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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 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第６期より連結財務諸表を作成しておりますので、それ以前については記載しておりません。 

３．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は［ ］内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しておりま

す。 

４．第７期及び第８期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株

当たり当期純損失であるため記載しておりません。 

５．第９期より「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。 

回次 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期 

決算年月 平成14年９月 平成15年９月 平成16年９月 平成17年９月 平成18年９月 

売上高（千円） ― 3,782,592 6,056,553 8,828,863 5,002,034 

経常利益又は経常損失（△）

（千円） 
― △128,792 △540,010 105,110 △480,952 

当期純利益又は当期純損失

（△）（千円） 
― 98,021 △655,054 △4,305,694 462,656 

純資産額（千円） ― 1,324,314 2,304,604 1,584,756 3,473,708 

総資産額（千円） ― 3,594,450 3,374,839 3,349,216 4,087,322 

１株当たり純資産額（円） ― 38,226.91 49,996.95 23,449.77 40,086.23 

１株当たり当期純利益金額又

は当期純損失金額(△)(円) 
― 3,831.20 △18,280.42 △74,665.34 5,797.30 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（円） 
― 3,695.01 ― ― 5,788.73 

自己資本比率（％） ― 36.8 68.3 47.3 84.4 

自己資本利益率（％） ― 6.1 △36.1 △221.4 18.4 

株価収益率（倍） ― 45.94 ― ― 3.44 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
― 82,208 △328,191 △782,108 △624,094 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
― 1,634,250 △187,461 △3,384,977 997,200 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
― △1,447,068 404,508 3,961,740 447,328 

現金及び現金同等物の期末残

高（千円） 
― 1,919,301 1,808,156 1,602,810 2,423,244 

従業員数 

[外、平均臨時雇用者数] 

（名） 

― 
115 

[46] 

144 

[46] 

160 

[36] 

155 

[48] 



(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．第６期より連結財務諸表を作成しているため、「持分法を適用した場合の投資利益」の記載は行っておりま
せん。 

３．第５期、第７期及び第８期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するも
のの１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 

４．第６期よりキャッシュ・フローの状況は連結ベースで作成しております。 
５．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は［ ］内に年間の平均人員を外数で記載しております。 
６．第９期より「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。  

回次 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期 

決算年月 平成14年９月 平成15年９月 平成16年９月 平成17年９月 平成18年９月 

売上高(千円) 1,036,761 3,384,329 5,238,794 6,645,710 4,524,159 

経常利益又は経常損失(△)

(千円) 
5,780 △99,678 △415,437 167,526 △449,694 

当期純利益又は当期純損失

(△)(千円) 
△29,746 43,346 △544,385 △4,436,207 484,944 

持分法を適用した場合の投資

利益(千円) 
10,773 ― ― ― ― 

資本金(千円) 849,500 1,284,097 2,275,435 4,070,476 4,770,992 

発行済株式総数(株) 25,108 34,918 48,396 69,882 88,321 

純資産額(千円) 1,906,828 1,358,528 2,449,889 1,598,621 3,505,491 

総資産額(千円) 2,040,031 3,557,322 3,513,352 3,141,276 3,950,488 

１株当たり純資産額(円) 75,945.04 39,214.53 53,148.81 23,654.93 40,455.71 

１株当たり配当額(円) ― ― ― ― ― 

１株当たり当期純利益金額又

は当期純損失金額(△)(円) 
△1,184.72 1,694.21 △15,192.00 △76,928.59 6,076.57 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額(円) 
― 1,633.29 ― ― 6,067.59 

自己資本比率(％) 93.5 38.2 69.7 50.9 88.1 

自己資本利益率(％) △1.6 2.7 △28.6 △219.2 19.1 

株価収益率(倍) ― 103.88 ― ― 3.28 

配当性向(％) ― ― ― ― ― 

営業活動によるキャッシュ・

フロー(千円) 
△16,514 ― ― ― ― 

投資活動によるキャッシュ・

フロー(千円) 
338,501 ― ― ― ― 

財務活動によるキャッシュ・

フロー(千円) 
― ― ― ― ― 

現金及び現金同等物の期末残

高(千円) 
829,170 ― ― ― ― 

従業員数 

[外、平均臨時雇用者数](名) 

29 

［ 1］

100 

［ 43］

129 

［ 43］

147 

［ 32］

144 

[46] 



２【沿革】 

 提出会社は平成15年３月１日に、人材請負派遣業を営む㈱トラストワークを吸収合併し、現在に至っております。

従いまして、被合併会社の主な沿革を、ご参考まで付記しております。 

年月 沿革 

平成９年10月 ㈱オープンループ設立（本社：北海道札幌市、資本金12,000千円）、情報セキュリティ技術の受

託開発を開始 

平成12年５月 ㈱インデックスと合弁で携帯電話向けJava開発会社「㈱コネクト（現㈱コネクトテクノロジー

ズ）」設立（平成15年２月売却） 

平成12年11月 社外取締役・社外監査役を導入 

平成13年３月 大阪証券取引所ナスダック・ジャパン（現 ヘラクレス）市場スタンダードに上場 

平成13年11月 オフィスを北海道札幌市清田区北野１条２丁目10番40号（旧本社所在地）に移転 

平成14年12月 定時株主総会において、㈱トラストワークとの合併契約書承認を決議 

平成15年３月 ㈱オープンループを存続会社として、㈱トラストワークを吸収合併(㈱トラストワークは解散、

同社の旧本社と同住所に東京支社を設置) 

合併に伴い㈱トラスト・エスピー・キューブ及び㈱トラスト・リンクが子会社となり、㈱アイキ

ャスト及び興和国際有限公司が関連会社となる 

（㈱トラスト・リンクは平成16年９月に全株式を売却、非子会社化） 

平成15年８月 ㈱アイキャスト株式を全株売却 

平成15年11月  ネオ・コミュニケーションズ・オムニメディア㈱と資本業務提携 

（平成16年11月に同提携を解消）  

平成16年１月 福岡支店を開設 

平成16年３月 ㈱キャリアビジョン（ワタミフードサービス㈱子会社、現ワタミユニバーシティ㈱）より営業

（同社キャスティング事業部）を一部譲受  

平成16年７月 組織変更を実施（「hibarai ソリューション本部」を「ヒューマンリソーシズ本部」に、「管理

本部」を「経営管理本部」にそれぞれ名称を変更、また平成16年6月29日付にて連結子会社「㈱

ゆんファクトリー」を「㈱ヒバライバンク」に商号変更）  

平成16年８月 札幌支店を開設 

研修センターの東京都新宿区における開設を発表（平成16年10月より稼動開始） 

個人情報漏えい抑制システム「AdmieSafe」を開発、販売を開始 

日次給与決済システム「hibarai Engine」ソフトウェアの開発を完了(９月より正式販売開始) 

平成16年９月 本社の現所在地（北海道札幌市中央区北一条西三丁目２番地 井門札幌ビル９階）への移転を発

表 （平成16年10月より営業開始） 

㈱ヒューマンアウトソーシングの全株式を取得、連結子会社化 

㈱トラスト・リンクの全株式（1,770株）を㈱三光商会に譲渡、非子会社化 

平成17年２月 仙台支店を開設 

平成17年３月 

  

  

  

  

