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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の経営指標等 

 （注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。また、第13期中間会計期間が半期報告書の提出初年度であるため、それ以前につい

ては記載しておりません。 

２．売上高には消費税等は含まれておりません。 

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

回次 第12期中 第13期中 第14期中 第12期 第13期 

会計期間 

自平成16年 
６月１日 
至平成16年 
11月30日 

自平成17年 
６月１日 
至平成17年 
11月30日 

自平成18年 
６月１日 
至平成18年 
11月30日 

自平成16年 
６月１日 
至平成17年 
５月31日 

自平成17年 
６月１日 
至平成18年 
５月31日 

売上高 （千円） － 3,148,039 4,234,677 4,684,111 6,657,077 

経常利益 （千円） － 294,262 355,356 281,628 552,903 

中間（当期）純利益 （千円） － 161,696 197,610 152,503 274,195 

持分法を適用した場合の

投資利益 
（千円） － － － － － 

資本金 （千円） － 40,000 507,500 40,000 507,500 

発行済株式総数 （株） － 12,500 43,500 12,500 43,500 

純資産額 （千円） － 542,367 1,980,916 380,671 1,783,809 

総資産額 （千円） － 1,387,653 3,007,264 1,183,350 2,758,324 

１株当たり純資産額 （円） － 43,389.38 45,538.31 30,453.69 41,007.11 

１株当たり中間（当期）

純利益金額 
（円） － 12,935.70 4,542.78 12,639.40 6,788.18 

潜在株式調整後１株当た

り中間(当期)純利益金額 
（円） － － 4,390.42 － 6,518.55 

１株当たり配当額 （円） － － 1,000 － － 

自己資本比率 （％） － 39.1 65.9 32.2 64.7 

営業活動によるキャッ 

シュ・フロー 
（千円） － 156,725 45,972 205,570 405,110 

投資活動によるキャッ 

シュ・フロー 
（千円） － △39,106 △352,963 123,279 △267,010 

財務活動によるキャッ 

シュ・フロー 
（千円） － △28,218 － △100,356 1,034,426 

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高 
（千円） － 470,000 1,246,135 380,600 1,553,126 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
（人） － 

63 

(13) 

112 

(13) 

64 

(14) 

89 

(15) 



４．第13期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

 平成17年12月９日）を適用しております。     

５．平成17年３月３日付で株式１株につき20株の株式分割を行っておりますが、第12期の１株当たり当期純利益

金額は株式分割が期首に行われたものとして算出しております。 

６．平成18年３月１日付で株式１株につき３株の株式分割を行っておりますが、第13期の１株当たり当期純利益

金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は株式分割が期首に行われたものとして算出しておりま

す。 

７．第12期及び第13期中間会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、ストック

オプション制度導入に伴う新株予約権残高がありますが、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。 

８．従業員数は就業人員数を表示しており、ジェイコムスタッフ（総合人材サービスの提供を目的として雇用し

たスタッフで従業員を除く者）は除いております。 

２【事業の内容】 

 当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

３【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者及びジェイコムスタッフを除き、常用パートを含んでおり 

  ます。）であります。また、臨時雇用者数（パートタイマーを含みます。）は、当中間会計期間の平均人 

  員を（ ）外数で記載しております。 

２．従業員数が前期末に比べ23名増加しましたのは、事業拡大に伴う営業社員の増加及び管理機能強化に伴う 

管理社員の増加によるものであります。 

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年11月30日現在

従業員数（人） 112（13） 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間期におけるわが国経済は、企業収益の改善や企業の設備投資の増加に支えられ、景気は依然回復基調を維持

