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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】 

(1) 連結経営指標等 

 

回次 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期 

決算年月 平成11年９月 平成12年９月 平成13年９月 平成14年９月 平成15年９月

売上高 (千円) ― ― 1,057,512 1,074,572 1,156,573

経常利益 (千円) ― ― 161,001 235,404 161,455

当期純利益 (千円) ― ― 81,372 130,450 84,784

純資産額 (千円) ― ― 716,090 834,015 1,102,689

総資産額 (千円) ― ― 892,220 1,057,371 1,315,651

１株当たり純資産額 (円) ― ― 4,517.92 175.40 207.97

１株当たり当期純利益 (円) ― ― 513.39 27.43 15.04

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 80.3 78.9 83.8

自己資本利益率 (％) ― ― 11.4 16.8 8.8

株価収益率 (倍) ― ― ― ― 23.3

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― △12,368 181,786 △32,038

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― 68,865 8,169 △52,055

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― △26,612 △28,230 175,258

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) ― ― 541,513 703,467 793,615

従業員数 (名) ― ―
29
(10)

43 
(11)

48
(7)

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第22期より連結財務諸表を作成しております。 

３ 第23期については、平成14年７月２日付で、普通株式１株を30株に分割しております。なお、１株当た

り当期純利益は、期首に分割が行われたものとして計算しております。 

４ 第22期、第23期、第24期は潜在株式がないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の記載を行って

おりません。 

５ 第24期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成14年９月25日企業

会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 

平成14年９月25日 企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。なお、同会計基準及び適用指

針の適用に伴う影響については、連結財務諸表の（１株当たり情報）注記事項に記載のとおりでありま

す。 
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６ 自己資本利益率につきましては、期首期末平均純資産額に基づいて算出しております。なお、第22期に

つきましては連結財務諸表作成初年度になりますので、期末純資産額のみに基づいて算出しております。 

７ 第23期以前の株価収益率につきましては、当社株式が非上場、非登録であり、株価の把握が困難なため

記載しておりません。 

８ 従業員数は、使用人兼務役員を含まない就業人数であります。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。 

９ 当社は平成14年７月２日付で普通株式１株につき30株の分割を行っております。そこで、株式会社大阪

証券取引所の引受責任者宛通知「上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)の作成上の留意点等につい

て」(平成13年10月15日付大証上場第300号)に基づき当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及計算を行

った場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げると以下のとおりとなります。なお、当該数値につ

いては八重洲監査法人の監査を受けておりません。 

 

回次 第20期 第21期 第22期 

決算年月 平成11年９月 平成12年９月 平成13年９月 

１株当たり純資産額 (円) ― ― 150.60

１株当たり当期純利益 (円) ― ― 17.11
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 (2) 提出会社の経営指標等 

 

回次 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期 

決算年月 平成11年９月 平成12年９月 平成13年９月 平成14年９月 平成15年９月

売上高 (千円) 705,677 1,135,002 1,035,953 1,018,931 1,018,044

経常利益 (千円) 133,799 276,671 155,195 217,428 142,299

当期純利益 (千円) 54,178 148,029 104,728 117,082 74,489

資本金 (千円) 31,500 194,375 194,375 194,375 277,375

発行済株式総数 (株) 63,000 158,500 158,500 4,755,000 5,255,000

純資産額 (千円) 146,496 630,359 721,397 825,954 1,086,833

総資産額 (千円) 442,467 917,976 896,229 1,040,846 1,288,577

１株当たり純資産額 (円) 2,325.35 3,977.03 4,551.41 173.70 205.68

１株当たり配当額 

(内１株当たり 
中間配当額) 

(円) 

(円) 

―

(―)

旧株50
新１株32
新２株12

(―)

50

(―)

2 

(―)

2

(―)

１株当たり当期純利益 (円) 859.98 1,858.36 660.75 24.62 13.74

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 33.1 68.7 80.5 79.4 84.3

自己資本利益率 (％) 45.4 38.2 15.5 15.1 7.8

株価収益率 (倍) ― ― ― ― 25.5

配当性向 (％) ― 4.8 7.6 8.1 14.6

従業員数 (名) 
33
(7)

26
(7)

29
(10)

43 
(10)

46
(7)

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第22期、第23期、第24期につきましては、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査を八重洲監査法

人により受けておりますが、第20期、第21期については受けておりません。 

３ 第19期において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していない商法上の決算が行われ

ておりました。具体的には、賞与引当金の計上不足と、事業税の発生主義での計上が行われておりませ

んでした。当社では、平成12年12月21日開催の定時株主総会において、上記項目について第19期及び第

20期の決算の修正が承認されたことにより、上記の主要な経営指標等は、修正後の決算に基づく数値を

記載しております。 

４ 第21期の１株当たり配当額の新１株は、平成12年２月10日付の第三者割当増資に係るものであり、新２

株は平成12年７月11日付の第三者割当増資に係るものであります。 

５ 第23期については、平成14年７月２日付で、普通株式１株を30株に分割しております。なお、１株当た

り当期純利益は、期首に分割が行われたものとして計算しております。 

６ 第21期、第22期、第23期、第24期は潜在株式がないため、第20期は、新株引受権付社債(社債は償還済

み)を発行しておりましたが当社株式は非上場、非登録であり、株価を把握できないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の記載を行っておりません。 