平成電電㈱との包括的提携の基本合意(平成17年２月締結)に基づき、業務提携契約書及び㈱ヒュ

ーマンアウトソーシングによるカスタマーサービス（インバウンド）関連営業譲受契約書を同社

と締結（平成17年10月 平成電電㈱の民事再生手続開始の申立て後、同社からの解除通知受領に

より両契約共解除） 

研修センター（東京都新宿区）において増床を実施、テレマーケティング関連対応機能を強化 

平成17年４月 ㈲ディー・フロンティアを設立 

平成17年５月 ㈲コールスタッフィング及び㈲ワイズマネージメント（現㈱トップランダー）を設立 

平成17年６月 渋谷新南口・新宿西口・仙台広瀬通の三支店を開設、梅田支店を移転 

ＩＰ携帯電話向け暗号ライブラリ「CycloCipher Wi-MAX」を開発、販売を開始 

平成17年７月 沖縄支店を開設 

平成17年９月 金沢支店を開設 

ハードディスク暗号化ソフトウェア「ShieldEyes-HDD」を開発、販売を開始  

平成17年11月 厚木支店を開設  

平成17年12月 ㈱オープンループインベストメントを設立  

平成18年２月 上野支店を開設 

㈱ヒューマンアウトソーシングが、カスタマーサービス（インバウンド）関連営業・資産を、平

成電電コミュニケーションズ ㈱（現 ＤＴコミュニケーションズ㈱）に営業譲渡   

平成18年５月 東京支社を現所在地（東京都新宿区新宿四丁目３番17号 ダヴィンチ新宿７階）へ移転  

「内部統制システム構築の基本方針」を策定  

平成18年９月 ㈲グローリービジョンを、㈱アスペイワークへと商号変更  

㈲ワイズマネージメントを、㈱トップランダーへと商号変更   



（ご参考）被合併会社（㈱トラストワーク）の沿革 

年月 沿革 

平成４年５月 ㈲長城を設立（東京都杉並区） 

平成６年11月 株式会社へ組織変更、商号を㈱グレートウォールに変更 

平成６年12月 本社を東京都新宿区に移転 

平成９年10月 ㈱トラストワークに商号を変更 

平成12年９月 ㈱トラストワーク一般労働者派遣業許可取得 

平成13年５月 ㈱トラストワーク有料職業紹介事業許可取得 

平成14年２月 本店を東京都新宿区へ移転 

平成14年２月 ㈱ベンチャー・リンクと合弁で、㈱トラスト・リンクを設立 

平成14年６月 イベント等へのスタッフ供給に特化した㈱トラスト・エスピー・キューブを設立 

平成14年７月 ＦＣ向け人材サービスノウハウ獲得を狙いとして、宅配寿司の「銀のさら」に店舗運営フランチ

ャイジーとして加盟 

平成14年12月 臨時株主総会において、㈱オープンループとの合併契約書承認を決議 

平成15年３月 ㈱オープンループと合併（㈱トラストワークは解散） 



３【事業の内容】 

 当社グループは、㈱オープンループ(以下当社)並びに連結子会社８社より構成されております。 

 当社グループは「ＩＴセキュリティ事業」、及び人材アウトソーシングサービスを提供する「ヒューマンリソーシズ

事業」を展開しております。 

 「ＩＴセキュリティ事業」は、創業以来培ってきたＩＴセキュリティの開発及びエンベディット（製品への組込）技

術等のノウハウに立脚した、ＩＴ技術者派遣・ＩＴコンサルティング等の業務から構成されております。 

 「ヒューマンリソーシズ事業」は、当社グループ連結売上高の９割強を構成する主力事業であります。 

 同事業は、飲食・建築・物流関連等の幅広い分野で労働者派遣法に基づく一般労働者派遣事業・軽作業請負等を展開

する「ゼネラルアウトソーシング事業」、及びＣＲＭ(コールセンター業務等の運営委託)関連・セールスプロモーショ

ン関連の人材アウトソーシング業務を展開する「セールスアウトソーシング事業」から構成されています。 

 連結子会社は、セールスプロモーション関連の人材アウトソーシングを行なう㈱トラスト・エスピー・キューブ、当

社が独自に運営する「hibarai Engine」事業を行なう㈱ヒバライバンク、投資事業を行なう㈱オープンループインベス

トメント、及び㈱ヒューマンアウトソーシング、㈱アスペイワーク、㈱トップランダー、㈲ディー・フロンティア、㈲

コールスタッフィングの計８社となっております。（当連結会計年度において、㈲グローリービジョンは㈱アスペイワ

ークに、㈲ワイズマネージメントは㈱トップランダーに、それぞれ社名を変更しております。） 

 なお、関連会社でありました興和国際有限公司については当連結会計年度において全株を売却しております。 

事業の系統図は、次のとおりであります。 



 また、セグメント別事業主体ならびに事業内容は以下のとおりであります。 

（注）１．＿＿下線は、事業の種類別セグメント情報の区分です。 

２．㈱オープンループインベストメント及び㈱トップランダー（旧社名 ㈲ワイズマネージメント）は当連結会

計年度において売上は発生しておりません。 

３．㈱トップランダーは、平成18年11月30日付で㈱オープンループパートナーズに商号変更しております（以下

同様）。  

事業区分 事業主体 主な事業内容 

 ＩＴセキュリティ事業 
 ㈱オープンループ 

 （当社）ＩＴセキュリティ本部 

ＩＴセキュリティ技術に関連するコンサルテ

ィング、技術者派遣、及び製品・サービスの

開発・保守・販売 

 －関連ＩＴコンサルティング 

 －システム事業向け製品／サービス分野 

 

ヒューマンリソーシズ事業     

ゼネラル 

アウトソーシング事業 

 ㈱オープンループ（当社） 

 ・ヒューマンリソーシズ本部 

経営効率の改善を求めるニーズに対応した 

アウトソーシング  

建築関連/イベント関連/飲食店舗運営/物流関連/各種

軽作業等 

セールス 

アウトソーシング事業 

 ㈱オープンループ（当社） 

 ・ヒューマンリソーシズ本部 

ＣＲＭ（コールセンター業務等の運営受

託）  

 －インバウンド業務（顧客からの電話に対する応

答代行業務） 

 －アウトバウンド業務（顧客への電話による勧

誘・ヒアリング等の代行業務） 

 －データ入力業務等（上記業務に伴い発生するデ

ータ入力業務） 

 ㈱アスペイワーク 

 ㈱ヒューマンアウトソーシング 

 ㈱トップランダー 

 ㈲ディー・フロンティア  

 ㈲コールスタッフィング  

（連結子会社）  

ＣＲＭインバウンド業務・ＣＲＭアウトバウ

ンド業務に関わるセールスアウトソーシング

事業（当社出資比率100％）  

 ㈱トラスト・エスピー・キューブ 

（連結子会社） 

メーカーや販社の店頭販売業務の受託・短期

請負業務等のセ－ルスアウトソーシング事業

（当社出資比率100％） 

[新規事業] 

 ㈱オープンループ（当社） 

 ・ＩＴセキュリティ本部 

 ・ヒューマンリソーシズ本部  

新規事業の企画開発・運営・推進 

 ㈱ヒバライバンク 

 （連結子会社） 

「hibarai Engine」の運営業務 

金融サービス業務 

（当社出資比率99.6％） 

 ㈱オープンループインベストメント 

 （連結子会社） 

投資事業 

（当社出資比率100％） 



４【関係会社の状況】 

  当連結会計年度において、㈱オープンループインベストメントが新たに提出会社の子会社となりました。また、前

連結会計年度において設立された㈱アスペイワーク（旧社名 ㈲グローリービジョン）は、当連結会計年度において

100％子会社化したため、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。 

 また、前連結会計年度において持分法適用関連会社であった興和国際有限公司について、当連結会計年度において

同社株式を全株売却しました。 

 （注）１．主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．当連結会計年度において投資事業を主たる業務として新たに設立しましたが、売上が発生しておりませんの

で、事業の種類別セグメント上、同社の営業費用は「消去又は全社」に含めております。 

３．債務超過会社で債務超過の額は、平成18年９月末時点で2,001,648千円となっております。 

５【従業員の状況】 

(1）連結会社における状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は［ ］内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

２．全社（共通）は、人事、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。 

名  称 住所 
資本金又は
出資金 
（千円） 

主な事業の内容 
議決権の 
所有割合 
(％) 

関係内容 

(連結子会社)           

㈱トラスト・エスピー・キ

ューブ 

東京都 

新宿区 
50,000 

セールスアウト

ソーシング事業 
100.0 

当社と相互にイベント関連請負

業務の受注を受けております。

役員の兼任  ２名 

㈱ヒバライバンク 
東京都 

新宿区 
100,000 

ＩＴセキュリテ

ィ事業 
99.6 

当社と相互に事業展開及び商品

開発を進めております。 

役員の兼任  ３名 

㈱オープンループインベス

トメント  

(注)２ 

東京都 

新宿区 
100,000 投資事業  100.0 

当社グループとして最大限の投

資効果を得るため相互に情報を

提供しております。  

役員の兼任  ２名 

㈱アスペイワーク（旧社

名 ㈲グローリービジョン） 

東京都 

新宿区 
15,000 

セールスアウト

ソーシング事業 
100.0 

当社と相互にＣＲＭ業務の受注

を受けております。 

役員の兼任  ２名 

㈱トップランダー（旧社

名 ㈲ワイズマネージメン

ト）  

東京都 

渋谷区 
3,000 

セールスアウト

ソーシング事業  
100.0 

当社と相互にＣＲＭ業務の受注

を受けております。  

㈱ヒューマンアウトソーシ

ング 

(注)３ 

東京都 

新宿区 
100,000 

セールスアウト

ソーシング事業 
100.0 

当社と相互にＣＲＭ業務の受注

を受けております。 

 役員の兼任  ２名 

㈲ディー・フロンティア 
東京都 

新宿区 
3,000 

セールスアウト

ソーシング事業 
100.0 

当社と相互にＣＲＭ業務の受注

を受けております。 

㈲コールスタッフィング 
東京都 

新宿区 
3,000 

セールスアウト

ソーシング事業 
100.0 

当社と相互にＣＲＭ業務の受注

を受けております。 

  平成18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） 

ＩＴセキュリティ事業 2 ― 

ゼネラルアウトソーシング事業 54 [26] 

セールスアウトソーシング事業 72 [22] 

全社（共通） 27 ― 

合計 155 [48] 



(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は［ ］内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

２．年間平均給与は、賞与を含んでおります。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されていませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年９月30日現在

従業員数（名） 平均年令（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

144 [46]  31.9 3.0 4,468 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当連結会計年度(平成17年10月１日～平成18年９月30日)におけるわが国経済は、原油価格高騰等の懸念材料を有し

ながらも、輸出の回復、設備投資の増加等を背景とする企業収益の改善が全般的に進んでおります。雇用情勢及び個

人消費も引き続き堅調に推移しており、景気回復期間は戦後最長のいざなぎ景気を超え、長期安定化の様相を呈して

きております。 

  

 当連結会計年度における連結売上高は、前連結会計年度比43.3%減の5,002百万円となりました。 

 当社の主要取引先でありました平成電電㈱の民事再生手続開始の申立て（同社は最終的に破産手続へ移行）によ

り、前連結会計年度において多額の特別損失を計上し、遺憾ながら、ＣＲＭ業務関連売上の大きな減少が見込まれる

状況からの出発となりました。 

 このため、当連結会計年度を「企業体力の回復と再生に努める年度」と位置づけ、従来の「先行投資による新規事

業育成を重視した経営戦略」からの転換を図り、「適正なコスト構造と効率的なオペレーション体制に立脚した、本

業集中による利益追求型の企業体質」への転換を進めてまいりました。 

  

 具体的には、 

 (1)顧客構成の多様化と、既存・新規営業推進による、売上の早期回復 

 (2)経営資源の集中とコスト構造の徹底した見直しによる、利益体質の実現 

の二点を中核方針として掲げ、企業体質の健全化と業績の回復を図ってまいりました。 

 (1)の売上回復施策においては、信用リスク管理の徹底による顧客構成の多様化と分散を進め、採算性の見込める

地域への積極的出店を行うと同時に、不採算拠点の統廃合を、迅速に実施いたしました。 

 (2)の損益改善施策においても、中核拠点となる東京支社移転を含めた支店の統廃合による賃借料削減、人員削減

等による人件費削減、不採算事業の廃止等による固定費削減を中心に、抜本的なコスト削減を集中して進め、来期以

降の事業運営コストの適正化に向けた道筋をつけました。 

  

 これら具体策の実施により、既に当下半期以降において対売上高損失割合の大幅な縮小を持続的に実現しており、

翌連結会計年度を展望した体質の改善は着実に進んでおります。 

 前連結会計年度における売上・営業利益水準までの完全回復に至るにはまだ相応の時間を要する見通しであるもの

の、期初に比して明らかに急速な体質改善を見ていることから、推進中の各種施策は基本的に奏効しているものと考

えております。 

 引き続きスピードアップ及び数値検証による徹底をはかり、一層の業績改善効果を引き出してまいります。 

  

