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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】

回次
第16期

第２四半期連結
累計期間

第16期
第２四半期連結
会計期間

第15期

会計期間
自平成20年６月１日
至平成20年11月30日

自平成20年９月１日
至平成20年11月30日

自平成19年６月１日
至平成20年５月31日

売上高（千円） 6,947,385 3,457,232 12,404,095

経常利益（千円） 402,738 213,364 907,172

四半期（当期）純利益（千円） 196,607 107,576 489,438

純資産額（千円） － 3,551,793 3,624,712

総資産額（千円） － 5,100,339 5,227,057

１株当たり純資産額（円） － 78,044.25 77,413.07

１株当たり四半期（当期）純利益金額

（円）
4,207.08 2,313.27 10,405.22

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円）
4,177.75 2,297.39 10,302.37

自己資本比率（％） － 69.6 69.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
164,595 － 562,705

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△461,805 － 131,066

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△262,198 － △731,955

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残

高（千円）
－ 973,105 1,532,514

従業員数（人） － 174 175

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の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。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．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。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成20年11月30日現在

従業員数（人） 174 (19)

　（注）　従業員数は就業人員（当社グループからグループ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、当第２四半期連結会計期

間の平均人員を（　）外数で記載しております。

 

(2）提出会社の状況

 平成20年11月30日現在

従業員数（人） 157 (18)

　（注）　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、当第２四半期会計期間の平均人員を

（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

　当社グループ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

　当社グループ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

　当第２四半期連結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。

事業部門

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

（千円）

 総合人材サービス事業 3,340,996

 西日本地区 1,519,771

 東海地区 557,134

 東日本地区 1,264,090

マルチメディアサービス事業 116,236

合計 3,457,232

　（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．当第２四半期連結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。

相手先

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

金額（千円） 割合（％）

ＫＤＤＩ株式会社 490,684 14.2

イー・モバイル株式会社 405,755 11.7

丸紅テレコム株式会社 379,638 11.0
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２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態及び経営成績の分析】

(1）業績の状況

　当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機による株式・為替市場の大幅な変動等から、

企業体力は低下しており、先行きへの不安から個人消費の低迷も顕著となっております。雇用情勢につきましても、

景気悪化が深刻化するなか、大手企業が相次いでコスト圧縮のための人員削減を発表しており、特に非正規雇用の

雇い止めは社会問題にまで発展しております。人材サービス業界は、派遣労働者の雇用確保と地位安定のため日々

邁進しておりますが、この環境下では厳しい状況へと変わりつつあります。また、当社グループの主要マーケットで

ある携帯電話業界は、割賦販売の定着による機種変更期間の長期化及び景気後退による消費マインドの低下に伴

い、前年同期比で携帯電話端末の販売台数が大幅に減少しました。

当社グループでは、この状況のもと、主要事業である営業支援サービスにおいて、携帯電話業界へ特化している強

みをさらに活かすべく、独自の研修体制の充実及びジェイコムスタッフへのフォロー体制の強化を行い、業界シェ

アの拡大に努めました。その一方で、さらなる事業拡大を図るため、新たにアパレル業界への販売員派遣を本格的に

開始しました。また、全国営業網の充実を図ることを目的として、当第２四半期連結会計期間において千葉、北陸、鹿

児島へと、サテライトオフィス展開を積極的に行った結果、合計10カ所となりました。この結果、当第２四半期連結

会計期間においても、堅調に業績を伸ばすことができました。

就職支援サービスにおいては、景気後退による雇用情勢の悪化から、企業の求人にかけるコストが急激に減少し

たことから、新卒採用支援を行っている連結子会社であるインダス株式会社において、売上高の低迷を余儀なくさ

れました。

  また、マルチメディアサービス事業におきましては、近隣に店舗が進出し売上が伸び悩んでいたソフトバンク伊

丹西野を平成20年９月23日に閉店しました。直営２店舗につきましては、引き続き販売力強化に努めました。

　当第２四半期連結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）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