７ 第24期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企
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業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 

平成14年９月25日 企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。なお、同会計基準及び適用指

針の適用に伴う影響については、財務諸表の（１株当たり情報）注記事項に記載のとおりであります。 

８ 自己資本利益率につきましては、期首期末平均純資産額に基づいて算出しております。 

９ 第23期以前の株価収益率につきましては、当社株式が非上場、非登録であり、株価の把握が困難なため

記載しておりません。 

10 従業員数は、使用人兼務役員を含まない就業人数であります。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。 

11 当社は平成14年７月２日付で普通株式１株につき30株の分割を行っております。そこで、株式会社大阪

証券取引所の引受責任者宛通知「上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)の作成上の留意点等につい

て」(平成13年10月15日付大証上場第300号)に基づき当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及計算を行

った場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げると以下のとおりとなります。なお、当該数値につ

いては八重洲監査法人の監査を受けておりません。 

 

回次 第20期 第21期 第22期 

決算年月 平成11年９月 平成12年９月 平成13年９月 

１株当たり純資産額 (円) 77.51 132.57 151.71

１株当たり配当額 (円) ―
旧株1.67 

新１株1.07 
新２株0.40 

1.67

(内１株当たり 
中間配当額) 

(円) (―) (―) (―)

１株当たり当期純利益 (円) 28.67 61.95 22.02
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２ 【沿革】 

 

年月 事項 

昭和54年12月 ソフトウェ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。 
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３ 【事業の内容】 

当社グループは、当社および当社の連結子会社でありますコンパスティービー株式会社で構成され

ております。 

主な事業の内容は、鉄道等の経路検索・運賃計算ソフトウェア「乗換案内」の製造・販売、ホーム

ページおよび携帯電話での「乗換案内」および付随サービスの提供、および家庭用ゲームソフトの製

造・販売であります。 

コンパスティービー株式会社は、主に広告代理業および旅行代理業を営んでおります。当社との主

な関係は、当社の携帯電話向け「乗換案内」の広告スペースの販売であります。 

 

事業の種類別セグメントの区分は、「乗換案内事業」、「マルチメディア事業」、「その他」とい

たしております。それぞれの内容は以下の通りであります。 

なお、「その他」以外につきましては、事業の内容における事業区分と同一であります。 

 

乗換案内事業 

個人向けには、パソコンソフト「乗換案内 時刻表対応版」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、イントラネット版「乗換案内」等の販売および、コ

ンピューターシステムの受託開発会社経由での旅費精算システム部分への組み込み等を行っており

ます。 

ホームページ・携帯電話でも「乗換案内」の提供を行っております。広告スペースの販売やホテ

ル予約等の旅行関連サービスの提供を収益源といたしております。 

当社およびコンパスティービー株式会社にて事業を行っております。 

 

マルチメディア事業 

「ハムスター倶楽部」シリーズ等の家庭用ゲームソフトの開発・販売、携帯電話向けゲームの提

供等を行っております。また、電子出版についてもサービスの提供をいたしております。 

当社にて事業を行っております。 

 

その他 

上記の事業に区分されない、受託ソフトウェア開発、専門学校への講師派遣等の事業は、セグメ

ント区分上、その他として一括しております。 

当社にて事業を行っております。 
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当社グループの事業系統図は以下の通りであります。 
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４ 【関係会社の状況】 

 

議決権の 
所有(被所有)割合 

名称 住所 
資本金又は
出資金 
(千円) 

主要な事業 
の内容 所有割合

(％) 
被所有割合 

(％) 

関係内容 

(連結子会社) 
コンパスティービー株式会社 
(注) 

東京都新宿区 20,000 乗換案内事業 100 ― 
「乗換案内」の広告販売 
役員の兼任1名 

(注) １ 「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ 特定子会社に該当する関係会社はありません。 

３ 有価証券届出書及び有価証券報告書を提出している関係会社はありません。 

４ 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100分の10を超えております。 

       主要な損益情報等 ① 売上高   195,355千円 

                ② 経常利益   22,849千円 

                ③ 当期純利益  13,991千円 

                ④ 純資産額   35,825千円 

                ⑤ 総資産額   64,543千円 

 

５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成15年９月30日現在 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名) 

乗換案内事業 29 (2) 

マルチメディア事業 7  (5) 

その他 7  (-) 

全社(共通)  5  (-) 

合計 48  (7) 

(注) １ 従業員数は、使用人兼務役員を含まない就業人数であります。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15年９月30日現在 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

46 (7)  30.45 4.92 3,837,670 

(注) １ 従業員数は、使用人兼務役員を含まない就業人数であります。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、賞与及び基準千円外賃金を含んでおります。 

 

(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。 