 また、セグメント別に見た売上高(売上高構成比)は、ＩＴセキュリティ事業が77百万円(1.6%)、ゼネラルアウトソ

ーシング事業が2,552百万円(51.0%)、セールスアウトソーシング事業が2,371百万円(47.4%)、となっております。 

 事業の部門別の業績は、次のとおりです。  

①ＩＴセキュリティ事業 

 ＩＴセキュリティ事業における売上高は、前連結会計年度比80.5％減の77百万円となりました。平成18年7月に

㈱Ｅ.Ｂ.Ａ.との協業による開発製品『Ｅ-コマースウェブ物流開発システム』の売上を計上したものの、期を通じ

て大型の開発案件の受託を欠いたことから、売上高は大きく減少いたしました。 

 当下半期以降、これまでの主要業務であった自社製品・サービスの新規開発・販売業務から撤退し、低固定費

化・高粗利確保が可能なコンサルティング・技術者派遣業務へと全面的に移行しております。   

②ヒューマンリソーシズ事業 

 ヒューマンリソーシズ事業は、ゼネラルアウトソーシング事業及びセールスアウトソーシング事業から構成され

る、人材アウトソーシング業務全般を展開しております。 

 分野別には、以下の５分野を中核とした業務展開を行っております。 

（1）ＣＲＭ（コールセンター業務等の運営受託） 

（2）フードサービス 

（3）ロジスティクス（物流） 

（4）コンストラクション（建築） 

（5）セールスプロモーション 

  

 ゼネラルアウトソーシング事業における売上高は、前連結会計年度比0.5％減の2,552百万円となりました。旺盛

な顧客需要を追い風に、売上増を見込める地域への新規出店を実施し、積極的な営業活動を展開いたしました。受



注単価の下落等が影響したことから売上高はほぼ横ばいとなったものの、翌連結会計年度を展望した顧客基盤の拡

大・深耕を、着実に進めることができました。 

 セールスアウトソーシング事業における売上高は、前連結会計年度比59.5％減の2,371百万円となりました。平

成電電㈱向け売上の減少からの回復を図るべく、多様な顧客層に向けたＣＲＭ関連案件の提案及び受注活動の強化

を積極的に行いました。また、並行して不採算支店の統廃合と人員異動によるコスト削減、及び経営資源の効率的

再配分を急ピッチで進めましたが、売上の減少額が大幅であったため、当連結会計年度における回復に至りません

でした。 

(2）キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比して820百万円増

加し、2,423百万円となりました。これは営業活動により624百万円の資金を使用したものの、投資活動により997百

万円、財務活動により447百万円の資金を得たためです。 

 なお、営業活動によるキャッシュ・フローに投資活動によるキャッシュ・フローを加算したフリー・キャッシュ・

フローは、前連結会計年度においては4,167百万円のマイナスであったのに対し、当連結会計年度においては373百万

円のプラスに転じております。 

 明細は以下のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、624百万円（前年同期比20.2％減）となりました。 

  増加要因として税金等調整前当期純利益500百万円の計上、減価償却費40百万円、減損損失186百万円、売上債権の

減少109百万円、未収消費税等の減少100百万円等があったものの、減少要因として、貸倒引当金の減少81百万円、投

資損失引当金の減少150百万円、営業譲渡益970百万円、仕入債務の減少95百万円、未払金の減少51百万円等があった

ことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果増加した資金は、997百万円（前連結会計年度は3,384百万円の資金減少）となりました。 

  減少要因として、投資有価証券の取得による支出495百万円、有形固定資産の取得による支出31百万円、無形固定

資産の取得による支出17百万円等があったものの、増加要因として、投資有価証券の売却による収入492百万円、貸

付金の回収による収入19百万円、営業譲渡による収入1,000百万円等があったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は、447百万円（前年同期比88.7％減）となりました。 

 減少要因として、短期借入金の純減少額が850百万円、社債の償還による支出60百万円、長期借入金の返済による

支出10百万円等があったものの、増加要因として、株式の発行による収入392百万円、転換社債の発行による収入973

百万円等があったことによるものです。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当社のＩＴセキュリティ事業における製作業務は受注生産であり、その製作業務の期間も短いため現在のところ

生産実績は販売実績にほぼ一致しております。従って生産実績に関しては販売実績の欄をご参照願います。 

 また、セールスアウトソーシング事業、ゼネラルアウトソーシング事業では生産活動を行っておりません。 

(2）受注実績 

当連結会計年度における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、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．セールスアウトソーシング事業については受注時の業務量がその後の顧客の要望に合わせて変更することが

多いこと、またゼネラルアウトソーシング事業においては前日ないし前々日に受注することが多く受注から

売上計上までの期間が極めて短いことから、それぞれ受注規模を金額で示すことは行っておりません。  

  

(3）販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、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．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 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメント 
受注高 
（千円） 

前連結会計年度比
（％） 

受注残高 
（千円） 

前連結会計年度比
（％） 

ＩＴセキュリティ事業 77,425 △80.5 ― ― 

ゼネラルアウトソーシング事業 ― ― ― ― 

セールスアウトソーシング事業 ― ― ― ― 

合計 77,425 △80.5 ― ― 

事業の種類別セグメント 販売高（千円） 前連結会計年度比（％） 

ＩＴセキュリティ事業 77,425 △80.5 

ゼネラルアウトソーシング事業 2,552,664 △0.5 

セールスアウトソーシング事業 2,371,944 △59.5 

合計 5,002,034 △43.3 

相手先 
前連結会計年度 当連結会計年度 

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％） 

平成電電㈱ 3,876,869 43.9 90,118 1.8 

㈱もしもしホットライン 974,476 11.0 841,968 16.8 

ネオ・コミュニケーションズ・

オムニメディア㈱ 
36,186 0.4 ― ― 

ソフトバンクＢＢ㈱ 8,960 0.1 ― ― 



３【対処すべき課題】 

 当連結会計年度は、期初より実施した資本強化により財務基盤の安定化を確保した上で、新規及び既存顧客に対す

る営業活動を、積極的且つ集中的に展開してまいりました。 

 経営会議等における報告数値の検証を通じ、営業戦略の改善に向けた現場へのフィードバックを毎週実施してお

り、とりわけ人材アウトソーシングの営業力の地力強化が、この一年で大きく進んだ手ごたえを感じております。 

 加えて、信用リスク管理強化の観点から注力した「顧客層の多様化」も進んでおり、翌連結会計年度においては、

これらの営業活動における具体的成果が、業績に反映されてくるものと考えております。 

 コスト構造の適正化による損益改善効果は、既に当連結会計年度において対売上高損失割合の大幅な縮小を通じ、

計数面における成果反映も成されておりますが、翌連結会計年度においても引き続き相応のコスト削減効果を期待で

きるものと考えております。今後とも聖域を設けることなく、グループ全体において、更なるコスト管理の徹底を図

って参ります。 

 主要業務別の課題と致しましては、特に以下を注力してまいります。 

[ ヒューマンリソーシズ事業 ] 

・ウェブ・モバイル募集機能の高度化による、募集活動の費用対効果向上 

・内勤業務の効率化(既に統合・一体化を実施した「カスタマーデータセンター室」の本格稼動） 

・採算性の観点から、柔軟に出店施策（新規及び統廃合）を検討・実施 

・セールスアウトソーシング事業においては、ＣＲＭ関連案件の大口・包括受注に注力 

・ゼネラルアウトソーシング事業においては、新規顧客開拓と既存顧客向けクロスセル強化を引き続き推進 

[ ＩＴセキュリティ事業 ] 

・ＩＴコンサルティング・技術者派遣業務の運営安定化に注力 

（セグメント単体で営業利益を確保できる業務基盤の安定的確保） 

 当社グループ全体の中核戦略と致しましては、今後以下の二点に取組んでまいります。 

 第一に、特に営業機能を担うグループ内子会社が、自らの担当分野となる営業活動に完全に集中できる体制作りを

強化し、企業グループ全体の経営効率の向上及び、業容の拡大を戦略的にはかってまいります。 

 第二に、グループ財務戦略においては、安定的な財務状況を確保した現在の状況から前進し、資産効率の向上、資

産構成の健全化を、より重視した戦略展開を行っていく予定です。 

  

 当社グループは「優れたスタッフを供給する人材アウトソーシング企業」としての社会的認知及びその評価を持続

的に高めていく旨の方針を、かねてより掲げております。 

 その実現に向け最適な経営管理体制を構築するべく、グループ役職員及びアウトソーシングスタッフに対しては、

個人情報・顧客情報・機密情報等の情報管理を一層徹底すると共に、研修や会議等を通じてコンプライアンス（法令

遵守）の強化を引き続き図ってまいります。 

 またグループの内部統制につきましても、平成18年５月、同年に施行された会社法に基づく「内部統制システム構

築の基本方針」を策定し、発表を行なっております。今後は、平成20年３月期からの導入が見込まれる「日本版ＳＯ

Ｘ法」を展望し、上場企業に求められる適切な評価・検証機能を有する内部統制システムの確立と強化に、努めてま

いります。 

（企業価値向上のための買収防衛策としての情報開示ルールの導入） 

 当社は、平成18年11月8日開催の取締役会において、当社株式の大規模買付者が遵守すべき具体的内容を定めた

「情報開示ルール」の導入を決議し、公表しております。本ルールは、第９回以降開催される毎回の定時株主総会に

おいて、株主の皆様のご信任を得た上での継続を予定致しております。 

 本ルールは、当社取締役会が適用例外と判断した場合を除き、大規模買付者グループの議決権割合が20％以上とな

ることを目的とする大規模買付行為を行おうとする者に対し、事前に当該買付に係る意向表明書の提出を、及び当社

の企業価値または株主共同の利益を低下させる買収に該当するか否かを判断するための必要情報の提供を、それぞれ

要請しています。そして、当社取締役会においてそれらに対する一定の検討期間を経た後、弁護士・公認会計士等の

外部専門家の助言も仰ぎ慎重に検討した上で、当社取締役会の意見を取りまとめ公表致します。当社取締役会は、必

要に応じ大規模買付者と大規模買付行為に関する条件等について交渉を行い、株主の皆様に対する代替案の提示を行

うことがあります。 

 また、当社取締役会は、大規模買付者が本ルールを遵守しなかった場合、会社法・証券取引法・その他関連法令及

び当社定款を遵守し、最も適切と判断した対抗措置を発動します。 

 当社取締役会は、株主共同の利益を守ることを目的として対抗措置をとることがありますが、大規模買付者を除く

株主の皆様が法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。

また当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合には、法令及び証券取引所規則に従って、適時適切な

開示を行います。 



 以上の総合的実施により、翌連結会計年度を、「強固かつ健全な経営基盤のもと、再びの成長にむけた復活を果た

す年度」として位置づけ、その実現に向け邁進してまいります。  

４【事業等のリスク】 

  有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在

において当社グループが判断したものであり、不確実性が内在されていますので、将来生じる実際の結果と異なる可

能性があります。 

  

(1）当社株式の監理ポスト入りについて 

（当社株式の「監理ポスト」入りに関して） 

 当社株式はニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」市場において、平成18年10月１日より監理ポストに割