しており、個人消費も景気回復による所得向上等の要因により堅調に推移しました。また、雇用情勢においては、企

業収益の改善による企業の求人活動は総じて活発となり、人材不足の傾向になりつつあります。 

 当社の主要マーケットである携帯電話業界におきましては、平成18年10月24日のナンバーポータビリティ制度開始

に前後し、通信キャリア各社は契約者獲得に向け、相次ぐ新機種の発売や新サービスプランの発表、活発な販売促進

活動の実施など、これまで以上に販売活動が活性化しております。 

 このような状況の下、当社はまず総合人材サービス事業において、主要マーケットである携帯電話業界内での更な

るシェアアップを図るべく営業活動を行いました。携帯電話業界の活性化により、優秀な販売スタッフへのニーズ

は、各通信キャリア、販売代理店といった得意先のみならず、サービスを受ける消費者においても高まっておりま

す。当社では、これら得意先・消費者のニーズに応えるべく、独自の研修により優秀なスタッフを育成し、質の高い

サービスを提供することにより、シェアを拡大することができました。また、携帯電話業界以外においても、クレジ

ットカード加入促進サービスを積極的に受注するとともに、そのサービスの全国展開を開始したことにより、新たな

業界における基盤を築くことができました。 

 また、マルチメディアサービス事業におきましては、引き続き直営３店舗における販売力強化に努めました。 

 この結果、当中間期における売上高は4,234,677千円（前年同期比34.5％増）、営業利益は350,817千円（前年同期

比14.4％増）、経常利益は355,356千円（前年同期比20.8％増）、中間純利益は197,610千円（前年同期比22.2％増）

となりました。 

 各事業別の業績は、次のとおりであります。 

（総合人材サービス事業） 

 総合人材サービス事業におきましては、引き続き主要マーケットである携帯電話業界における更なるシェアアップ

を図るべく営業活動を行いました。携帯電話業界では、当中間期にナンバーポータビリティ制度が開始されたことに

より通信キャリア間移動が可能となったことから、契約者獲得競争は更に激化しました。各通信キャリアは、相次い

で新たなサービスプランの発表や新機種発売を実施するとともに、販売スタッフの増加や販売キャンペーンといった

販売促進活動を積極的に行ったため、携帯電話販売スタッフへの需要は大きく拡大しました。 

 このような状況の下、当社では販売スタッフへの需要に応えるべく、採用活動と教育研修活動に注力いたしまし

た。まず、採用活動においては、これまでの求人層に加え、学生等の短期かつ限定的な勤務となる方々に対しても積

極的な求人活動を行うとともに、効率的な求人媒体に対して求人費用を積極的に使用した結果、半期ベースでは登録

者数は過去最高となりました。また、教育研修活動においては、質の高いサービスを提供するため独自の教育研修に

より登録者を育成し、登録者にできる限り多くの仕事の機会を得ていただくよう注力した結果、採用者数も大幅に増

加しました。このほか、当社がこれまで培ったノウハウを活かし、新たに店舗やオペレーションセンターのアウトソ

ーシングを受託したことにより、利益面も更に改善することができました。 

 地域別では、当社地盤である関西地区や東海地区のシェアアップを図るとともに、最大のマーケットである首都圏

でのシェアアップを最大の経営課題と掲げ、経営資源の集中による売上高の拡大を図りました。この結果、首都圏に

おいても、当社の知名度向上によりスタッフ採用者数が増加したとともに、通信キャリアや大手携帯電話販売代理店

からも販売スタッフを評価していただいた結果、大幅に売上高を増加することができました。このほか最近において

開設した東北支社、九州支社においても、当初予定を上回る水準で推移いたしました。この結果、当中間期におい

て、携帯電話業界向けの売上高は大幅に増加いたしました。 

 携帯電話以外の業界におきましても、前期から本格的に開始したクレジットカードの加入促進サービスを、当社の

新たな柱とすべく、引き続き営業活動に注力しました。その結果、当中間期において関西地区、首都圏を中心に一定

の成果を得るとともに、当社６拠点全てにおいてサービスを開始することができ、今後の事業展開の基盤作りができ

ました。 

 この結果、当中間期における売上高は3,890,525千円（前年同期比40.4％増）となりました。 

（マルチメディアサービス事業） 

 マルチメディアサービス事業におきましては、当中間期も引き続き直営３店舗において営業活動を行いました。各

店舗において、来客者に対するコンサルティング営業による販売力向上を目標に掲げつつ、効率的な店舗運営に注力

いたしましたが、ナンバーポータビリティ開始以前の消費者の買い控えもあり、当中間期における売上高は344,151

千円（前年同期比8.8％減）となりました。 



(2）キャッシュ・フロー 

 当中間期における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、税引前中間純利益のほか、未払金の増加

や投資有価証券の償還といったプラス要因があったものの、一方で法人税等の支払い、売上債権の増加、短期資金

運用を目的とした投資といったマイナス要因があったことにより、前期末に比べ306,991千円減少し、当中間期末

は1,246,135千円となりました。 

 当中間期における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は45,972千円（前年同期比70.7％減）となりました。この主な内容は、税引前中間

純利益356,055千円、総合人材サービス事業の拡大に伴う売上債権の増加による資金の減少214,405千円、法人税等

の支払額190,743千円、スタッフの増加による人件費等未払金の増加による資金の増加138,939千円等であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は352,963千円（前年同期比802.6％増）となりました。この主な内容は、短期資金

運用のための信託受益権の取得300,000千円、社員・スタッフ管理用システム等無形固定資産の取得31,550千円等

であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金はありません。 

２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当社は生産活動を行っていないため、生産実績の記載を省略しております。 

(2）受注状況 

 当社は受注生産を行っていないため、受注状況の記載を省略しております。 

(3）販売実績 

 当中間会計期間の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．上記のうち、西日本地区には近畿以西を、東海地区には東海地方を、東日本地区には関東以東をそれぞれ記

