12月期通期業績予想につきましては、平成 20年８月 12日に発表いたしました、平成 20年 12

月期通期業績予想より下回る見通しとなったことから、業績予想を修正しております。 

 なお、通期業績予想の修正につきましては、平成20年11月12日に発表いたしました、「平成20年12月

期通期業績予想および期末配当予想の修正のお知らせ」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３四半期のわが国経済は、米国大手金融機関の破綻等、米国サブプライムローン問題を発端とした世界金

融市場の低迷が一段と広がりをみせる中、企業収益や生産は減少、輸出は緩やかに減少、設備投資は弱含み、雇

用情勢は悪化しつつある等、景気の弱まりが見られました。当社事業の重要参考指標である有効求人倍率は低下

しているほか、完全失業率は上昇傾向で推移してきております。 

このような事業環境の中、企業の中途社員の採用意欲は業種や職種によって差が出、中途採用の選考基準が上

昇してきている等、求人状況に変調をきたしてまいりました。そのため、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、中途社員の採用意欲が高く求人案件の増加が見込

まれる成長・新規マーケットへの営業シフトを推し進め、業績全体への影響を最小限にとどめる努力をしてまい

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３四半期会計期間における当社の売上高は6,050百万円（前年同期比1.7%増）となりました。 

 事業別売上高は、人材紹介事業では売上高5,429百万円（前年同期比14.0%増）、人材派遣事業では売上高620 

百万円（前年同期比47.6%減）となっております。 

   利益につきましては、横浜支店の増床移転、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108百万円、経常利益120百万円、第３四半期純利益24百万円とな 

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 5,947 6,050 1.7 

営業利益 453 108 △76.1 

経常利益 461 120 △73.9 

第３四半期純利益 249 24 △90.3 

 ■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 1,959 2,058 － 6,050 

対前年増減率（％） 7.7 △3.9 1.9 －  

                                                                                                   （単位：百万円） 

営業利益又は営業損失（△）  

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 △49 55 － 108 

対前年増減率（％） △16.4 － △66.0 －  

 

（１）売上高分析 

企業の正社員に対する人材需要は業種や職種により差が出、中途採用の選考基準が上昇してきたこと等の

影響により、人材紹介事業の売上高は前年同期比14.0%増の5,429百万円となりました。人材派遣事業では、

派遣のみの社員派遣は暫時縮小し、正社員採用にいたるまでの見極め期間としての紹介予定派遣に限定した

人材派遣事業を推進し、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47.6%減の620百万円となりま

した。  

  以上の結果、当第３四半期会計期間の売上高は前年同期比1.7%増の6,050百万円となりました。  
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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11.2%増の5,537百万円となり、売上総利益率は前年同期比7.8%ポイント改善し91.5%となりました。  

   販売費及び一般管理費は、横浜支店の増床移転、新入社員の受入れ、そ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20.0%増の5,429百万円となり、売上高販管 

費率は前年同期比13.7ポイント増の89.7%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76.1%減の108百万円となり、営業利益率は前 

年同期比5.8ポイント減の1.8%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8百万円を計上し、前年同期比4百 

万円増の12百万円となりました。その結果、営業外損益の合計額は11百万円となりました。  

 

（４）税引前第３四半期純利益・第３四半期純利益分析 

    当第３四半期会計期間の税引前第３四半期純利益は前年同期比84.6%減の67百万円となりました。 

      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149百万円減の43百万円となり 

ました。 

      その結果、当第３四半期純利益は前年同期比225百万円減の24百万円となりました。  

 

（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９月30日）      （単位：百万円） 

事業部門別 
平成19年12月期 

前第３四半期会計期間 

平成20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 1,395 1,780 127.5 

  消費財・サービス業界 972 1,266 130.2 

  金融業界 992 880 88.7 

  メディカル・医療業界 774 746 96.4 

  IT・通信業界 578 711 123.1 

  その他 49 44 91.3 

人材紹介事業     計 4,762 5,429 114.0 

2．人材派遣事業        

人材派遣事業     計 1,184 620 52.4 

合計 5,947 6,050 101.7 

当第３四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、米国サブプライムローン問題を発端とした世界金融市場の低迷により金融機関等で