当てられております。これまで当社株式は平成15年３月１日より平成18年９月30日までを「猶予期間」として、当社

申請に基づく㈱大阪証券取引所の適合審査を受けておりましたが、適合の認定を受けられないまま猶予期間の期限を

迎えたことから、平成18年10月１日より監理ポストに割当てられたものです。 

 現在、上場を維持するための㈱大阪証券取引所の適合審査が継続中であります。 

 当社と致しましては、経営管理体制・リスク管理体制全般等に関して求められる適正な水準の維持向上に努め、審

査への適合を果たし、監理ポストから通常ポストへの早期復帰を目指してまいります。  

 顧客及び市場の信頼と評価を安定的に得られる企業基盤を確立するべく、役職員一同、鋭意努力してまいります。

 株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご理解及びご支援を当社に賜りますよう、何卒よろしくお願い申

し上げます。 

(2）業務面等について 

 当社グループの人材アウトソーシング事業及び事業環境の変化がもたらす以下の各種要因により、当社の将来的業

績は悪影響を受ける可能性があります。 

 ①当該業務の比較的低い参入障壁がもたらす、人材派遣会社の増加による競争の激化 

 ②競争激化に伴う料金の低価格化の進行と、それに起因する収益率の悪化 

 ③スタッフへの支払給与の相場の上昇による売上原価等コストの増加 

 ④スタッフ確保が不十分な場合に生じる営業上の機会損失の増加 

 ⑤近将来的に起こり得る制度改正等による社会保険料負担の増加 

 ⑥新製品開発・販売のため先行投下した、開発費用・マーケティング費用の増大等がもたらす業績への悪影響 

 ⑦特定取引先への業務集中度が高まることによる経営成績の将来的変動懸念 

  平成17年10月、当社の主要取引先であった平成電電㈱が民事再生手続開始の申立てを行ったことにより、当社

は多額の特別損失を計上したことから、業績に多大な影響が及ぶこととなりました。 

 今後、特定取引先との業務展開においては、従来以上に信用リスク管理を徹底し、顧客ポートフォリオの構築

に配慮しリスクの低減と分散に努めてまいりますが、当社主要取引先への業務比重が大きく高まる事態が生じた

場合、当該取引先の経営方針及び業績動向等の変化が、当社の将来的業績に大きな影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 ⑧Ｍ＆Ａ・事業再編・新規拠点増設の推進に伴うリスク 

 事業環境の急変や予期せぬ要因により、これらの推進時において戦略策定時点に想定していた効果を得られ

ず、あるいはＭ＆Ａに関連するのれんの償却等の遅れ等により、将来的業績に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。  