載しております。 

３．前中間会計期間及び当中間会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

は、次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

事業部門 
当中間会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前年同期比（％） 

総合人材サービス（千円） 3,890,525 140.4 

  西日本地区 2,369,725 132.8 

  東海地区 765,508 123.6 

  東日本地区 755,291 205.7 

マルチメディアサービス（千円） 344,151 91.2 

合計（千円） 4,234,677 134.5 

相手先 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
 至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

丸紅テレコム株式会社 440,478 14.0 661,886 15.6 



３【対処すべき課題】 

 当中間会計期間において当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 （1）重要な設備計画の完了 

    当中間会計期間において、完成又は取得した主要な設備は、次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 （2）重要な設備の新設、除却等の計画 

    当中間会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありま 

せん。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 

事業所名 

（所在地） 

事業の部門別の

名称 
設備の内容 投資額（千円） 完了年月 完成後の増加能力

 九州支社 

（福岡市博多区） 

総合人材 

サービス事業 
事務所 3,945  平成18年7月  支社新設 

本社 

（大阪市中央区） 

総合人材 

サービス事業 

社員・スタッフ 

管理システム 
28,500  平成18年8月 ― 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注） 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 

(2）【新株予約権等の状況】 

 旧商法第280条ノ20及び第280ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

① 平成17年３月28日臨時株主総会決議 

 （注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者に付与される１個当たりの新株予約権の行使によ

り発行される株式の数は、次の算式により調整されるものとします。なお、かかる調整は、当該時点におい

てその者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満

の株式については、これを切り捨てるものとします。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率 

２．新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の

算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げることとします。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 150,000 

計 150,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年11月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年１月31日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 43,500 43,500 
東京証券取引所 

（マザーズ） 
（注） 

計 43,500 43,500 － － 

区分 
当中間会計期間末現在 
（平成18年11月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年12月31日） 

新株予約権の数（個）        （注）４ 521 518 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１、４、５ 1,563 1,554 

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）２、５ 13,334 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年５月１日から 

平成26年12月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 

発行価格及び資本組入額（円）    （注）５ 

発行価格   13,334 

資本組入額   6,667 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡及び質

入は、認めないものとし

ます。 

同左 

代用払込みに関する事項  －  － 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率 



また、新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場

合（新株予約権の行使によるものを除く。）は、次の算式により払込金額を調整するものとします（１円未

満の端数は切り上げる。）。 

３．新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位に

あることを要します。ただし、任期満了による退任、会社都合による退職、その他取締役会が認める正当

な事由のある場合はこの限りではありません。 

②新株予約権者が死亡した場合には、相続を認めないものとします。 

③このほかの条件は、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権付与契約」の定めるところにより

ます。 

４．新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、平成17年３月28日開催の株主総会決議による数か

ら、退職等の理由により権利を喪失した者にかかる数を減じております。 

５．平成18年１月30日開催の取締役会決議により、平成18年３月１日付で１株を３株とする株式分割を行ってお

ります。これにより新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行

使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

        
既発行
株式数

＋ 

新発行
株式数

× 
１株当たりの 
払込金額 

調整後 
払込金額 

＝ 
調整前 
払込金額 

× 
調整前払込金額 

既発行株式数＋新発行株式数 

年月日 
発行済株式総
数増減数（株) 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成18年６月１日～ 

平成18年11月30日 
－ 43,500 － 507,500 － 677,100 



(4）【大株主の状況】 

(注）上記信託銀行の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 

    日本マスタートラスト信託銀行株式会社  （信託口）     1,420株 

    日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）      776株 

    資産管理サービス信託銀行株式会社     (証券投資信託口）  530株 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  平成18年11月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

岡本 泰彦 兵庫県宝塚市 21,500 49.43 

有限会社マナックス 兵庫県宝塚市千種四丁目14－39 4,200 9.66 

岡本 久美子 兵庫県宝塚市 3,000 6.90 

岡本 真奈 兵庫県宝塚市 1,800 4.14 

日本マスタートラスト信託 

銀行株式会社 
東京都港区浜松町二丁目11－3 1,420 3.26 

日本トラスティ・サービス 

信託銀行株式会社 
東京都中央区晴海一丁目８－11 776 1.78 

中西 祥世 京都市右京区 571 1.31 

資産管理サービス信託銀行 

株式会社 

東京都中央区晴海一丁目８－12 晴海アイランド 

トリトンスクエア オフィスタワーＺ棟 
530 1.22 

日興コーディアル証券投資事

業組合 

 東京都千代田区丸の内一丁目２－１ 

 日興アントファクトリー株式会社内 
450 1.03 

ジェーピー モルガン チェース 

バンク  

 ＷＯＯＬＧＡＴＥ ＨＯＵＳＥ，ＣＯＬＥＭＡＮ ＳＴＲＥＥＴ

ＬＯＮＤＯＮ ＥＣ２Ｄ ２ＨＤ ＥＮＧＬＡＮＤ 
450 1.03 

（常任代理人 株式会社みずほコー

ポレート銀行）   

（東京都中央区日本橋兜町６－７）  

  
  

