
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】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきましては、潜在株式がないため記載しておりません。 

３ 従業員数は、使用人兼務役員を含まない就業人員（契約社員を含む）であります。なお、臨時従業員の平均

雇用人員を(  )に外書して記載しております。 

  

回次 第32期 第33期 第34期 第35期 第36期 

決算年月 平成23年９月 平成24年９月 平成25年９月 平成26年９月 平成27年９月 

売上高 (千円) 4,738,866 4,858,334 4,311,694 4,317,863 4,295,423 

経常利益 (千円) 651,734 571,217 444,349 612,428 463,575 

当期純利益 (千円) 316,879 159,399 263,727 379,564 295,714 

包括利益 (千円) 331,337 153,061 290,909 421,145 337,535 

純資産額 (千円) 3,361,867 3,477,471 3,677,568 4,002,789 4,272,389 

総資産額 (千円) 4,381,049 4,781,679 4,596,085 5,151,034 5,128,843 

１株当たり純資産額 (円) 624.26 645.70 692.22 764.87 816.47 

１株当たり当期純利益 
金額 

(円) 60.86 30.70 50.53 72.72 56.65 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 
金額 

(円) ― ― ― ― ― 

自己資本比率 (％) 74.2 70.5 78.6 77.5 83.1 

自己資本利益率 (％) 10.2 4.8 7.6 10.0 7.2 

株価収益率 (倍) 8.4 16.6 10.9 9.7 13.4 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 589,493 764,735 397,664 805,693 302,845 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △190,459 277,078 15,994 △1,186,850 783,749 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △50,829 12,870 △148,140 △45,934 △67,817 

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) 1,074,022 2,127,810 2,417,087 2,001,203 3,030,820 

従業員数 (名) 
145 164 180 177 182 
(37) (42) (50) (50) (48)
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 (2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきましては、潜在株式がないため記載しておりません。 

３ 従業員数は、使用人兼務役員を含まない就業人員（契約社員を含む）であります。なお、臨時従業員の平均

雇用人員を(  )に外書して記載しております。 

  

 

回次 第32期 第33期 第34期 第35期 第36期 

決算年月 平成23年９月 平成24年９月 平成25年９月 平成26年９月 平成27年９月 

売上高 (千円) 3,331,253 3,364,429 3,302,974 3,414,172 3,324,162 

経常利益 (千円) 602,630 589,348 494,650 516,792 447,062 

当期純利益 (千円) 314,590 181,456 175,136 276,347 262,482 

資本金 (千円) 277,375 277,375 277,375 277,375 277,375 

発行済株式総数 (株) 5,255,000 5,255,000 5,255,000 5,255,000 5,255,000 

純資産額 (千円) 3,201,965 3,345,242 3,479,689 3,738,315 3,955,411 

総資産額 (千円) 3,854,470 4,099,874 4,061,170 4,477,141 4,503,084 

１株当たり純資産額 (円) 615.02 640.90 666.66 716.21 757.80 

１株当たり配当額 
(内１株当たり 
中間配当額) 

(円) 
(円) 

8 8 8 13 13 
(―) (―) (―) (―) (―)

１株当たり当期純利益 
金額 

(円) 60.42 34.95 33.55 52.94 50.29 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 
金額 

(円) ─ ― ― ― ― 

自己資本比率 (％) 83.1 81.6 85.7 83.5 87.8 

自己資本利益率 (％) 10.3 5.5 5.1 7.7 6.8 

株価収益率 (倍) 8.5 14.6 16.5 13.3 15.2 

配当性向 (％) 13.2 22.9 23.8 24.6 25.9 

従業員数 (名) 
115 104 142 136 140 
(27) (32) (41) (44) (44)
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２ 【沿革】 
  

 

