
01期決算公告 02期決算公告

金額(単位千円） 金額(単位千円）

10,762 11,873

1,583 2,391

12,345 14,264

2,245 3,002

- 1,100

10,000 10,000

10,000 10,000

- -
資本準備金 - 資本準備金 -

99 161

利益準備金 - 利益準備金 -
その他利益剰余金 99 その他利益剰余金 161

（うち当期純利益） 99 （うち当期純利益） 61

12,345 14,264

03期決算公告 04期決算公告

金額(単位千円） 金額(単位千円）

15,228 23,158

3,082 2,158

18,311 25,316

4,273 5,753

3,860 9,067

10,000 10,000

10,000 10,000

- -
資本準備金 - 資本準備金 -

177 495

利益準備金 - 利益準備金 -
その他利益剰余金 177 その他利益剰余金 495

（うち当期純利益） 16 （うち当期純利益） 317

18,311 25,316

05期決算公告 06期決算公告

金額(単位千円） 金額(単位千円）

29,939 40,101

2,273 1,883

32,213 41,984

9,356 14,047

10,779 7,846

10,000 10,000

10,000 10,000

- -
資本準備金 - 資本準備金 -

2,077 10,091

利益準備金 - 利益準備金 -
その他利益剰余金 2,077 その他利益剰余金 10,091

（うち当期純利益） 1,582 （うち当期純利益） 8,013

32,213 41,984

資本剰余金 資本剰余金

利益剰余金 利益剰余金

合　　　　　計 合　　　　　計

負債及び
純資産の部

流動負債

負債及び
純資産の部

流動負債
固定負債 固定負債
株主資本 株主資本
資本金 資本金

資産の部
流　動　資　産

資産の部
流　動　資　産

固　定　資　産 固　定　資　産
合　　　　　計 合　　　　　計

平成21年5月31日 平成22年5月31日

貸借対照表の要旨（平成21年3月31日現在） 貸借対照表の要旨（平成22年3月31日現在）
科目 科目

資本剰余金 資本剰余金

利益剰余金 利益剰余金

合　　　　　計 合　　　　　計

負債及び
純資産の部

流動負債

負債及び
純資産の部

流動負債
固定負債 固定負債
株主資本 株主資本
資本金 資本金

資産の部
流　動　資　産

資産の部
流　動　資　産

固　定　資　産 固　定　資　産
合　　　　　計 合　　　　　計

平成19年5月31日 平成20年5月31日

貸借対照表の要旨（平成19年3月31日現在） 貸借対照表の要旨（平成20年3月31日現在）
科目 科目

資本金
資本剰余金 資本剰余金

利益剰余金 利益剰余金

合　　　　　計 合　　　　　計

合　　　　　計

負債及び
純資産の部

流動負債

負債及び
純資産の部

流動負債
固定負債 固定負債
株主資本 株主資本
資本金

株式会社ＪＩＭ　ＣＯＭＰＡＮＹ　決算公告

科目 科目

資産の部
流　動　資　産

資産の部
流　動　資　産

固　定　資　産 固　定　資　産
合　　　　　計

東京都中央区日本橋茅場町2-3-8
代表取締役　中水正弥

平成17年5月31日 平成18年5月31日

貸借対照表の要旨（平成17年3月31日現在） 貸借対照表の要旨（平成18年3月31日現在）



07期決算公告 08期決算公告

金額(単位千円） 金額(単位千円）

41,025 42,015

2,697 3,919

43,723 45,934

11,456 11,552

6,154 2,224

10,000 10,000

10,000 10,000

- -
資本準備金 - 資本準備金 -

16,112 22,157

利益準備金 - 利益準備金 -
その他利益剰余金 16,112 その他利益剰余金 22,157

（うち当期純利益） 6,021 （うち当期純利益） 6,044

43,723 41,984

09期決算公告 10期決算公告

金額(単位千円） 金額(単位千円）

43,471 24,985              

3,912 17,836              

47,384 42,822

13,050 186                  

-                     -                     

10,000 10,000              

10,000 10,000              

- -

資本準備金 - 資本準備金 -

24,333 24,920              

利益準備金 - 利益準備金 -

その他利益剰余金 24,333 その他利益剰余金 24,333              

（うち当期純利益） 2,175 （うち当期純利益） 586                  

47,384 42,822

負債及び
純資産の部

流動負債
固定負債
株主資本
資本金
資本剰余金

利益剰余金

合　　　　　計

平成26年5月31日

貸借対照表の要旨（平成26年3月31日現在）
科目

資産の部
流　動　資　産
固　定　資　産
合　　　　　計

負債及び
純資産の部

流動負債
固定負債
株主資本
資本金
資本剰余金

利益剰余金

合　　　　　計

平成25年5月31日

貸借対照表の要旨（平成25年3月31日現在）
科目

資産の部
流　動　資　産
固　定　資　産
合　　　　　計

資本剰余金 資本剰余金

利益剰余金 利益剰余金

合　　　　　計 合　　　　　計

負債及び
純資産の部

流動負債

負債及び
純資産の部

流動負債
固定負債 固定負債
株主資本 株主資本
資本金 資本金

資産の部
流　動　資　産

資産の部
流　動　資　産

固　定　資　産 固　定　資　産
合　　　　　計 合　　　　　計

平成23年5月31日 平成24年5月31日

貸借対照表の要旨（平成23年3月31日現在） 貸借対照表の要旨（平成24年3月31日現在）
科目 科目