計 － 34,697 79.76 

  平成18年11月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 43,500 43,500 

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数 43,500 － － 

総株主の議決権 － 43,500 － 



②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成18年11月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

月別 平成18年６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 

最高（円） 420,000 384,000 370,000 358,000 349,000 300,000 

最低（円） 312,000 235,000 250,000 310,000 289,000 204,000 



第５【経理の状況】 

１．中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年６月１日から平成17年11月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年６月１日から平成18年11月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成17年６月１日から平成17年11月30日ま

で）及び当中間会計期間（平成18年６月１日から平成18年11月30日まで）の中間財務諸表について、あずさ監査法人

により中間監査を受けております。 

３．中間連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成17年11月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）                     

Ⅰ 流動資産                     

１．現金及び預金   470,000     1,246,135     1,553,126     

２．売掛金   711,929     975,362     760,956     

３．たな卸資産   756     908     725     

４．短期信託受益権   －     300,000     －     

５．その他   64,970     193,324     92,365     

貸倒引当金   △3,620     △5,180     △3,840     

流動資産合計     1,244,037 89.7   2,710,550 90.1   2,403,334 87.1 

Ⅱ 固定資産                     

１．有形固定資産 ※１ 44,885     60,200     63,540     

２．無形固定資産   6,164     35,587     5,778     

３．投資その他の資産                     

  (1) 投資有価証券   －     99,626     188,615     

(2）差入保証金   72,107     72,610     69,974     

(3）その他   29,458     37,688     36,081     

貸倒引当金   △9,000     △9,000     △9,000     

投資その他の資産合計   92,566     200,925     285,671     

固定資産合計     143,616 10.3   296,713 9.9   354,990 12.9 

資産合計     1,387,653 100.0   3,007,264 100.0   2,758,324 100.0 

                      

（負債の部）                     

Ⅰ 流動負債                     

１．買掛金   97,170     100,529     112,934     

２．１年以内返済予定の 

長期借入金 
  34,320     －     －     

３．未払金   458,790     634,926     498,391     

４．未払法人税等   133,207     164,702     201,942     

５．未払消費税等 ※２ 66,021     77,398     114,130     

６．賞与引当金   4,500     3,000     27,000     

７．その他   42,796     45,790     20,115     

流動負債合計     836,806 60.3   1,026,347 34.1   974,515 35.3 

Ⅱ 固定負債                     

１．長期借入金   8,480     －     －     

固定負債合計     8,480 0.6   － －   － － 

負債合計     845,286 60.9   1,026,347 34.1   974,515 35.3 

                      

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年11月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     40,000 2.9   － －   － － 

Ⅱ 資本剰余金                     

１．資本準備金   10,000     －     －     

資本剰余金合計     10,000 0.7   － －   － － 

Ⅲ 利益剰余金                     

１．中間未処分利益   492,367     －     －     

利益剰余金合計     492,367 35.5   － －   － － 

資本合計     542,367 39.1   － －   － － 

負債・資本合計     1,387,653 100.0   － －   － － 

                      

（純資産の部）                     

Ⅰ 株主資本                     

１．資本金     － －   507,500 16.9   507,500 18.4 

２．資本剰余金                     

（1）資本準備金   －     677,100     677,100     

資本剰余金合計     － －   677,100 22.5   677,100 24.6 

３．利益剰余金                     

（1）その他利益剰余金                     

繰越利益剰余金   －     802,477     604,866     

利益剰余金合計     － －   802,477 26.7   604,866 21.9 

  株主資本合計     － －   1,987,077 66.1   1,789,466 64.9 

Ⅱ 評価・換算差額等                     

１. その他有価証券 

  評価差額金 
    － －   △6,161 △0.2   △5,657 △0.2 

評価・換算差額等合計     － －   △6,161 △0.2   △5,657 △0.2 

純資産合計     － －   1,980,916 65.9   1,783,809 64.7 

負債・純資産合計     － －   3,007,264 100.0   2,758,324 100.0 

                      



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     3,148,039 100.0   4,234,677 100.0   6,657,077 100.0 

Ⅱ 売上原価     2,495,476 79.3   3,340,200 78.9   5,274,855 79.2 

売上総利益     652,562 20.7   894,476 21.1   1,382,221 20.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     346,017 11.0   543,658 12.8   787,802 11.9 