年月 事項 

昭和54年12月 

  
ソフトウエア開発を目的として東京都新宿区百人町一丁目19番３号に株式会社ジョルダン情報

サービスを設立。 

昭和55年８月 東京都新宿区百人町二丁目27番４号に住所を移転。 

平成元年12月 ジョルダン株式会社に商号を変更。 

平成11年２月 ゲーム開発の強化を図るため東京都新宿区百人町二丁目27番４号に株式会社ねこぐみを設立。 

平成11年11月 

  
「乗換案内」のインターネットサーバー設置、運営のためJORUDAN AMERICA,INC.を米国カリフ

ォルニア州に設立。 

平成13年３月 

  
新規事業参入を目的としてコンパスティービー株式会社を東京都新宿区百人町二丁目27番４号

に設立(現連結子会社)。 

平成13年３月 株式会社ねこぐみを清算結了。 

平成13年10月 東京都新宿区新宿二丁目１番９号に住所を移転。 

平成14年３月 JORUDAN AMERICA,INC.を清算結了。 

平成15年４月 大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」市場に株式を上場。 

平成16年12月 

  
携帯電話向け「乗換案内」関連の新規事業展開に向け、調査、企画及びサイト運営等を行うた

め、東京都新宿区新宿二丁目１番９号に株式会社ジェイ・オフタイムを設立。 

平成18年２月 

  
法人向けシステムの企画開発の強化を図るため、ゼストプロ株式会社(現連結子会社)の株式取

得により、同社及び同社の子会社である有限会社プロセス(現連結子会社)を子会社化。 

平成19年２月 株式会社ジェイ・オフタイムを清算結了。 

平成21年３月 

  
  

携帯電話向けサービス提供の強化を図るため、株式会社エキスプレス・コンテンツバンク(現持

分法適用関連会社)の株式取得により、同社及び同社の子会社であるEXCB ASIA PACIFIC 

LIMITED(現関連会社)を子会社化。 

平成22年10月 

  
大阪証券取引所JASDAQ市場、同取引所ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」市場及

び同取引所NEO市場の統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）に上場。 

平成22年12月 

  
マルチメディア事業関連の新規事業展開に向け、雑誌ネット株式会社（現非連結子会社）を子

会社化。 

平成23年２月 

  
投資運用業を行うため、東京都新宿区新宿二丁目１番９号にきぼうキャピタル株式会社を設立

(平成27年９月解散)。 

平成24年４月 東京都新宿区新宿二丁目５番10号に住所を移転。 

平成24年６月 

  
乗換案内事業関連のソフトウエア開発及びサービス提供等のため、Jorudan  Transit 

Directory, Inc.(現連結子会社)を米国カリフォルニア州に設立。 

平成24年６月 

  
乗換案内事業関連のウェブサイト開発、運営等を行うため、東京都新宿区新宿二丁目５番10号

に株式会社Doreicu(現連結子会社)を設立。 

平成24年９月 

  
飲食店情報サービス等との連携による事業領域の拡大を図るため、株式会社グルメぴあネット

ワークの株式取得により、同社を子会社化。 

平成24年11月 

  
旅行関連事業の強化を図るため、イーツアー株式会社(現連結子会社)の株式取得により、同社

及び同社の子会社である億旅（上海）信息技術有限公司(平成26年12月解散)を子会社化。 
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年月 事項 

平成25年４月 連結子会社であった株式会社グルメぴあネットワークを吸収合併。 

平成25年７月 

  
大阪証券取引所と東京証券取引所の現物市場統合に伴い東京証券取引所JASDAQ（スタンダー

ド）に上場。 

平成25年10月 

  
関連会社であった納威辟（上海）軟件開發有限公司に追加出資を行い子会社化し、若尓丹(上

海)軟件開發有限公司(現非連結子会社)に社名変更。 

平成26年７月 

  
  

食事に関する福利厚生サービスの提供等を行うため、東京都新宿区新宿二丁目５番10号に

Remunera Jorudan株式会社(現持分法適用関連会社)をRemunera International S.A.と共同で設

立。 

平成26年７月 

  
出版業の拡大を図るため、東京都新宿区新宿二丁目３番11号に株式会社悟空出版(現連結子会

社)を設立。 

平成26年８月 

  
位置情報に関するサービス等の新規事業展開に向け、青森県青森市古川三丁目22番３号に株式

会社フォルテNEXT(平成27年９月解散)を設立。 
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３ 【事業の内容】 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、コンパスティービー株式会社（連結子会社）、ゼストプロ株