事業部門

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

 総合人材サービス事業 3,340,996 96.6 11,733,481 94.6

 西日本地区 1,519,771 44.0 5,534,129 44.6

 東海地区 557,134 16.1 1,995,121 16.1

 東日本地区 1,264,090 36.5 4,204,230 33.9

マルチメディアサービス事業 116,236 3.4 670,613 5.4

合計 3,457,232 100.0 12,404,095 100.0

 

　以上の結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は3,457,232千円、営業利益は199,424千円、経常利益は213,364千

円、四半期純利益は107,576千円となりました。 

(2）キャッシュ・フローの状況

  当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、税金等調整前四半期純

利益の計上のほか、投資有価証券の売却収入といったプラス要因があったものの、一方で、有価証券や自己株式の取

得による支出といったマイナス要因があったことにより、第１四半期連結会計期間末に比べ506,974千円減少し、

973,105千円となりました。

　当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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181,264千円となりました。この主な内容は、税金等調整前四半期純利益の計上

201,895千円、売上債権の減少38,046千円といった資金増加要因、仕入債務の減少30,071千円、未払消費税等の減少

22,538千円といった資金減少要因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）

  投資活動の結果使用した資金は500,952千円となりました。この主な内容は、短期資金の運用を目的とした有価証

券の取得による支出596,040千円、投資有価証券の売却による収入101,511千円、余資資金の運用を目的とした定期

預金の預入による資金の減少100,000千円であります。

（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187,286千円となりました。この内容は、配当金の支払額16,262千円、平成20年10月
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17日に決議いたしました自己株式の取得による支出171,024千円であります。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、当社は直営ショップであるソフトバンク伊丹西野を閉鎖いたしました。その

設備の状況は、次のとおりであります。

提出会社  

事業所名 

（所在地）

事業部門別の

名称
設備の内容

帳簿価額

従業員数

（人）

建物及び構

築物

（千円） 

器具備品

（千円）

その他

（千円） 

合計

（千円） 

ソフトバンク

伊丹西野

（兵庫県伊丹市）

マルチメディア

サービス事業
店舗 1,211 341 － 1,552　

1　　

（2）

 （注）１．帳簿価額及び従業員数については、閉鎖時の数値を記載しております。なお、金額には消費税等は含　　　　　

　んでおりません。

２．従業員数の（　）は、臨時雇用者数を外書きしております。 

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、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。
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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】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 150,000

計 150,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成20年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年１月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 48,670 48,670
東京証券取引所

市場第一部
（注）

計 48,670 48,670 － －

　（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
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(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

 
第２四半期会計期間末現在
（平成20年11月30日）

新株予約権の数（個）　　　　　　　　（注）４ 120

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１、４、５ 360

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）２、５ 13,334

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

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

新株予約権の行使の条件 （注）３

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。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．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、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

算式により払込価額を調整し、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。

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。）。

    
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
払込価額

×
調整前払込価額

既発行株式数　＋　新発行株式数

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、

既行使分及び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。
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(3)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

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20年９月１日～

平成20年11月30日
－ 48,670 － 1,357,880 － 1,527,480

 

(5)【大株主の状況】

 平成20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 20,688 42.51

 有限会社マナックス
 奈良県大和高田市大中106

 大和高田商工会議所経済会館５階
4,200 8.63

 ジェイコム株式会社
 大阪市中央区西心斎橋二丁目１－３

 御堂筋ダイヤモンドビル８階
3,160 6.49

 岡本　久美子  兵庫県宝塚市 2,400 4.93

 岡本　真奈  兵庫県宝塚市 2,400 4.93

 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 1,074 2.21

 中西　祥世  京都市右京区 571 1.17

 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８－11 491 1.01

 三品　芳機  大阪市北区 480 0.99

 友田　龍生  大阪市淀川区 468 0.96

計 － 35,932 73.83

（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）　　　　1,074株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）　　　491株
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(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成20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） 普通株式  3,160 －

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

完全議決権株式（その他） 普通株式  45,510 45,510

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  48,670 － －

総株主の議決権 － 45,510 －

 