営業利益     306,544 9.7   350,817 8.3   594,418 8.9 

Ⅳ 営業外収益 ※１   6,496 0.2   7,347 0.2   6,596 0.1 

Ⅴ 営業外費用 ※２   18,779 0.6   2,808 0.1   48,111 0.7 

経常利益     294,262 9.3   355,356 8.4   552,903 8.3 

Ⅵ 特別利益     － －   730 0.0   2,848 0.1 

Ⅶ 特別損失     2,373 0.0   31 0.0   23,684 0.4 

税引前中間（当期）

純利益 
    291,889 9.3   356,055 8.4   532,067 8.0 

法人税、住民税 

及び事業税 
※４ 130,193     158,444     260,358     

法人税等調整額   － 130,193 4.2 － 158,444 3.7 △2,486 257,872 3.9 

中間（当期）純利益     161,696 5.1   197,610 4.7   274,195 4.1 

前期繰越利益     330,671     － －   － － 

中間未処分利益     492,367     － －   － － 

                      



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年６月１日 至平成18年11月30日） 

前事業年度（自平成17年６月１日 至平成18年５月31日） 

  株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計

  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本
合計 

その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算
差額等合計 

  
資本 
準備金 

資本 
剰余金
合計 

その他 
利益剰余金 利益 

剰余金
合計 

  
繰越利益
剰余金 

平成18年５月31日 残高 
（千円） 

507,500 677,100 677,100 604,866 604,866 1,789,466 △5,657 △5,657 1,783,809 

中間会計期間中の変動額        

中間純利益（千円） － － － 197,610 197,610 197,610 － － 197,610 

株主資本以外の項目の中間 
会計期間中の変動額（純額） 
（千円） 

－ － － － － － △503 △503 △503 

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － － 197,610 197,610 197,610 △503 △503 197,107 

平成18年11月30日 残高 
（千円） 

507,500 677,100 677,100 802,477 802,477 1,987,077 △6,161 △6,161 1,980,916 

  株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計

  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本
合計 

その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算
差額等合計 

  
資本 
準備金 

資本 
剰余金
合計 

その他 
利益剰余金 利益 

剰余金
合計 

  
繰越利益
剰余金 

平成17年５月31日 残高 
（千円） 

40,000 10,000 10,000 330,671 330,671 380,671 － － 380,671 

事業年度中の変動額        

新株の発行（千円） 467,500 667,100 667,100 － － 1,134,600 － － 1,134,600 

当期純利益（千円） － － － 274,195 274,195 274,195 － － 274,195 

株主資本以外の項目の事業 
年度中の変動額（純額） 
（千円） 

－ － － － － － △5,657 △5,657 △5,657 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

467,500 667,100 667,100 274,195 274,195 1,408,795 △5,657 △5,657 1,403,138 

平成18年５月31日 残高 
（千円） 

507,500 677,100 677,100 604,866 604,866 1,789,466 △5,657 △5,657 1,783,809 



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         

税引前中間（当期）純利益   291,889 356,055 532,067 

減価償却費   6,105 10,531 15,229 

貸倒引当金の増加額   420 1,340 640 

賞与引当金の増加額 
（△は減少額） 

  △19,998 △24,000 2,501 

支払利息   336 － 380 

売上債権の増加額   △82,879 △214,405 △131,907 

仕入債務の増加額（△は減少額）   9,576 △12,405 25,339 

未払金の増加額   45,444 138,939 93,170 

前払費用の減少額（△は増加額）   2,534 122 △26,856 

預り金の減少額   △1,227 △2,441 △3,216 

未払消費税等の増加額 
（△は減少額） 

  △20,462 △36,732 27,646 

株式上場関連費用   14,092 － 31,107 

新株発行費   4,315 － 9,105 

その他   21,413 14,453 16,768 

小計   271,559 231,459 591,976 

利息及び配当金の受取額   163 5,256 258 

利息の支払額   △318 － △318 

法人税等の支払額   △114,679 △190,743 △186,806 

営業活動によるキャッシュ・フロー   156,725 45,972 405,110 

 



    
前中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         

有価証券の取得による支出   － △99,875 － 

投資有価証券の取得による支出   － △17,098 △202,940 

投資有価証券の売却による収入   － 7,796 4,685 

投資有価証券の償還による収入   － 100,000 － 

信託受益権の取得による支出   － △300,000 － 

有形固定資産の取得による支出   △11,535 △7,854 △41,727 

無形固定資産の取得による支出   － △31,550 △3,876 

出資金の回収による収入   5,000 － 5,000 

保険積立金の解約による収入   9,484 － 9,484 

保証金の差入れによる支出   △38,752 △4,557 △47,544 

その他   △3,303 175 9,908 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △39,106 △352,963 △267,010 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