採用抑制があったこと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。 

また、メディカル・医療業界部門においては、企業の求人が減少傾向にあること、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３四半期末における総資産は、流動資産294百万円減少、有形固定資産24百万円増加、無形固定資産79百

万円増加及び投資その他の資産32百万円増加したことにより、前事業年度末に比べて159百万円減少の3,543百万

円となりました。負債合計につきましては、流動負債18百万円増加、固定負債18百万円減少により、前事業年度

末に比べて0百万円増加の645百万円となりました。純資産につきましては、前事業年度末に比べて159百万円減

少の2,897百万円となり、自己資本比率81.8%となりました。 

                                                          

（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1,635百万円と前事業年度末と比べ293 

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、112百万円の支出となりました。主な要

因といたしましては、賞与引当金74百万円増加、未払金111百万円減少、未払費用53百万円増加、売上債権103

百万円増加及び法人税等の支払99百万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、2百万円の収入となりました。主な要因

といたしましては、定期預金の払戻しによる収入 231百万円、有形固定資産の取得による支出 81百万円、無形固

定資産の取得による支出84百万円、その他投資の取得による支出53百万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、183百万円の支出となりました。主な要

因といたしましては、ストック・オプション権利行使による収入 23百万円、配当金の支払 105百万円及び自己株

式取得による支出101百万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３四半期末 期末 第３四半期末 

自己資本比率（％） 76.7 82.6 81.8 

時価ベースの自己資本比率（％） 101.5 104.3 41.8 

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。 

３．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・レシオにつきましては、有利子負 

債がありませんので「－」にて表示しております。 

 

平成19年12月期 

平成20年12月期  

当第３四半期 

会計期間 

増減額  

営業活動によるキャッシュ・フロー △7 △112 △104  

投資活動によるキャッシュ・フロー △266 2 268  

財務活動によるキャッシュ・フロー △79 △183 △104  

現金及び現金同等物の第３四半期期末（期

末）残高 
1,928 1,635 △293  



 
株式会社 ジェイ エイ シー ジャパン (2124） 平成20年12月期第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

 

 

- 6 - 

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】 

通期業績予想につきましては、当社の主力である人材紹介事業の売上高が予想値を下回る見通しとなったことか

ら、「平成20年12月期中間期および通期業績予想ならびに期末配当予想の修正のお知らせ」（平成20年８月12日

発表）に発表させて頂きました通期業績予想を、平成20年11月12日付で下記のとおり修正しております。 

 今後の見通しといたしましては、当社は、外部環境の悪化に対応すべく、引き続き、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、中途社員の採用意欲が高く求人案件の増加が見

込まれる成長・新規マーケットへの営業シフトを推し進め、業績全体への影響を最小限にとどめる努力をしてまい

ります。 

 一方で、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、業務システムの改善等を通

じて、引き続き人的生産性の向上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。 

  

■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 

 当第３四半期 

会計期間実績 
通期業績予想 

進捗率（％） 

売上高 6,050 7,775 77.8 

営業利益又は営業損失（△） 108 △134 － 

経常利益又は経常損失（△） 120 △121 － 

第３四半期純利益又は当期純損失（△） 24 △199 － 

※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 20年８月12日発表いたしました、平成 20年12月期通期業績予想につきましては、平成 20年11月 12日に

予想修正を発表しております。また、平成20年８月12日発表いたしました、平成20年12月期期末配当予想（70

円00銭）につきましては、平成20年11月12日に0円00銭（無配）への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）最近事業年度からの会計処理の方法の変更 

該当事項はありません。 
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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３四半期会計期間末 
（平成19年９月30日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成20年９月30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   2,028   1,635   △393   2,150  