②【自己株式等】

 平成20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 

（％）

ジェイコム株式会社

大阪市中央区西心斎橋

二丁目１－３

御堂筋ダイヤモンドビル

８階

3,160 － 3,160 6.49

計 － 3,160 － 3,160 6.49
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

最高（円） 194,000 205,000 188,000 148,600 137,000 154,500

最低（円） 171,000 142,000 135,000 132,900 66,900 115,000

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部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提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役

常務執行役員

営業本部長

兼ＭＦ事業部長

取締役
常務執行役員

営業本部長
三品　芳機　 平成20年10月１日
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成20年９月１日から平

成20年11月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年６月１日から平成20年11月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 973,105 1,033,069

受取手形及び売掛金 1,411,127 1,381,464

有価証券 497,048 499,444

商品 739 904

信託受益権 700,000 700,000

その他 177,116 162,330

貸倒引当金 △1,512 △7,738

流動資産合計 3,757,624 3,769,475

固定資産

有形固定資産 ※1
 61,166

※1
 62,345

無形固定資産

のれん 292,395 315,147

その他 36,014 31,428

無形固定資産合計 328,409 346,575

投資その他の資産

投資有価証券 569,881 817,517

差入保証金 147,702 139,314

その他 251,985 102,889

貸倒引当金 △16,431 △11,060

投資その他の資産合計 953,138 1,048,660

固定資産合計 1,342,714 1,457,582

資産合計 5,100,339 5,227,057

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 62,962 87,476

未払金 1,012,933 965,223

未払法人税等 194,542 219,234

未払消費税等 124,036 185,653

その他 154,071 144,757

流動負債合計 1,548,546 1,602,345

負債合計 1,548,546 1,602,345
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年５月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,357,880 1,356,960

資本剰余金 1,527,480 1,526,560

利益剰余金 1,430,908 1,327,947

自己株式 △736,385 △566,024

株主資本合計 3,579,883 3,645,443

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △28,089 △20,731

評価・換算差額等合計 △28,089 △20,731

純資産合計 3,551,793 3,624,712

負債純資産合計 5,100,339 5,227,057
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日
　至　平成20年11月30日)

売上高 6,947,385

売上原価 5,615,372

売上総利益 1,332,012

販売費及び一般管理費 ※
 950,764

営業利益 381,247

営業外収益

受取利息 7,600

受取配当金 3,577

信託受益権収益配当金 3,202

保険解約返戻金 7,600

その他 2,703

営業外収益合計 24,683

営業外費用

支払利息 1,007

貸倒引当金繰入額 1,200

自己株式取得手数料 663

その他 321

営業外費用合計 3,192

経常利益 402,738

特別利益

投資有価証券売却益 551

特別利益合計 551

特別損失

投資有価証券評価損 32,875

その他 3,033

特別損失合計 35,908

税金等調整前四半期純利益 367,381

法人税等 170,774

四半期純利益 196,607
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年９月１日
　至　平成20年11月30日)

売上高 3,457,232

売上原価 2,797,715

売上総利益 659,517

販売費及び一般管理費 ※
 460,092

営業利益 199,424

営業外収益

受取利息 3,392

受取配当金 1,437

信託受益権収益配当金 1,613

保険解約返戻金 7,600

その他 2,313

営業外収益合計 16,356

営業外費用

支払利息 554

貸倒引当金繰入額 1,200

自己株式取得手数料 663

営業外費用合計 2,417

経常利益 213,364

特別利益

投資有価証券売却益 325

特別利益合計 325

特別損失

投資有価証券評価損 8,875

その他 2,919

特別損失合計 11,794

税金等調整前四半期純利益 201,895

法人税等 94,318

四半期純利益 107,576

EDINET提出書類

ジェイコム株式会社(E05536)

四半期報告書

17/25



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日
　至　平成20年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 367,381