長期借入金の返済による支出   △17,160 － △59,960 

株式発行による収入   － － 1,125,494 

株式上場に伴う支出   △11,058 － △31,107 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △28,218 － 1,034,426 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額   89,400 △306,991 1,172,526 

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

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末 

（期末）残高 
※ 470,000 1,246,135 1,553,126 

          



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17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

１.資産の評価基準及び評価方

法 

(1)有価証券 

 ───── 

(1)有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）を

採用しております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用

しております。 

(1)有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用

しております。ただし、複合金

融商品については、組込デリバ

ティブを区別して測定すること

ができないため、全体を時価評

価し、評価差額を当期の損益に

計上しております。  

  (2)デリバティブ 
 ────── 

(2)デリバティブ
 ────── 

(2)デリバティブ 
  時価法 

  (3)たな卸資産   
   商品 
   個別法による原価法 

(3)たな卸資産
  商品 
   同左 

(3)たな卸資産 
  商品 
   同左 

２.固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産 

定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備

除く。）については、定額法に

よっております。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物     10年～15年 

車両運搬具  ６年 

器具備品   ３年～15年 

(1）有形固定資産 

定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備

除く。）については、定額法に

よっております。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物     ８年～15年 

車両運搬具  ６年 

器具備品   ３年～15年 

(1）有形固定資産 

同左 

 (2）無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用

可能期間（５年）によっており

ます。 

(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 

債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備

えて、支給見込額の当中間会計

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 

従業員に対する賞与の支給に備

えて、支給見込額の当期負担額

を計上しております。 

４．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

     同左 同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

５．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 

６．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 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 



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 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

――――――― ――――――― 貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準 

 当期から「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第８号 平成17年12月

９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額は1,783,809千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当期における貸借対照表の純資産

の部については、改正後の財務諸表等

規則により作成しております。 

  

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

――――――― （中間キャッシュ・フロー計算書）  

 投資活動によるキャッシュ・フローの「無形固定資産の

取得による支出」は、前中間期は「その他」に含めており

ましたが、金額的重要性が増したため当中間期から区分掲

記しております。 

 なお、前中間期の「無形固定資産の取得による支出」は

1,956千円であります。 



追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

――――――― ―――――――  外形標準課税制度の適用 

 平成17年12月７日に公募増資を実施

し資本金が増加したことにより、当期

から外形標準課税制度を適用しており

ます。 

 これに伴い、当期から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算

書上の表示についての実務上の取り扱

い」（企業会計基準委員会実務対応報

告第12号 平成16年２月13日）に従

い、法人事業税の付加価値割及び資本

割については、販売費及び一般管理費

に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費は

13,050千円増加し、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益は同額減少し

ております。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年11月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度末 
（平成18年５月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

30,204千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

42,727千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

34,776千円 

※２．消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、「未払消費税等」として表

示しております。 

※２．消費税等の取扱い 

     同左  

───── 

  

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 1千円

受取配当金 161千円

保険解約益 6,284千円

受取利息 5,382千円 受取利息 98千円

受取配当金 161千円

保険解約益 6,284千円

※２．営業外費用のうち主要なもの ───── ※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 336千円

株式上場関連費用 14,092千円

新株発行費 4,315千円

 支払利息 380千円

株式上場関連費用 31,107千円

新株発行費 9,105千円

 ３．減価償却実施額  ３．減価償却実施額  ３．減価償却実施額 

有形固定資産 5,194千円

無形固定資産 911千円

有形固定資産 7,950千円

無形固定資産 2,581千円

有形固定資産 13,271千円

無形固定資産 1,958千円

※４．税金費用については、簡便法により計

算しているため、法人税等調整額は

「法人税、住民税及び事業税」に含め

て表示しております。 

※４.      同左 ───── 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11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 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

        該当事項はありません。 

  

(2）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの 

前事業年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の当期増加株式数31,000株は、公募増資による新株発行2,000株及び株式分割29,000株によるもので

あります。 

  
前期末株式数 
（株） 

当中間期増加 
株式数（株） 

当中間期減少 
株式数（株） 

当中間期末 
  株式数（株） 

発行済株式         

普通株式 43,500 － － 43,500 

自己株式         

普通株式 － － － － 

新株予約権の内訳 
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の数（株） 当中間期末 
残高 
（千円） 前期末 当中間期増加 当中間期減少 当中間期末 

ストック・オプション

としての新株予約権 
－ － － － － － 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成19年１月９日 