２．売掛金   568   553   △15   444  

３．貯蔵品   1   1   0   0  

４．前払費用   66   113   46   80  

５．仮払法人税等   64   49   △14   －  

６．繰延税金資産   162   126   △35   85  

７．その他   2   14   12   22  

貸倒引当金   △7   △9   △2   △6  

流動資産合計   2,885 77.5  2,483 70.1  △401 △13.9  2,778 75.0 

Ⅱ 固定資産              

１. 有形固定資産              

(１) 建物    182   217   34   182   

減価償却累計額  35 146  56 161  20 14  41 140  

(２) 車両運搬具  11   11   －   11   

減価償却累計額  6 5  7 3  1 △1  6 4  

(３) 工具器具備品  255   336   80   252   

減価償却累計額  95 159  165 170  69 10  108 143  

（４）建設仮勘定   －   4   4   26  

有形固定資産合計   311 8.4  339 9.6  27 8.9  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   51   108   57   28  

(３) その他   2   2   0   2  

無形固定資産合計   55 1.5  112 3.2  57 103.2  33 0.9 

３. 投資その他の資産              

(１) 敷金・保証金   424   570   145   528  

(２) 繰延税金資産   46   37   △9   46  

（３）更生債権   1   2   1   2  

（４）長期未収入金   4   －   △4   4  

貸倒引当金   △6   △2   3   △7  

投資その他の資産 
合計 

  471 12.6  607 17.1  136 28.9  575 15.6 

固定資産合計   838 22.5  1,059 29.9  221 26.4  923 25.0 

資産合計   3,723 100.0  3,543 100.0  △180 △4.8  3,702 100.0 
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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19年９月30日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成20年９月30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   338   294   △43   331  

２．未払費用   81   91   10   33  

３. 未払消費税等   65   30   △34   69  

４．前受金   2   3   1   0  

５．預り金   56   23   △33   70  

６．賞与引当金   251   142   △109   68  

７．解約調整引当金   39   44   5   38  

８．その他   －   0   0   －  

流動負債合計   834 22.4  630 17.8  △203 △24.4  611 16.5 

Ⅱ 固定負債              

  １. 長期未払金   33   14   △19   32  

固定負債合計   33 0.9  14 0.4  △19 △56.5  32 0.9 

負債合計   868 23.3  645 18.2  △222 △25.7  644 17.4 

（純資産の部)              

Ⅰ 株主資本              

１.資本金   607 16.3  619 17.5  11 2.0  607 16.4 

２.資本剰余金              

（１）資本準備金  582   594   11   582   

資本剰余金合計   582 15.7  594 16.8  11 2.0  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 

 863   983   120   1,065   

利益剰余金合計   1,665 44.7  1,785 50.4  120 7.2  1,867 50.5 

４.自己株式   △0 △0.0  △101 △2.9  △101 －  △0 △0.0 

株主資本合計   2,855 76.7  2,897 81.8  42 1.5  3,057 82.6 

純資産合計   2,855 76.7  2,897 81.8  42 1.5  3,057 82.6 

負債純資産合計   3,723 100.0  3,543 100.0  △180 △4.8  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 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年９月30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 4,762   5,429   667   6,497   

２.派遣事業収入  1,184 5,947 100.0 620 6,050 100.0 △564 103 1.7 1,466 7,964 100.0 

Ⅱ 売上原価              

１．紹介事業原価  34   40   5   50   

２．派遣事業原価  933 968 16.3 472 512 8.5 △461 △456 △47.1 1,153 1,203 15.1 

売上総利益   4,978 83.7  5,537 91.5  559 11.2  6,760 84.9 

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

             