式会社（連結子会社）、有限会社プロセス（連結子会社）、きぼうキャピタル株式会社（連結子会社）、株式会社

Doreicu（連結子会社）、Jorudan Transit Directory, Inc.（連結子会社）、イーツアー株式会社（連結子会社）、

株式会社悟空出版（連結子会社）、株式会社フォルテNEXT（連結子会社）、雑誌ネット株式会社（非連結子会社）、

億旅(上海)信息技術有限公司（非連結子会社）、若尓丹(上海)軟件開發有限公司（非連結子会社）、株式会社エキス

プレス・コンテンツバンク（持分法適用関連会社）、Remunera Jorudan株式会社（持分法適用関連会社）、A-kind, 

Inc.（関連会社）、EXCB ASIA PACIFIC LIMITED（関連会社）、長城学院株式会社（関連会社）及び株式会社ブノワ

（関連会社）で構成されております。主な事業の内容は、鉄道等の経路検索・運賃計算ソフトウエア「乗換案内」の

製造・販売、ホームページ及びモバイルでの「乗換案内」及び付随サービスの提供、旅行の取扱、その他インターネ

ット向けコンテンツの提供、及び受託ソフトウエア開発であります。 

コンパスティービー株式会社は、主に広告代理業を営んでおります。当社との主な関係は、当社のインターネット

向け「乗換案内」の広告スペースの販売であります。ゼストプロ株式会社は、システム・ソフトウエアの企画・設

計・開発・保守等を行っております。当社との主な関係は、当社製品の開発委託であります。有限会社プロセスは、

情報関連機器のリース等を行っております。株式会社Doreicuは、ウェブサイトの開発・運営等を行っております。

Jorudan Transit Directory, Inc.は、ソフトウエア・コンテンツの開発及びサービス提供等を行う目的で設立して

おります。イーツアー株式会社は、旅行の取扱を行っております。株式会社悟空出版は、出版業を行っております。

株式会社エキスプレス・コンテンツバンクは、コンテンツ・ソフトウエアの企画・制作・販売やインターネット広告

配信等を行っております。Remunera Jorudan株式会社は、食事に関する福利厚生サービスの提供等を行っておりま

す。 

当社グループの事業における当社及び当社の関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりでありま

す。なお、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。 

  

（乗換案内事業） 

個人向けには、「乗換案内」のパソコン向け製品の販売とそのバージョンアップサービス等を行っております。ま

た、法人向けには、「乗換案内」等の法人向け製品等の販売の他、法人内の情報システムの旅費精算部分への組み込

みや他社ウェブサービス向け提供等を行っております。 

インターネットでも「乗換案内」や飲食店情報等の提供を行っております。「乗換案内」のモバイル向け有料サー

ビスの提供、広告スペースの販売、及び旅行の企画・手配・販売等を収益源といたしております。 

（主な関係会社）当社、コンパスティービー株式会社、株式会社Doreicu、Jorudan Transit Directory,Inc.、イ

ーツアー株式会社、株式会社フォルテNEXT、億旅(上海)信息技術有限公司、若尓丹(上海)軟件開

發有限公司、株式会社エキスプレス・コンテンツバンク、Remunera Jorudan株式会社 

  

（マルチメディア事業） 

ニュースサイト等のモバイル向けコンテンツの提供を行っております。また、書籍の出版等も行っております。 

（主な関係会社）当社、コンパスティービー株式会社、株式会社悟空出版、雑誌ネット株式会社、株式会社エキス

プレス・コンテンツバンク 

  

（その他） 

受託ソフトウエア開発、情報関連機器リース等の事業を行っております。 

（主な関係会社）当社、ゼストプロ株式会社、有限会社プロセス、きぼうキャピタル株式会社 

  