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

  
前期末株式数 
（株） 

当期増加株式数 
（株） 

当期減少株式数 
（株） 

当期末株式数 
（株） 

発行済株式         

普通株式（注） 12,500 31,000 － 43,500 

自己株式         

普通株式 － － － － 



２．新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

 該当事項はありません。 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

 該当事項はありません。 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

新株予約権の内訳 
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の数（株） 
当期末残高 
（千円） 

前期末 当期増加 当期減少 当期末 

ストック・オプションと

しての新株予約権 
－ － － － － － 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

※ 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 

※ 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17年11月30日現在） （平成18年11月30日現在） （平成18年５月31日現在） 

現金及び預金勘定 470,000千円

現金及び現金同等物 470,000千円

現金及び預金勘定 1,246,135千円

現金及び現金同等物 1,246,135千円

現金及び預金勘定 1,553,126千円

現金及び現金同等物 1,553,126千円

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

 内容の重要性が乏しく、リース契

約１件当たりの金額が少額なリース

取引のため、中間財務諸表等規則第

５条の３及び財務諸表等規則第８条

の６第６項の規定により記載を省略

しております。 

       同左  内容の重要性が乏しく、リース契

約１件当たりの金額が少額なリース

取引のため、財務諸表等規則第８条

の６第６項の規定により記載を省略

しております。 



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年11月30日現在） 

 該当事項はありません。 

当中間会計期間末（平成18年11月30日現在） 

 １.その他有価証券で時価のあるもの 

 ２.時価評価されていない主な有価証券の内容 

前事業年度末（平成18年５月31日現在） 

 １.その他有価証券で時価のあるもの 

（注）複合金融商品であり、取得原価と貸借対照表計上額との差額（△1,860千円）は当期の損益として計上しておりま

す。 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

(1）債券 99,889 99,890 0 

(2) その他  100,000 89,626 △10,373 

合計 199,889 189,516 △10,372 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 10,000 

 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

(1）債券 

     その他（注） 

       

      100,000 

       

98,140 

       

      △1,860 

(2）その他 100,000 90,475 △9,524 

合計 200,000 188,615 △11,384 



（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間末（平成17年11月30日現在） 

 該当事項はありません。 

当中間会計期間末（平成18年11月30日現在） 

  中間期末残高がないため、該当事項はありません。 

前事業年度末（平成18年５月31日現在） 

 複合金融商品の組込デリバティブについては、当該複合金融商品全体を時価評価しております。なお、契約金

額及び評価損益は、有価証券関係に係る注記事項において開示しております。 

 その他のデリバティブ取引については、該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

  当中間会計期間（自平成18年６月１日 至平成18年11月30日） 

 該当事項はありません。 

  前事業年度（自平成17年６月１日 至平成18年11月30日） 

 該当事項はありません。 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自平成17年６月１日 至平成17年11月30日） 

 関連会社がありませんので、該当事項はありません。 

当中間会計期間（自平成18年６月１日 至平成18年11月30日） 

 関連会社がありませんので、該当事項はありません。 

前事業年度（自平成17年６月１日 至平成18年５月31日） 

 関連会社がありませんので、該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

１株当たり純資産額 43,389.38円

１株当たり中間純利益

金額 
12,935.70円

１株当たり純資産額 45,538.31円

１株当たり中間純利益

金額 
4,542.78円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額 
 4,390.42円

１株当たり純資産額 41,007.11円

１株当たり当期純利益

金額 
6,788.18円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 
6,518.55円

 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。 

 当社は、平成18年３月１日付で株式

１株につき３株の株式分割を行ってお

ります。 

 なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前中間期におけ

る１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。 

 当社は、平成18年３月１日付で株式

１株につき３株の株式分割を行ってお

ります。 

 なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前事業年度にお

ける１株当たり情報については、以下

のとおりとなります。 

  １株当たり純資産額 14,463.13円

１株当たり中間純利益

金額 
4,311.90円

１株当たり純資産額 10,151.23円

１株当たり当期純利益

金額 
4,213.13円

   なお、潜在株式調整後１株当たり中

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。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、新株予約権

の残高はありますが、当社株式は非上

場であり、かつ店頭登録もしていない

ため、期中平均株価が把握できません

ので記載しておりません。 



 （注）１. 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。 

 ２. １株当たりの純資産額の算定の基礎は、以下のとおりであります。 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日)

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益（千円） 161,696 197,610 274,195 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (－) 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（千円） 
161,696 197,610 274,195 

期中平均株式数（株） 12,500 43,500 40,393.2 

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（千円） － － － 

普通株式増加数（株） － 1,509.55 1,670.8 

（うち新株予約権） (－) (1,509.55) (1,670.8) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権592個。 