１．役員報酬  143   132   △11   192   

２．給与手当等  2,033   2,698   665   2,978   

３．法定福利費  292   354   61   390   

４．退職給付費用  49   58   8   66   

５．賞与引当金繰入  275   142   △132   68   

６．貸倒引当金繰入  11   2   △8   11   

７．地代家賃  384   481   97   523   

８．減価償却費  75   92   17   104   

９．広告宣伝費  461   535   73   566   

10．貸倒損失  －   －   －   1   

11．その他  799 4,524 76.1 931 5,429 89.7 132 904 20.0 1,062 5,965 74.9 

営業利益   453 7.6  108 1.8  △345 △76.1  794 10.0 

Ⅳ 営業外収益              

１．受取利息  5   8   3   7   

２．受取配当金  1   2   0   1   

３. ｾﾐﾅｰ収入  0   －   △0   0   

４．その他  0 8 0.1 1 12 0.2 0 4 49.0 1 11 0.1 

Ⅴ 営業外費用              

１．為替差損  0   0   △0   0   

２. その他  0 0 0.0 0 0 0.0 0 △0 △28.7 0 0 0.0 

経常利益   461 7.7  120 2.0  △341 △73.9  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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年９月30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 － － － △3 △3 － 3 3 0.1 

Ⅶ 特別損失              

１．固定資産除却損 ※２ 21   6   △15   47   

２．損害補償金 ※３ －   41   41   －   

３．家賃等解約違約金 ※４ － 21 0.4 4 52 0.9 4 30 139.9 － 47 0.6 

税引前第３四半期
(当期)純利益 

  442 7.4  67 1.1  △374 △84.6  760 9.6 

法人税、住民税 
及び事業税 

 205   75   △129   244   

法人税等調整額  △11 193 3.2 △31 43 0.7 △19 △149 △77.3 65 309 3.9 

第３四半期(当期)
純利益 

  249 4.2  24 0.4  △225 △90.3  451 5.7 
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（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 

 

      当第３四半期会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20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３四半期会計期間中の変動額           

新株の発行 11 11 11      23 23 

 剰余金の配当      △106 △106  △106 △106 

 第３四半期純利益      24 24  24 24 

自己株式の取得        △101 △101 △101 

第３四半期会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
11 11 11 － － △82 △82 △101 △159 △159 

平成20年９月30日残高 （百万円） 619 594 594 1 800 983 1,785 △101 2,897 2,897 

（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（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 

（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年９月30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３四半期(当期)

純利益 
 442 67 760 

減価償却費  75 92 104 

貸倒引当金の増減額  6 △2 6 

賞与引当金の増減額  136 74 △46 

解約調整引当金の増加額  8 6 7 

受取利息及び受取配当金  △6 △11 △8 

固定資産除却損  21 6 47 

家賃等解約違約金  － 4 － 

損害補償金  － 41 － 

売上債権の増加額  △125 △103 △3 

棚卸資産の増減額  0 △0 0 

未払金の減少額  △55 △111 △61 

未払費用の増減額  37 53 △10 

未払消費税等の減少額  △40 △38 △36 

その他  △9 △79 △10 

小計  490 0 749 

利息及び配当金の受取額  6 11 8 

補償金の受取額  － － 2 

家賃等解約違約金 

の支払額 
 － △2 － 

損害補償金の支払額  － △21 － 

法人税等の支払額  △768 △99 △768 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 △271 △112 △7 
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前第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 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年９月30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 
 △27 △8 △36 

定期預金の払戻しによる

収入 
 － 231 61 

有形固定資産の取得 

による支出 
 △172 △81 △200 

無形固定資産の取得 

による支出 
 △12 △84 △21 

その他投資の取得による

支出 
 △0 △53 △105 

その他投資の回収による

収入 
 35 － 35 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 △177 2 △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  － 23 － 

配当金の支払額  △79 △105 △79 

自己株式取得による支出  △0 △101 △0 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 △79 △183 △79 

Ⅳ 現金及び現金同等物の  

減少額 
 △528 △293 △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３四半期期末（期末）  

  残高 

※ 1,753 1,635 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ための基本となる重要な事項 

項目 

前第３四半期会計期間 

（自 平成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 

（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年９月30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 

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 

（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 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加情報） 

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 
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項目 