（3）財務面等について 

 当社グループは、財務体質の強化に努めております。 

また、積極的な新規支店の開設、大口顧客プロジェクトの受注活動推進、既存顧客への対応強化、募集費などを中

心とする全体コスト削減等の営業戦略の総合的推進により、売上及び利益創出額の増大を進めております。 

 しかしながら、営業キャッシュ・フローの黒字化、及び営業利益の安定的計上を目指す過程において、現在想定

する以上の期間を要した場合には、当社グループの財務基盤および将来的事業展開に悪影響をおよぼす可能性があ

ります。  

（4）その他 

①法令と許認可 



 当社グループは、労働者派遣法に基づき、一般労働者派遣事業として厚生労働大臣の許可により、同法及び労 

働基準法・労働者災害補償保険法その他関連法規に照らし、派遣事業と判断されるものについて同事業を行って

おります。 

 また「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準（昭和61年厚生労働省告示第37号）そ

の他関係法令の規定に基づき、顧客企業との間で請負業務の範囲・業務内容につき確認・合意を得た上で適切と

判断されるものを、請負業務として受注しております。 

 社会保険においては、臨時に２ケ月以内の期間を定めて使用される者や、通常の労働者のおおむね４分の３未

満の労働時間の労働者についてはいわゆる適用除外者として規定されておりますが（健康保険法第13条の２、厚

生年金保険法第12条）、当社は関連法令遵守の観点より、社会保険加入対象者と適用除外者の峻別を徹底して進

めております。 

 しかしながら、万一当社の業務運営において法令の解釈・適用上の瑕疵を生じた場合、また今後の上記法令等

の改正等によりその影響を被った場合には、将来的事業展開および業績に悪影響をおよぼす可能性があります。

②個人情報・顧客情報の管理 

 当社グループにおいては人材アウトソーシング及びＩＴセキュリティ業務という事業特性上、数多くのスタッ

フの個人情報および顧客情報を恒常的に取り扱っております。 

  個人情報保護法等をはじめとする関連法令に基づき、当社は内部情報管理規程において個人情報保護規程を 

追加整備の上、営業部署において個人データが保存されている業務用パソコンの持ち出しの原則禁止・事前承認

制による管理運用等、具体的な対策強化を通じた役職員への周知徹底をはかっております。 

 さらに社員・契約社員に向け各種社内研修等、またパート・アルバイトからの誓約書の取付け及び彼等に対す

る徹底した事前研修等の実施により、個人情報および顧客情報の適切な管理に努めています。 

 しかしながら、万一なんらかの理由によりそれらの情報等の紛失・改竄・漏洩等による問題が発生した場合、

社会的信用が毀損し、将来的事業展開および経営成績に悪影響をおよぼす可能性があります。 

③ネットワーク・情報システム 

 当社グループはＩＴセキュリティ事業、また人材アウトソーシング業務においてはスタッフへの給与振込等、

社内外に渡る資金決済フロー面等において、イントラネット・インターネットによる通信ネットワークに依存し

ております。内部情報管理規程に基づき、社内システムの定期的点検の実施及びセキュリティ面の強化を進め事

故のないよう万全を期してはおりますが、コンピュータウイルスの侵入・停電・自然災害・各種システムトラブ

ル等の発生によりシステムダウンが発生した場合、及び当該システムまたは顧客へ提供する関連サービスの復旧

に時間を要する事態が発生した場合は、将来的事業展開及び経営成績に悪影響をおよぼす可能性があります。  

５【経営上の重要な契約等】 

  当社グループは、前連結会計年度において、平成電電㈱との平成17年２月における基本合意に基づき、同社との間

でテレマーケティング業務、カスタマーサービス関連業務、ＩＴセキュリティ関連業務において業務提携関係に入り

ましたが、平成17年10月３日に平成電電㈱が東京地方裁判所へ民事再生手続開始の申立てを行ったことに起因し（な

お、平成18年４月18日付で同手続は廃止）、当連結会計年度において平成電電㈱及びグループ企業との業務提携関係

は終了しております。詳細は以下の通りです。  

(1)業務提携関係 

  当社グループは、平成17年２月の基本合意に基づき、平成17年３月16日に平成電電㈱との間でテレマーケティン

グ（アウトバウンド）業務の優先的発注及びＩＴセキュリティ関連業務における協業を内容とする業務提携契約を

締結し、事業を行っておりました。 

  しかしながら、平成17年10月３日の民事再生手続開始の申立て後、平成電電㈱は当社グループに対して、テレマ

ーケティング（アウトバウンド）業務に係る契約の解除を通告し、当該業務は終了致しました。また、ＩＴセキュ

リティ関連業務における協業も完了しております。 

(2)営業譲受及び譲渡関係 

  平成17年２月の基本合意に基づき、当社連結子会社である㈱ヒューマンアウトソーシングは、平成17年３月に平

成電電㈱から、同社のカスタマーサービス（インバウンド）関連業務及びそれと類似する事業の営業譲渡を受け、

事業を行っておりました。 

  平成17年10月３日の民事再生手続開始の申立て後、平成電電㈱は平成17年10月21日に㈱ヒューマンアウトソーシ

ングに対する業務運営委託契約を解除しました。 

  しかしながら、平成電電㈱は、営業譲渡契約において、自ら（関連会社を通じて行う場合も含む）本件営業及び

それと類似する事業を行わない旨を合意していたにもかかわらず、上記合意に違反して自ら本件営業を開始しまし

た。 

  このため㈱ヒューマンアウトソーシングは、営業譲渡契約に基づき、平成電電㈱が自ら（関連会社を通じて行う



場合も含む）本件営業およびそれと類似する事業を行ってはならない旨の仮処分決定を求める申立てを平成17年11

月７日付で行い、本申立てに対し東京地方裁判所より、平成17年12月28日付で仮処分の決定が出されました。 

  上記を受け、平成電電㈱及び同社スポンサーとして発表されていたドリームテクノロジーズ㈱とその後の対応を

交渉しておりましたが、本件営業をドリームテクノロジーズ㈱の100％子会社である平成電電コミュニケーションズ

㈱（現 ＤＴコミュニケーションズ㈱）に譲渡することが最良であるとの判断に至り、本件営業を平成18年２月に譲

渡致しました。 

  本営業譲渡の完了により、カスタマーサービス（インバウンド）関連業務においても、業務上の関係が終了致し

ました。 

６【研究開発活動】 

 ＩＴセキュリティ事業関連分野の研究開発活動が終了しているため、当連結会計年度において該当事項はありませ

ん。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

(1）財政状態 

 当連結会計年度の財政状態におきましては、総資産は前連結会計年度末に比して738百万円増加し、4,087百万円と

なっております。 

  その主な内訳として、流動資産は現金及び預金、営業投資有価証券の増加を主な理由として1,125百万円増加し、

3,680百万円となっております。また有形固定資産は建物及び構築物、工具器具備品の減損を主な理由として72百万

円減少し32百万円、無形固定資産はソフトウェアの減損・臨時償却を主な理由として93百万円減少し14百万円となっ

ております。 

 投資その他の資産は、投資有価証券が売却等により328百万円減少し、投資損失引当金150百万円については投資有

価証券の売却に伴い全額戻し入れたこと等を主な理由として、360百万円となっております。 

 負債合計は買掛金及び短期借入金の減少を主な理由として1,150百万円減少し、613百万円となっております。 

 純資産合計は3,473百万円となり、その内訳は株主資本合計が3,443百万円、その他有価証券評価差額金が4百万

円、新株予約権が25百万円となっております。 

 株主資本合計におきましては、資本金4,770百万円、資本剰余金3,018百万円、利益剰余金△3,985百万円、自己株

式△360百万円が、主な内訳となっております。特に前連結会計年度末に比して、資本金が700百万円、資本剰余金が

700百万円、それぞれ増加しております。これは、平成17年11月に発行した総額1,000百万円の円建転換社債型新株予

約権付社債の全額の株式への転換完了、平成18年４月のリーマン・ブラザーズ・コマーシャル・コーポレーション・

アジア・リミテッドを割当先とする199百万円の新株式の発行、及び新株予約権の権利行使による201百万円の払込に

より、増加したものであります。 

 なお自己株式は前連結会計年度末とほぼ同額、利益剰余金は当期純利益462百万円の計上により前連結会計年度末

から改善し、△3,985百万円となっております。 

 自己資本比率は前連結会計年度末の47.3％から37.1ポイント増加し、84.4％となっております。 

(2）経営成績 

 当連結会計年度における連結売上高は、前連結会計年度比43.3%減の5,002百万円となりました。 

 これは前連結会計年度において売上高全体の43.9％を占めていた、平成電電㈱向け案件が計上されていたセールス

アウトソーシング事業売上の、大幅な減少を理由とするものであります。 

 主に派遣・請負スタッフへの支払い給与から構成される売上原価は、上記理由による売上高の減少に伴い、前連結

会計年度比39.4%減の3,679百万円となりました。 

 また、当連結会計年度における販売費及び一般管理費は、前連結会計年度比32.7%減の1,767百万円となりました。

前連結会計年度において計上されていた㈱ヒューマンアウトソーシングが平成電電㈱から譲り受けた営業権に関わる

償却費が発生しなかったこと、また同社業務が無くなったことに起因する募集費の減少等が、その主な要因となって

おります。なお、東京支社移転及び本社縮小を含む拠点統廃合等の実施により、同費用に占める賃借料は、前連結会

計年度比16.2％減の161百万円となっております。 

 上記を反映した結果、当連結会計年度における営業損失は445百万円となりました。営業外収益10百万円、期初に

発行した円建転換社債型新株予約権付社債に関わる社債発行費の増加を主因として前連結会計年度比10.8％増となっ

た営業外費用46百万円を反映し、経常損失は480百万円となりました。 

 特別利益は、1,231百万円となりました。当上半期に計上した㈱ヒューマンアウトソーシングのカスタマーサービ

ス関連業務に関わる営業譲渡益970百万円、及び投資損失引当金戻入益150百万円に加え、貸倒引当金戻入益81百万

円、投資有価証券売却益25百万円が、その主な内訳となっております。 

 また特別損失は、249百万円となりました。主な内訳は、投資有価証券評価損27百万円、減損損失186百万円、 

ＩＴセキュリティ事業に関わる販売用ソフトウェアの臨時償却17百万円、本社及び東京支社移転に関わる事務所移 

転・縮小関連費用12百万円等となっております。 

 上記の特別損益並びに法人税等を反映し、当連結会計年度における当期純利益は、462百万円となりました。  



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当連結会計年度中において実施した当社グループの設備投資の総額は、31百万円であります。 

 その主な内訳は建物の取得６百万円、車両運搬具の取得11百万円、事務所移転等に伴う工具器具備品の取得12百万

円となっております。 

２【主要な設備の状況】 

(1）提出会社 

(2）国内子会社 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．支店における設備は僅少のため、まとめて表示しております。 

３．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は［ ］内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しておりま

す。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備の新設等 

該当事項はありません。 

(2）重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別セグメ
ントの名称 

設備の内容 

帳簿価額 
従業 
員数 
（名） 

建物及び 
構築物 
（千円） 

車両運搬具 
（千円） 

工具器具 
備品 
（千円） 

合計 
（千円） 

札幌本社 

（札幌市中央区） 

ＩＴセキュリティ事業 開発用設備 ― ― 81 81 
1 

[―] 

全社（共通） 管理用設備他 1,969 ― 3,868 5,837 
3 

[―] 

東京支社 

（東京都新宿区） 

ＩＴセキュリティ事業 開発用設備 ― ― 38 38 
― 

[―] 

ゼネラルアウトソーシ

ング事業 
営業用備品等 ― 9,475 455 9,931 

22 

[14] 

全社（共通） 管理用設備他 315 ― 2,600 2,916 
24 

[―] 

札幌支店ほか 

17支店  

ゼネラルアウトソーシ

ング事業 
営業用備品等 3,562 ― 2,157 5,719 

32 

[12] 

セールスアウトソーシ

ング事業 
営業用備品等 2,762 95 3,341 6,199 

62 

[20] 

合計     8,610 9,570 12,543 30,724 
144 

[46] 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類別セグ
メントの名称 

設備の内容 

帳簿価額 
従業 
員数 
（名） 

建物及び 
構築物 
（千円） 

工具器具備品 
（千円） 

合計 
（千円） 

㈱トラスト・エスピ

ー・キューブ 

本社 

(東京都新宿区) 

セールスアウトソ

ーシング事業 
営業用備品等 22 1,003 1,025 

9 

[ 2] 

㈱ヒバライバンク 
本社 

(東京都新宿区) 

ＩＴセキュリティ

事業 
営業用備品等 ― 201 201 

1 

[―] 



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】 

 （注） 平成18年12月21日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より

100,000株増加し、350,000株となっております。 

②【発行済株式数】 

 （注） 提出日現在発行数には、平成18年12月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は、含まれておりません。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 250,000 

計 250,000 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数 
（株） 

（平成18年12月25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 88,321 88,321 

㈱大阪証券取引所ニッポ

ン・ニュー・マーケット

－「ヘラクレス」 

― 

計 88,321 88,321 ― ― 



(2）【新株予約権等の状況】 

① 旧商法第280条ノ19に基づく新株引受権 

（平成12年12月18日定時株主総会決議） 

 平成12年12月19日発行の新株予約権につきましては、行使期間が平成17年12月31日に終了しました。  

  

（平成13年12月17日定時株主総会決議） 

 （注）１．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項については、「(7）ストックオプションの制度

の内容」をご参照ください。 

 （平成14年２月７日発行） 
事業年度末現在 

（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年11月30日） 

新株予約権の数   ―   ―   

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   25株     25株   

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき  701,056円 同左   

新株予約権の行使期間 
平成16年１月１日から 

平成18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額及び資本組入額 

１株につき 

発行価額  701,056円 

資本組入額 350,528円 

同左   

新株予約権の行使の条件 (注)1   (注)1   

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)1   (注)1   

代用払込みに関する事項 ―   ―   



② 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 

（平成14年12月17日定時株主総会決議） 

 （注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。 

２．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項については、「(7）ストックオプションの制度

の内容」をご参照ください。

（平成15年12月17日定時株主総会決議） 

(イ)  

 （注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。 

２．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項については、「(7）ストックオプションの制度

の内容」をご参照ください。  

 （平成15年６月６日発行） 
事業年度末現在 

（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年11月30日） 

新株予約権の数   1,763個 (注)1   1,763個 (注)1 

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   1,763株 (注)1   1,763株 (注)1 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき  79,500円 同左   

新株予約権の行使期間 
平成15年７月１日から 

平成20年１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額及び資本組入額 

１株につき 

発行価額  79,500円 

資本組入額 39,750円 

同左   

新株予約権の行使の条件 (注)2   (注)2   

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)2   (注)2   

代用払込みに関する事項 ―   ―   

（平成16年２月27日発行） 
事業年度末現在 

（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年11月30日） 

新株予約権の数   3,334個 (注)1   3,319個 (注)1 

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   3,334株 (注)1   3,319株 (注)1 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき  154,000円 同左   

新株予約権の行使期間 
平成18年１月１日から 

平成25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額及び資本組入額 

１株につき 

発行価額  154,000円 

資本組入額 77,000円 

同左   

新株予約権の行使の条件 (注)2   (注)2   

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)2   (注)2   

代用払込みに関する事項 ―   ―   



(ロ)  

 （注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。 

２．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項については、「(7）ストックオプションの制度

の内容」をご参照ください。 

（平成16年12月17日定時株主総会決議） 

(イ)  

 （注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。 

２．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項については、「(7）ストックオプションの制度

の内容」をご参照ください。 

(ロ) 平成17年３月８日発行の新株予約権につきましては、新株予約権割当契約書の行使できない条項に該当したた

め、平成17年10月17日付にて放棄がなされ消滅しております。 

  

（平成17年５月20日臨時株主総会決議） 

平成17年６月３日発行の新株予約権につきましては、新株予約権割当契約書の行使できない条項に該当したた

め、平成17年10月17日付にて放棄がなされ消滅しております。 

（平成16年12月14日発行） 
事業年度末現在 

（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年11月30日） 

新株予約権の数   868個 (注)1   853個 (注)1 

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   868株 (注)1   853株 (注)1 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき 161,800円 同左   

新株予約権の行使期間 
平成18年１月１日から 

平成25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額及び資本組入額 

１株につき 

発行価額  161,800円 

資本組入額 80,900円 

同左   

新株予約権の行使の条件 (注)2   (注)2   

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)2   (注)2   

代用払込みに関する事項 ―   ―   

（平成17年２月８日発行） 
事業年度末現在 

（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年11月30日） 

新株予約権の数   2,920個 (注)1   2,920個 (注)1 

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   2,920株 (注)1   2,920株 (注)1 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき 205,000円 同左   

新株予約権の行使期間 
平成17年２月９日から 

平成26年12月16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額及び資本組入額 

１株につき 

発行価額  205,000円 

資本組入額 102,500円 

同左   

新株予約権の行使の条件 (注)2   (注)2   

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)2   (注)2   

代用払込みに関する事項 ―   ―   



（平成17年11月９日取締役会決議） 

平成17年11月25日に円建転換社債型新株予約権付社債が発行されましたが、当中間連結会計期間において新株予

約権が全て行使され、普通株式への転換が完了しております。 

（平成17年12月22日定時株主総会決議） 

(イ)  

 （注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。 

２．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項については、「(7）ストックオプションの制度

の内容」をご参照ください。 

(ロ)  

 （注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。 

２．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項については、「(7）ストックオプションの制度

の内容」をご参照ください。 

（平成18年７月26日発行） 
事業年度末現在 

（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年11月30日） 

新株予約権の数 1,593個 (注)1   1,593個 (注)1 

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 1,593株 (注)1   1,593株 (注)1 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき 33,872円 同左   

新株予約権の行使期間 
平成18年９月１日から 

平成21年８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額及び資本組入額 

１株につき 

発行価額  33,872円 

資本組入額 16,936円 

同左   

新株予約権の行使の条件 (注)2   (注)2   

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)2   (注)2   

代用払込みに関する事項 ―   ―   

（平成18年７月26日発行） 
事業年度末現在 

（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年11月30日） 

新株予約権の数 407個 (注)1   407個 (注)1 

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 407株 (注)1   407株 (注)1 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき 33,872円 同左   