 なお、新株予約権の概

要は、「第４ 提出会

社の状況、１ 株式等

の状況、(2)新株予約

権等の状況」に記載の

とおりであります。 

────── ────── 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日)

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日)

 純資産の部の合計（千円） － 1,980,916 1,783,809 

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 
－ － － 

（うち新株予約権） (－) (－) (－) 

 普通株式に係る中間期末（期末）の 

純資産額（千円） 
－ 1,980,916 1,783,809 

中間期末（期末）の普通株式の数（株） － 43,500 43,500 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

（新株式の発行） 

 平成17年11月２日及び平成17年11月18日開

催の取締役会において、下記のとおり新株式

の発行を決議し、平成17年12月７日に払込が

完了いたしました。 

 この結果、平成17年12月７日付で資本金は

507,500千円、発行済株式総数は14,500株とな

っております。 

───── ───── 

① 募集方法 ：一般募集 

(ブックビルディング

方式による募集) 

② 発行する株式の種類及び数 

  ：普通株式   2,000株 

③ 発行価格 ：１株につき 610,000円 

一般募集はこの価格にて行いました。 

④ 引受価額 ：１株につき 567,300円 

この価額は当社が引受人より１株当た

りの新株式払込金として受取った金額

であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額の

総額は、引受人の手取金となります。 

⑤ 発行価額 ： １株につき467,500円 

(資本組入額233,750円) 

⑥ 発行価額の総額 

  ：     935,000千円 

⑦ 払込金額の総額 

  ：    1,134,600千円 

⑧ 資本組入額の総額 

  ：     467,500千円 

⑨ 払込期日 ：平成17年12月７日 

⑩ 配当起算日 ：平成17年12月１日 

⑪ 資金の使途 ：設備投資資金、運転資

金及び借入金の返済 

   

      

（株式分割） 

 平成18年１月30日開催の取締役会におい

て、株式の流動性の向上及び投資単位の引き

下げを行うことにより、個人投資家の皆様が

投資しやすい環境を整え、幅広く経営に参画

していただくことを目的として、次のように

株式分割を行うことを決議しております。 

  

１．平成18年３月１日付をもって普通株式１

株につき３株に分割します。 

   

(1）分割により増加する株式数 

普通株式 29,000株 

   

 



前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

(2）分割の方法 

平成18年２月28日最終の株主名簿及び実

質株主名簿に記載又は記録された株主の

所有株式数を、１株につき３株の割合を

もって分割します。 

   

２．配当起算日 

平成17年12月１日 

   

３．会社が発行する株式の総数の増加 

 平成18年３月１日付をもって、当社定款

第５条を変更し、会社が発行する株式の総

数を100,000株増加して150,000株としま

す。 

   

４．１株当たり情報に及ぼす影響 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定

した場合の前事業年度における１株当たり

情報及び当期首に行われたと仮定した場合

の当中間会計期間における１株当たり情報

は、それぞれ以下のとおりとなります。 

   

当中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産額 
14,463.13円 

１株当たり純資産額 
10,151.23円 

１株当たり中間純利
益額 

4,311.90円 

１株当たり当期純利
益額 

4,213.13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。 

なお、潜在株式調整
後１株当たり当期純
利益金額について
は、新株予約権の残
高はありますが、当
社株式は非上場であ
り、かつ店頭登録も
していないため、期
中平均株価が把握で
きませんので記載し
ておりません。 

   



(2）【その他】 

 平成19年１月９日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

   （イ）中間配当による配当金の総額………………………43,500千円 

   （ロ）１株当たりの金額……………………………………1,000円 

   （ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日……………平成19年２月７日 

  （注） 平成18年11月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第13期）（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日）平成18年８月25日近畿財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

   平成18年２月17日 

ジェイコム株式会社    

取締役会 御中    

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 大橋 弘美   印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 北本 敏    印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているジェイ

コム株式会社の平成17年６月１日から平成18年５月31日までの第13期事業年度の中間会計期間（平成17年６月１日から平

成17年11月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計

算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、ジェイコム株式会社の平成17年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成17年６月１

日から平成17年11月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

追記情報 

 重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成17年11月２日及び平成17年11月18日開催の取締役会において新株式の発行

を決議し、平成17年12月７日に払込が完了した。また、会社は平成18年１月30日開催の取締役会において、平成18年３月

１日付をもって普通株式１株につき３株に株式分割を行うことを決議した。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

   平成19年１月31日 

ジェイコム株式会社    

取締役会 御中    

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 大橋 弘美   印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 北本 敏    印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているジェイ

コム株式会社の平成18年６月１日から平成19年５月31日までの第14期事業年度の中間会計期間（平成18年６月１日から平

成18年11月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及

び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、ジェイコム株式会社の平成18年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成18年６月１

日から平成18年11月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 
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