減価償却費 14,623

のれん償却額 22,751

投資有価証券評価損 32,875

貸倒引当金の増減額（△は減少） △855

賞与引当金の増減額（△は減少） △46,483

売上債権の増減額（△は増加） △34,274

仕入債務の増減額（△は減少） △24,514

未払金の増減額（△は減少） 50,689

前払費用の増減額（△は増加） △3,770

預り金の増減額（△は減少） 9,391

未払消費税等の増減額（△は減少） △61,616

その他 21,587

小計 347,785

利息及び配当金の受取額 13,373

利息の支払額 △627

法人税等の支払額 △195,935

営業活動によるキャッシュ・フロー 164,595

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 △596,040

有価証券の売却及び償還による収入 99,968

有形固定資産の取得による支出 △18,013

投資有価証券の取得による支出 △294

投資有価証券の売却による収入 203,218

定期預金の預入による支出 △100,000

関係会社株式の取得による支出 △38,900

信託受益権の取得による支出 △1,400,000

信託受益権の償還による収入 1,400,000

無形固定資産の取得による支出 △9,256

差入保証金の差入による支出 △9,148

その他 6,660

投資活動によるキャッシュ・フロー △461,805

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入 1,834

自己株式の取得による支出 △171,024

配当金の支払額 △93,008

財務活動によるキャッシュ・フロー △262,198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △559,408

現金及び現金同等物の期首残高 1,532,514
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日
　至　平成20年11月30日)

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 973,105
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　当第２四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　平成20年11月30日）

　該当事項はありません。

 

【簡便な会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30日）

固定資産の減価償却費の算定方

法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按

分して算定する方法によっております。

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30日）

税金費用の計算 　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利

益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該

見積実効税率を乗じて計算しております。

  なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年11月30日）

前連結会計年度末
（平成20年５月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

49,349千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

47,519千円

２　当座貸越契約

　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。

この契約に基づく当第２四半期連結会計期間末の借

入実行残高は次のとおりであります。

２　当座貸越契約

　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。

この契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高

は次のとおりであります。

当座貸越極度額 1,800,000千円

借入実行残高 －千円

差引計 1,800,000千円

当座貸越極度額 1,000,000千円

借入実行残高 －千円

差引計 1,000,000千円

 

（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次　のとおりであります。

給与報酬手当 384,006千円

 

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次　のとおりであります。

給与報酬手当 214,533千円

賞与引当金繰入額 △31,583千円

貸倒引当金繰入額 △405千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結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11月30日現在）

現金及び預金勘定 973,105千円

現金及び現金同等物 973,105千円
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　

平成20年11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　　　　　　　　 　48,670株

 

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式　　　　　　　　　　　　3,160株

 

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

 

４．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
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年８月26日

定時株主総会
普通株式 93,646 2,000平成20年５月31日平成20年８月27日利益剰余金

（2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

 決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年12月29日

取締役会
普通株式 91,020 2,000平成20年11月30日平成21年２月９日利益剰余金

 

５．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成20年10月17日開催の取締役会における自己株式（普通株式）の取得決議に基づき、自己株式

1,451株を取得いたしました。この結果、当第２四半期連結累計期間において自己株式が170,361千円増加し、当

第２四半期連結会計期間末において、自己株式が736,385千円となっております。

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成20年６月１日　至　平成20年11月30日）

　総合人材サービス事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の

合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

 

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成20年６月１日　至　平成20年11月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

 

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成20年６月１日　至　平成20年11月30日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年11月30日）

前連結会計年度末
（平成20年５月31日）

１株当たり純資産額 78,044.25円 １株当たり純資産額 77,413.07円

 

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額 4,207.08円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
4,177.75円

１株当たり四半期純利益金額 2,313.27円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
2,297.39円

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半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。

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益（千円） 196,607 107,576

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 196,607 107,576

期中平均株式数（株） 46,732.4 46,504.3

         

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 328.1 321.3

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

────── ──────

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

平成20年12月29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…………………………91,020千円

（ロ）１株当たりの金額………………………………………2,000円

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日………………平成21年２月９日

（注）  平成20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。
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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。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成21年１月14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 北本　　敏　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 淺野　禎彦　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「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20年６月１日から平成21年５月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年９月１日から平成20

年11月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年６月１日から平成20年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結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四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ジェイコム株式会社及び連結子会社の平成20年11月30日現在の財政状態、

同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　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

 

　（注）１．上記は、四半期レビュー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、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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