新株予約権の行使期間 
平成19年12月23日から 

平成27年12月21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額及び資本組入額 

１株につき 

発行価額  33,872円 

資本組入額 16,936円 

同左   

新株予約権の行使の条件 (注)2   (注)2   

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)2   (注)2   

代用払込みに関する事項 ―   ―   



（平成18年３月27日取締役会決議） 

 （注）１．上記の新株予約権の目的となる株式の数は、平成18年９月30日時点の条件で記載。 

２．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を

移転（以下、当社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」と総称する。）する数は、行使請求に係

る新株予約権の数に1,000万円を乗じ、これを行使価額（以下に定義する。）で除した数とする。但し、行使に

より生じる１株の100分の１未満の端数は原則として切捨て、現金による調整は行わない。新株予約権の行使に

より端株が発生する場合 には、旧商法に定める端株の買取請求権が行使されたものとして現金により精算す

る。  

３．新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 

(1) 新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、行使請求に係る新株予約権の数に1,000 万円を乗じた額

とする。 

(2) 新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株あたりの金額（以下「行使価額」という。）は、当初、

79,000 円とする。 

（イ）行使価額の修正 

行使価額は、本新株予約権発行の翌取引日以降、各行使日（以下、「修正日」という。）において、(1)修正日

前日までの各3連続取引日（修正日前日を含み、終値のない日を除く。）の、大阪証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値の単純平均値、又は(2) 修正日前日までの各７連続取引日（修正日前日を含み、終値の

ない日を除く。）の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値のいずれか低いほう

の90%で、呼値の刻み未満を切捨てた金額に修正される。但し、行使価額は237,000円（下記（ロ）により行使

価額が調整される場合、行使価額と同時に、同じ割合で調整される。）を上回らず、63,200 円(以下「当初下

限価額」という。)（下記（ロ）により行使価額が調整される場合、行使価額と同時に、同じ割合で調整され

る。）（以下「下限価額」という。）を下回らないものとする。なお、連続した10 取引日のブルームバーグサ

ービスのエクイティーVAPページにおける、当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格（以下「VWAP」とい

う。）の単純平均値が下限価額を下回った場合、下限価額は、その翌取引日より、下限価額の70%又は当初行使

価額の50%のいずれか高い方の額に再度設定されるものとする。本項に基づき修正された行使価額は修正日（修

正日当日を含む）より有効となり、修正日当日の行使請求も修正された行使価額に基づいて行われるものとす

る。 

（ロ）行使価額の調整 

行使価額は、新株予約権の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る発行価額又は処分価額で当社普通株式

を発行又は処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において「既発行株式数」は当社

の発行済普通株式総数（当社が保有するものを除く。）をいう。              

               既発行       A 

         株式数＋―――――― 

調整後   調整前     時価 

転換価額 ＝ 転換価額×―――――――― 

               B    

          

A=（新規発行・処分株式数）×（１株あたりの発行・処分価額） 

B=（既発行株式数）＋（新規発行・処分株式数） 

また、当社は、当社普通株式の分割・併合、又は時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換される証券若

しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する

場合等にも適宜行使価額を調整する。 

 （平成18年４月12日発行） 
事業年度末現在 

（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年11月30日） 

新株予約権の数 160個 160個 

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 40,506株 （注）1,2 40,506株 （注）1,2 

新株予約権の行使時の払込金額 １個につき10,000,000円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年４月13日から 

平成20年４月11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額及び資本 

組入額 

 １個につき 

発行価額  10,000,000円 

資本組入額  5,000,000円 

 （注）3 

同左 

新株予約権の行使の条件 各新株予約権の一部行使はできない。 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 ― ― 

代用払込みに関する事項 ― ― 



③ 合併によりその義務を承継した旧商法第280条ノ19に基づく新株引受権 

 （注）１．上記の目的となる株式の数、行使時の払込金額、発行価額、資本組入額は、平成15年３月１日付の合併に伴

う調整済みの数値を記載しております。 

２．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項については、「(7）ストックオプションの制度

の内容」をご参照ください。 

 （注）１．上記の目的となる株式の数、行使時の払込金額、発行価額、資本組入額は、平成15年３月１日付の合併に伴

う調整済みの数値を記載しております。 

２．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項については、「(7）ストックオプションの制度

の内容」をご参照ください。 

㈱トラストワーク定時株主総会の特別決議日（平成12年８月31日） 

（平成12年10月８日発行） 
事業年度末現在 

（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年11月30日） 

新株予約権の数   ―     ―   

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   61株 (注)1   61株 (注)1 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき  173,913円 (注)1 同左 (注)1 

新株予約権の行使期間 
平成13年８月１日から 

平成20年７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額及び資本組入額 

１株につき 

発行価額  173,913円 

資本組入額 86,957円 

(注)1 同左 (注)1 

新株予約権の行使の条件 (注)2   (注)2   

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)2   (注)2   

代用払込みに関する事項 ―   ―   

㈱トラストワーク臨時株主総会の特別決議日（平成13年４月10日） 

（平成13年６月１日発行）  
事業年度末現在 

（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年11月30日） 

新株予約権の数   ―   ―   

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   333株 (注)1   333株 (注)1 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき  173,913円 (注)1 同左 (注)1 

新株予約権の行使期間 
平成13年８月１日から 

平成20年７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額及び資本組入額 

１株につき 

発行価額  173,913円 

資本組入額 86,957円 

(注)1 同左 (注)1 

新株予約権の行使の条件 (注)2   (注)2   

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)2   (注)2   

代用払込みに関する事項 ―   ―   



 （注）１．上記の目的となる株式の数、行使時の払込金額、発行価額、資本組入額は、平成15年３月１日付の合併に伴

う調整済みの数値を記載しております。 

２．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項については、「(7）ストックオプションの制度

の内容」をご参照ください。 

④ 合併によりその義務を承継した旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 

 （注）１．上記の新株予約権の数、目的となる株式の数、行使時の払込金額、発行価額、資本組入額は、平成15年３月

１日付の合併に伴う調整済みの数値を記載しております。 

２．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項については、「(7）ストックオプションの制度

の内容」をご参照ください。 

㈱トラストワーク定時株主総会の特別決議日（平成13年８月30日） 

（平成13年10月１日発行）  
事業年度末現在 

（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年11月30日） 

新株予約権の数   ―   ―   

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   529株 (注)1   529株 (注)1 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき  260,870円 (注)1 同左 (注)1 

新株予約権の行使期間 
平成15年４月１日から 

平成23年３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額及び資本組入額 

１株につき 

発行価額  260,870円 

資本組入額 130,435円 

(注)1 同左 (注)1 

新株予約権の行使の条件 (注)2   (注)2   

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)2   (注)2   

代用払込みに関する事項 ―   ―   

㈱トラストワーク定時株主総会の特別決議日（平成14年８月30日） 

（平成14年10月６日発行） 
事業年度末現在 

（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年11月30日） 

新株予約権の数   338個 (注)1   338個 (注)1 

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   761株 (注)1   761株 (注)1 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき  173,913円 (注)1 同左 (注)1 

新株予約権の行使期間 
平成15年４月１日から 

平成23年３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額及び資本組入額 

１株につき 

発行価額  173,913円 

資本組入額 86,957円 

(注)1 同左 (注)1 

新株予約権の行使の条件 (注)2   (注)2   

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)2   (注)2   

代用払込みに関する事項 ―   ―   



(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

（注）１．有償第三者割当 

発行株数 3,600株  発行価格 69千円   資本組入額 34千円 

２．有償第三者割当 

発行株数 6,200株  発行価格 100千円  資本組入額 50千円 

３．新株予約権の行使による増加であります。 

４．有償第三者割当 

発行株数 571株   発行価格 175千円  資本組入額 87千円 

５．有償第三者割当 

発行株数 1,515株  発行価格 198千円  資本組入額 99千円 

６．有償第三者割当 

発行株数 2,112株  発行価格 142千円  資本組入額 71千円 

７．有償第三者割当 

発行株数 7,624株  発行価格 151千円  資本組入額 75千円 

８．新株予約権の行使による増加であります。 

９．有償第三者割当 

発行株数 21,000株  発行価格 168千円  資本組入額 84千円 

10．平成17年５月20日開催の臨時株主総会における資本準備金減少決議に基づくその他資本剰余金への振替およ

び欠損てん補によるものであります。 

11．新株予約権の行使による増加であります。 

12．転換社債の株式転換によるものであります。 

13．有償第三者割当 

発行株数 2,739株  発行価格 73千円  資本組入額 36千円 

14．新株予約権の行使による増加であります。 

(4）【所有者別状況】 

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15年８月６日 

（注）１ 
3,600 28,708 124,200 973,700 124,200 892,100 

平成15年９月26日 

（注）２ 
6,200 34,908 310,000 1,283,700 310,000 1,202,100 

平成15年９月30日 

（注）３ 
10 34,918 397 1,284,097 397 1,202,497 

平成16年３月27日 

（注）４ 
571 35,489 49,962 1,334,060 49,962 1,252,460 

平成16年６月１日 

（注）５ 
1,515 37,004 149,985 1,484,045 149,985 1,402,445 

平成16年６月22日 

（注）６ 
2,112 39,116 149,952 1,633,997 149,952 1,552,397 

平成16年７月24日 

（注）７ 
7,624 46,740 575,612 2,209,609 575,612 2,128,009 

平成15年10月１日～ 

平成16年９月30日 

（注）８ 

1,656 48,396 65,826 2,275,435 65,826 2,193,835 

平成17年３月18日 

（注）９ 
21,000 69,396 1,764,000 4,039,435 1,764,000 3,957,835 

平成17年７月２日 

（注）10 
― 69,396 ― 4,039,435 △2,950,599 1,007,235 

平成16年10月１日～ 

平成17年９月30日 

（注）11 

486 69,882 31,041 4,070,476 31,041 1,038,277 

平成17年10月１日～ 

平成18年９月30日 

（注）12 

11,032 80,914 499,915 4,570,391 500,084 1,538,361 

平成18年４月12日 

（注）13 
2,739 83,653 99,973 4,670,365 99,973 1,638,335 

平成17年10月１日～ 

平成18年９月30日 

（注）14 

4,668 88,321 100,627 4,770,992 100,627 1,738,962 



 （注）１．自己株式2,301.6株は、「個人その他」に2,301株、「端株の状況」に0.6株含まれています。 

２．上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の失念株式が8株含まれております。 

  平成18年９月30日現在

区分 

株式の状況 

端株の状況 
政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社 その他の法人
外国法人等 

個人その他 計 
個人以外 個人 

株主数（人） ― 4 15 60 21 12 7,465 7,577 8 

所有株式数 

（株） 
― 5,666 2,791 2,940 7,993 256 68,667 88,313 8 

所有株式数の

割合（％） 
― 6.42 3.16 3.33 9.05 0.29 77.75 100.00 ― 



(5）【大株主の状況】 

 （注）上記のほか、自己株式が2,301.6株あります。 

(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が８株（議決権８個）含ま

れております。 

２．端株には当社所有の自己株式0.6株が含まれています。 

  平成18年９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(％) 