なお、億旅(上海)信息技術有限公司は平成26年12月に、きぼうキャピタル株式会社及び株式会社フォルテNEXTは平

成27年９月にそれぞれ解散し、清算手続き中であります。 
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当社グループの事業系統図は以下のとおりであります。 
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４ 【関係会社の状況】 
  

(注) １ 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。 

２ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している関係会社はありません。 

３ 特定子会社であります。 

４ 議決権の所有割合の(  )内は、間接所有割合で内数であります。 

５ イーツアー株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合

が10％を超えております。 

    主要な損益情報等  ①  売上高       732,883千円 

                      ②  経常利益      21,520千円 

                      ③  当期純利益    18,554千円 

                      ④  純資産額     207,922千円 

                      ⑤  総資産額     490,677千円 

６ きぼうキャピタル株式会社及び株式会社フォルテNEXTは、それぞれ平成27年９月30日付で解散し、清算手続

き中であります。 

  

 

名称 住所 
資本金又は
出資金 
(千円) 

主要な事業 
の内容 

議決権の 
所有(被所有)割合 

関係内容 
所有割合 
(％) 

被所有割合 
(％) 

(連結子会社) 
  
コンパスティービー株式会社 
(注) ３ 

東京都新宿区 40,000 
乗換案内事業 
マルチメディア 

事業 
100.0 ― 

「乗換案内」等の広告販売 
広告宣伝の委託 
役員の兼任２名 

ゼストプロ株式会社 
(注) ３ 

北海道函館市 63,000 その他 96.6 ─ 
当社製品の開発委託 
役員の兼任２名 

有限会社プロセス 
(注) ４ 

北海道函館市 3,000 その他 
100.0 

(100.0)
─ ─ 

きぼうキャピタル株式会社 
(注) ６ 

東京都新宿区 10,000 その他 100.0 ― 役員の兼任２名 

株式会社Doreicu 東京都新宿区 15,000 乗換案内事業 90.0 ― 
役員の兼任１名 
資金援助あり 

Jorudan  Transit  Directory, 
Inc. 
(注) ３ 

米国カリフォル
ニア州 

1,500 
千USドル 

乗換案内事業 100.0 ― 役員の兼任１名 

イーツアー株式会社 
(注) ３，５ 

東京都新宿区 260,500 乗換案内事業 100.0 ― 役員の兼任２名 

株式会社悟空出版 東京都新宿区 20,000 
マルチメディア 

事業 
90.0 ― 役員の兼任１名 

株式会社フォルテNEXT 
(注) ６ 

青森県青森市 20,000 乗換案内事業 97.5 ― 役員の兼任１名 

(持分法適用関連会社) 
  
株式会社エキスプレス・コンテ
ンツバンク 

東京都港区 30,000 
乗換案内事業 
マルチメディア 

事業 
39.9 ― 役員の兼任１名 

Remunera Jorudan株式会社 東京都新宿区 50,000 乗換案内事業 50.0 ― 役員の兼任１名 
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５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成27年９月30日現在 

(注) １ 従業員数は、使用人兼務役員を含まない就業人員（契約社員を含む）であります。なお、臨時従業員の最近

１年間平均雇用人員を(  )に外書して記載しております。 

２ 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているも

のであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成27年９月30日現在 

  

(注) １ 従業員数は、使用人兼務役員を含まない就業人員（契約社員を含む）であります。なお、臨時従業員の最近

１年間平均雇用人員を(  )に外書して記載しております。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３ 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているも

のであります。 

  

(3) 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。 

  

 

セグメントの名称 従業員数(名) 

乗換案内事業 152(43) 

マルチメディア事業 4( 2) 

その他 11( 2) 

全社(共通) 15( 1) 

合計 182(48) 
 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

140(44) 36.4 7.7 5,110,599 
 

セグメントの名称 従業員数(名) 

乗換案内事業 121(42) 

マルチメディア事業 3( 1) 

その他 1(―) 

全社(共通) 15( 1) 

合計 140(44) 
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