前第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 

（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成19年１月１日 

  至 平成19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。 

(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。 

(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。 

（１）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

(２）賞与引当金 

同左 

 

 

(３）解約調整引当金 

 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

給見込額の当期負担額を計上してお

ります。 

(３）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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注記事項 

（四半期損益計算書関係） 

 

（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 

  
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 

(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。 

 

 

 

 

 

 

 

前第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 

（自 平成20年１月１日 

   至 平成20年９月30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

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

44百万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 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

５ 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       5百万円 

      工具器具備品     0百万円 

   合  計         6百万円 

 

※３ 損害補償金 

当社は代表取締役に就任しておりました 

神村昌志氏を平成20年４月23日開催の取 

締役会において、代表取締役（代表者） 

より解職し、同氏は平成20年７月30日付 

で取締役を辞任いたしました。 

これに伴い、同氏に生じた損害に対して 

当社が補償したものであります。 

※４ 家賃等解約違約金 

   横浜支店の移転に伴い、旧事務所を契約 

期間内解約したことにより発生した、違 

約金であります。 

５ 減価償却実施額 

    有形固定資産      78百万円 

    無形固定資産      12百万円 

 

※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 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

                 － 

 

 

 

５ 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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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３四半期会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20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）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、平成20年３月７日及び平成20年８月20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３四半期会計期

間増加株式数（株） 

当第３四半期会計期間

減少株式数（株） 

当第３四半期会計期間

末株式数（株） 

発行済株式         

普通株式（注）１．  664,500 23,700  －  688,200 

合計  664,500 23,700  －  688,200 

自己株式     

普通株式（注）２． 3 38,500 － 38,503 

合計 3 38,500 － 38,503 

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 

（自 平成20年１月１日 

    至 平成20年９月30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20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19年12月31日現在） 

（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                  1,635 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金                     － 

現金及び現金同等物                 1,635 

 

（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（自 平成20

年１月１日 至 平成20年９月30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（自 平成20

年１月１日 至 平成20年９月30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。 

 

当第３四半期会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30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．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。 
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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 

当第３四半期会計期間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 30,710 19,850 

  付与 － － 

  失効 － － 

  権利確定 30,710 19,850 

  未確定残 － － 

 権利確定後            (株)   

  前事業年度末 － － 

  権利確定 30,710 19,850 

  権利行使 23,700 － 

  失効 － 1,750 

  未行使残 7,010 18,100 

 

 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) 5,165 － 

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。 

① １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   当第３四半期会計期間末における本源的価値の合計額は、ゼロであります。  

なお、本源的価値の算定においては、当第３四半期会計期間末日現在の株価の終値をもって、本源的価 

値を算出しております。 

④  当第３四半期会計期間中において権利行使された本源的価値の合計額 －百万円 

 

（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。 
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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）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．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 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 22,000 

  付与 － － 

  失効 400 2,150 

  権利確定 － － 

  未確定残 30,710 19,850 

 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。 

① １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。 

また、当事業年度末における本源的価値の合計額は、35百万円であります。 

なお、本源的価値の算出においては、期末日現在の株価の終値をもって、本源的価値を算出しており 

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。 

 

（持分法投資損益等） 

 前第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（自 平成20

年１月１日 至 平成20年９月30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 

（自 平成20年１月１日 

   至 平成20年９月30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            4,297.09円 １株当たり純資産額            4,460.48円 １株当たり純資産額            4,601.69円 

１株当たり第３四半期純利益金額  375.15円 １株当たり第３四半期純利益金額   36.04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        352.03円 潜在株式調整後１株当たり         35.15円 潜在株式調整後１株当たり        639.19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 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年９月30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３四半期（当期）純利益金額    

第３四半期（当期）純利益（百万円） 249 24 451 

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

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益（百万円） 249 24 451 

期中平均株式数（株） 664,498 669,960 664,498 

    

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） 43,648 16,976 42,170 

（うち新株予約権） (43,648) (16,976) (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。 

 