大阪証券金融株式会社 大阪府大阪市中央区北浜２丁目４番６号 3,697  4.18 

リーマンブラザーズアジアキャピタ

ルカンパニー（常任代理人 リーマ

ン・ブラザーズ証券会社東京支店） 

東京都港区六本木６丁目10番１号 

六本木ヒルズ森タワー31階 
2,000 2.26 

駒井 滋 東京都港区 1,799 2.03 

大和証券株式会社 東京都千代田区大手町２丁目六番四号  1,433 1.62 

大阪証券金融株式会社（業務口） 大阪府大阪市中央区北浜２丁目４番６号  1,411 1.59 

クレデイアグリコールスイスエスエ

ー（常任代理人 株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行） 

東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 

カストディ業務部  
1,184 1.34 

村田 貴志 東京都港区  1,022 1.15 

吉原 章秀 福島県郡山市  845 0.95 

吉川 修 名古屋市中村区  841 0.95 

ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュ

リティーズ（ジャパン）リミテッド

（ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会

社） 日本に於ける代表者 安田 

雄典 

東京都千代田区大手町１丁目７－２ 

東京サンケイビル  
838 0.94 

計   15,070 17.06 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の個数（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） 
（自己保有株式） 

普通株式       2,301 
― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式 86,012 86,012 ― 

端株 普通株式 8 ― ― 

発行済株式総数 88,321 ― ― 

総株主の議決権 ― 86,012 ― 



②【自己株式等】 

  平成18年９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（％） 

（自己保有株式） 

㈱オープンループ 

北海道札幌市中央区 

北一条西３丁目２番地 
2,301 ― 2,301 2.60 

計 ― 2,301 ―  2,301 2.60 



(7）【ストックオプション制度の内容】 

 当社はストックオプション制度を採用しております。 

①以下の制度は、旧商法第280条ノ19の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対し新株引受権を付与すること

を下記株主総会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。 

  

（平成12年12月18日定時株主総会の内容） 

 平成12年12月19日に発行された新株予約権につきましては、行使期間が平成17年12月31日に終了しました。 

  

（平成13年12月17日定時株主総会の内容） 

 （注）１．付与株数のうちの50％までを平成16年１月１日から平成16年12月31日まで、付与株数のうちの75％までを平

成17年１月１日から平成17年12月31日まで、付与株数のうちの100％までを平成18年１月１日から平成18年

12月31日まで、それぞれ権利行使できるものとする。ただし、１株未満の株式数に関しては新株引受権を行

使することはできない。 

２．権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、未行使の新株引受権の目的たる株式の数は次

の算式により調整されるものとし、調整により生じる１株未満の株式は切り捨てる。 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併または株式交換もしくは株式移転を行う場合、当社は未行使

の新株引受権の目的たる株式の数について必要と認める調整を行う。 

３．新株の発行価額は、権利付与日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）における大阪証券

取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値とし、１円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が

権利付与日の終値（当日に売買がない場合は、それに先立つ直近の終値）を下回る場合は、当該終値とす

る。 

なお、権利付与日以降、当社が株式の分割または時価を下回る価額で新株を発行（転換社債の転換、新株引

受権証券による権利行使および旧商法第280条ノ19に基づく新株引受権行使の場合を含まない。）するとき

は、次の算出により発行価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

４．新株引受権の付与後、一部の付与者の異動及び退職等により、提出日の前月末日（平成18年11月30日）現在

の付与対象者の区分及び株数は、当社取締役１名（20株）及び当社従業員１名（５株）、合計25株となって

おります。 

②以下の制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき当社取締役、監査役、従業員及び社外協力

者に対して新株予約権を付与することを下記株主総会において決議されたものであります。当該制度の内容は

次のとおりであります。 

  

（平成14年12月17日定時株主総会の内容） 

決議年月日 平成13年12月17日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役 

当社従業員 

6名 

25名 
  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 290株 

新株予約権の行使時の払込価額 １株につき701,056円 

新株予約権の行使期間 平成16年１月１日から平成18年12月31日まで 

新株予約権の行使の条件 

平成13年12月17日開催の定時株主総会決議および同日開催の取締

役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員との間で締結す

る「新株引受権付与契約」に定めるものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株引受権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとす

る。 

代用払込みに関する事項 ― 

  調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当り払込金額 

調整後新株

発行価額 
＝ 
調整前新株

発行価額 
× 

分割・新規発行前の株価 

既発行株式数 ＋ 分割・新規発行による増加株式数 

決議年月日 平成14年12月17日 



 （注）１．新株予約権１個あたりの目的となる株式の数（以下、「割当株式数」）は１株とする。ただし、新株予約権

を発行する日（以下、「発行日」という。）までに当社が株式分割または株式併合を行う場合は、本新株予

約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により

その目的となる株式の数を調整する。ただし、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。な

お、かかる調整により割当株式数が０となる場合には、かかる調整は行わないものとする。 

また、発行日以降、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とする

やむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で

割当株式数を調整する。 

２．発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。 

①当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行する場合（新株予約権の行使および旧商法

第280条ノ19の規定に基づき付与された新株引受権の行使の場合を除く。）は、次の算式により行使価額を

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

②当社が株式分割または株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

３．新株予約権の付与後、一部の付与者の異動及び退職等により、又は新株予約権の行使により、提出日の前月

末日（平成18年11月30日）現在の付与対象者の区分及び株数は、当社取締役・監査役２名（1,370株）、当

社従業員28名（366株）、当社子会社の取締役１名（10株）、当社子会社の従業員２名（11株）及び当社の

社外協力者１名（６株）、合計1,763株となっております。 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役・監査役 

当社従業員 

当社子会社の従業員 

9名 

103名 

8名 

  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 3,850株 

新株予約権の行使時の払込価額 １株につき79,500円 

新株予約権の行使期間 平成15年７月１日から平成20年１月31日まで 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の一部行使はできない。 

対象者が死亡した場合には、新株予約権の相続は認められないも

のとする。退任及び退職の場合の取扱い、その他の権利行使条件

については、平成14年12月17日開催の株主総会決議およびその後

の取締役会決議に基づき、当社が対象者との間で締結する新株予

約権付与契約において定めるものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとす

る。 

代用払込みに関する事項 ― 

  調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当り払込金額 

調整後 

行使価額 
＝ 
調整前 

行使価額 
× 

新規発行又は処分前の１株当り株価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割または併合の比率



（平成15年12月17日定時株主総会の内容） 

(イ)  

 （注）１．新株予約権１個あたりの目的となる株式の数（以下、「割当株式数」）は１株とする。ただし、新株予約権

を発行する日（以下、「発行日」という。）までに当社が株式分割または株式併合を行う場合は、本新株予

約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により

その目的となる株式の数を調整する。ただし、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。な

お、かかる調整により割当株式数が０となる場合には、かかる調整は行わないものとする。 

また、発行日以降、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とする

やむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で

割当株式数を調整する。 

２．発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。 

①当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行する場合（新株予約権の行使および旧商法

第280条ノ19の規定に基づき付与された新株引受権の行使の場合を除く。）は、次の算式により行使価額を

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

②当社が株式分割または株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

③当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込価額の調整を行う。 

３．新株予約権の付与後、一部の付与者の異動及び退職等により、提出日の前月末日（平成18年11月30日）現在

の付与対象者の区分及び株数は、当社取締役５名（2,700株）、当社従業員44名（468株）、当社子会社の取

締役２名（55株）、当社子会社の従業員５名（36株）及び当社取締役であった者２名（60株）、合計3,319

株となっております。 

４．新株予約権割当契約書上の行使期間は平成18年１月１日から平成25年12月16日までであります。 

決議年月日 平成15年12月17日 

発行年月日 平成16年２月27日 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役・監査役 

当社従業員 

当社子会社の従業員 

8名 

80名 

7名 

  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 3,968株 

新株予約権の行使時の払込価額 １株につき154,000円 

新株予約権の行使期間 平成18年１月１日から平成25年12月31日まで 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の一部行使はできない。 

対象者が死亡した場合には、新株予約権の相続は認められないも

のとする。退任及び退職の場合の取扱い、その他の権利行使条件

については、平成15年12月17日開催の株主総会決議およびその後

の取締役会決議に基づき、当社が対象者との間で締結する新株予

約権付与契約において定めるものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は取締役会の承認を

要する。 

代用払込みに関する事項 ― 

  調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当り払込金額 

調整後 

行使価額 
＝ 
調整前 

行使価額 
× 

新規発行又は処分前の１株当り株価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割または併合の比率



(ロ)  

 （注）１．新株予約権１個あたりの目的となる株式の数（以下、「割当株式数」）は１株とする。ただし、新株予約権

を発行する日（以下、「発行日」という。）までに当社が株式分割または株式併合を行う場合は、本新株予

約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により

その目的となる株式の数を調整する。ただし、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。な

お、かかる調整により割当株式数が０となる場合には、かかる調整は行わないものとする。 

また、発行日以降、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とする

やむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で

割当株式数を調整する。 

２．発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。 

①当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行する場合（新株予約権の行使および旧商法

第280条ノ19の規定に基づき付与された新株引受権の行使の場合を除く。）は、次の算式により行使価額を

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

②当社が株式分割または株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

③当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込価額の調整を行う。 

３．新株予約権の付与後、一部の付与者の異動及び退職等により、提出日の前月末日（平成18年11月30日）現在

の付与対象者の区分及び株数は、当社取締役・監査役９名（231株）、当社従業員43名（442株）、当社子会

社の取締役１名（35株）、当社子会社の従業員５名（50株）及び当社の社外協力者３名（95株）、合計853

株となっております。 

４．新株予約権割当契約書上の行使期間は平成18年１月１日から平成25年12月16日までであります。 

決議年月日 平成15年12月17日 

発行年月日 平成16年12月14日 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役・監査役 

当社従業員 

当社子会社の取締役 

当社子会社の従業員 

当社の社外協力者 

8名 

67名 

1名 

10名 

3名 

  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 1,032株 

新株予約権の行使時の払込価額 １株につき 161,800円 

新株予約権の行使期間 平成18年１月１日から平成25年12月31日まで 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の一部行使はできない。 

対象者が死亡した場合には、新株予約権の相続は認められないも

のとする。退任及び退職の場合の取扱い、その他の権利行使条件

については、平成15年12月17日開催の株主総会決議およびその後

の取締役会決議に基づき、当社が対象者との間で締結する新株予

約権付与契約において定めるものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は取締役会の承認を

要する。 

代用払込みに関する事項 ― 

  調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当り払込金額 

調整後 

行使価額 
＝ 
調整前 

行使価額 
× 

新規発行又は処分前の１株当り株価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割または併合の比率



（平成16年12月17日定時株主総会の内容） 

（イ）  

 （注）１．新株予約権１個あたりの目的となる株式の数（以下、「割当株式数」）は１株とする。ただし、新株予約権

を発行する日（以下、「発行日」という。）までに当社が株式分割または株式併合を行う場合は、本新株予

約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により

その目的となる株式の数を調整する。ただし、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。な

お、かかる調整により割当株式数が０となる場合には、かかる調整は行わないものとする。 

また、発行日以降、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とする

やむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で

割当株式数を調整する。 

２．新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額は、新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当

りの払込金額（以下、「行使価額」という。）に、割当株式数を乗じた金額とする。 

行使価額は、新株予約権の発行日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）における大阪証

券取引所の当社株式の普通取引の終値の平均値、または発行日の終値（終値がない場合は、それに先立つ直

近日の終値とする。）のいずれか高い金額とし、１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調

整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

３．新株予約権の付与後、一部の付与者の異動及び退職等により、又は新株予約権の行使により、提出日の前月

末日（平成18年11月30日）現在の付与対象者の区分及び株数は、当社取締役５名（2,400株）、当社従業員

15名（445株）、当社子会社の取締役１名（50株）及び当社子会社の従業員１名（25株）、合計2,920株とな

っております。 

（ロ）平成17年３月８日に発行された新株予約権につきましては、新株予約権割当契約書の行使できない条項に該当した

ため、平成17年10月17日付にて割り当てられた新株予約権は権利喪失しております。  

（平成17年５月20日臨時株主総会の内容） 

 平成17年６月３日に発行された新株予約権につきましては、新株予約権割当契約書の行使できない条項に該当した

ため、平成17年10月17日付にて割り当てられた新株予約権は権利喪失しております。  

決議年月日 平成16年12月17日 

発行年月日 平成17年２月８日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役 ５名 

当社従業員 18名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 3,000株 

新株予約権の行使時の払込価額 １株につき 205,000円 

新株予約権の行使期間 平成17年２月９日から平成26年12月16日まで 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の一部行使はできない。 

対象者が死亡した場合には、新株予約権の相続は認められないも

のとする。退任及び退職の場合の取扱い、その他の権利行使条件

については、平成16年12月17日開催の株主総会決議およびその後

の取締役会決議に基づき、当社が対象者との間で締結する新株予

約権付与契約において定めるものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は取締役会の承認を

要する。 

代用払込みに関する事項 ― 

  調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割または併合の比率



（平成17年12月22日定時株主総会の内容） 

（イ）  

 （注）１．新株予約権１個当たりの目的となる株式の数（以下、「割当株式数」という。）は１株とする。ただし、新

株予約権を発行する日（以下、「発行日」という。）までに当社が株式分割または株式併合を行う場合は、

本新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算

式によりその目的となる株式の数を調整する。ただし、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨

てる。なお、かかる調整により割当株式数が０となる場合には、かかる調整は行わないものとする。 

また、発行日以降、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とする

やむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で

割当株式数を調整する。 

２．新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権の行使により発行または移転する株式１株

当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に、割当株式数を乗じた金額とする。 

行使価額は、新株予約権の発行日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）における大阪証

券取引所の当社株式の普通取引の終値の平均値、または発行日の前日の終値（終値がない場合は、それに先

立つ直近日の終値とする。）のいずれか高い金額とし、１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調

整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併等を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交

換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は払込金額の調

整をすることができる。 

決議年月日 平成17年12月22日 

発行年月日 平成18年７月26日 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ５名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 1,593株 

新株予約権の行使時の払込価額 １株につき 33,872円 

新株予約権の行使期間 平成18年９月１日から平成21年８月31日まで 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社

及び当社子会社の取締役、監査役、従業員並びに社外協力者等

の地位にあることを要す。 

②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。 

③その他の新株予約権の行使の条件は、本総会以後に開催される

取締役会決議による。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ― 

  調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または併合の比率 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割または併合の比率



（ロ）  

 （注）１．新株予約権１個当たりの目的となる株式の数（以下、「割当株式数」という。）は１株とする。ただし、新

株予約権を発行する日（以下、「発行日」という。）までに当社が株式分割または株式併合を行う場合は、

本新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算

式によりその目的となる株式の数を調整する。ただし、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨

てる。なお、かかる調整により割当株式数が０となる場合には、かかる調整は行わないものとする。 

また、発行日以降、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とする

やむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で

割当株式数を調整する。 

２．新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権の行使により発行または移転する株式１株

当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に、割当株式数を乗じた金額とする。 

行使価額は、新株予約権の発行日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）における大阪証

券取引所の当社株式の普通取引の終値の平均値、または発行日の前日の終値（終値がない場合は、それに先

立つ直近日の終値とする。）のいずれか高い金額とし、１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調

整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併等を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交

換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は払込金額の調

整をすることができる。 

決議年月日 平成17年12月22日 

発行年月日 平成18年７月26日 

付与対象者の区分及び人数 
当社従業員 20名 

当社完全子会社の従業員 １名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 407株 

新株予約権の行使時の払込価額 １株につき 33,872円 

新株予約権の行使期間 平成19年12月23日から平成27年12月21日まで 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社

及び当社子会社の取締役、監査役、従業員並びに社外協力者等

の地位にあることを要す。 

②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。 

③その他の新株予約権の行使の条件は、本総会以後に開催される

取締役会決議による。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ― 

  調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または併合の比率 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割または併合の比率



  

③以下の制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき当社取締役、監査役、従業員及び社外協

力者等に対して新株予約権を付与することを下記株主総会において決議されたものであります。当該制度の内

容は次のとおりであります。 

  

（平成18年12月21日定時株主総会の内容） 

（イ）  

 （注）１．新株予約権１個当たりの新株予約権の目的たる株式の数（以下「目的株式数」という。）は、当初１株とす

る。なお、当社が株式分割（株式無償割当を含む。以下同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により

新株予約権の目的株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で

権利行使されていない新株予約権の目的株式数についてのみ行われる。 

 調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率 

２．新株予約権の行使時に際して出資される財産の価額は、当該時点における目的株式数１株当たりの出資され

る財産の価額（以下「行使価額」という。）に目的株式数を乗じた金額とする。 

当初行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）における㈱

大阪証券取引所の当社株式の普通取引の終値の平均値、又は割当日の前日の終値（終値がない場合は、それ

に先立つ直近日の終値とする。）のいずれか高い金額とし、１円未満の端数は切り上げる。 

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円

未満の端数は切り上げるものとする。 

 ３．新株予約権の行使期間は、平成19年１月１日から平成23年12月15日（５年間）までの期間で当社取締役会

において決定する期間とする。 

 ４．新株予約権に関するその他の細目事項については、取締役会決議により決定する。 

決議年月日 平成18年12月21日 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役及び監査役 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 
当社取締役に対しては3,000株を上限とし、監査役に対しては200

株を上限とする 

新株予約権の行使時の払込価額 (注)１,２ 

新株予約権の行使期間 (注)３ 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。 

②その他の新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間

で締結する新株予約権割当契約書において定めるものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するためには取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ― 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割または併合の比率



（ロ）  

 （注）１．新株予約権１個当たりの新株予約権の目的たる株式の数（以下「目的株式数」という。）は、当初１株とす

る。なお、当社が株式分割（株式無償割当を含む。以下同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により

新株予約権の目的株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で

権利行使されていない新株予約権の目的株式数についてのみ行われる。 

 調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率 

２．新株予約権の行使時に際して出資される財産の価額は、当該時点における目的株式数１株当たりの出資され

る財産の価額（以下「行使価額」という。）に目的株式数を乗じた金額とする。 

当初行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）における㈱

大阪証券取引所の当社株式の普通取引の終値の平均値、又は割当日の前日の終値（終値がない場合は、それ

に先立つ直近日の終値とする。）のいずれか高い金額とし、１円未満の端数は切り上げる。 

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円

未満の端数は切り上げるものとする。 

 ３．新株予約権の行使期間は、平成19年１月１日から平成28年12月15日（10年間）までの期間で当社取締役会

において決定する期間とする。 

 ４．新株予約権に関するその他の細目事項については、取締役会決議により決定する。 

  

決議年月日 平成18年12月21日 

付与対象者の区分及び人数 当社従業員並び当社子会社の取締役、従業員及び社外協力者 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 1,800株を上限とする 

新株予約権の行使時の払込価額 (注)１，２ 

新株予約権の行使期間 (注)３ 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査

役、従業員及び当社子会社の取締役、監査役、並びに社外協力者

等の地位にあることを要す。 

②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。 

③その他の新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間

で締結する新株予約権割当契約書において定めるものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するためには取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ― 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割または併合の比率



 ④以下の制度は、合併によりその義務を承継した旧商法第280条ノ19に基づくものであり、当社取締役、当社及

び当社子会社従業員に対し新株引受権を付与することを下記株主総会において決議されたものであります。当

該制度の内容は次のとおりであります。 

（平成12年８月31日㈱トラストワーク定時株主総会の内容） 

 （注）１．上記の株式の数、新株予約権の行使時の払込価額は、平成15年３月１日付の合併に伴う調整済みの数値を記

載しております。 

２．権利付与日以降に新株発行価額を下回る価額で新株式発行を行う場合は、次の算式（コンバージョン・プラ

イス方式）により発行価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

３．権利付与日以降に株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により発行価額を調整し、調整により生

ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

４．新株引受権の付与後、一部の付与者の異動及び退職等により、又は新株引受権の行使により、提出日の前月

末日（平成18年11月30日）現在の付与対象者の区分及び株数は、当社従業員16名（61株）となっておりま

す。 

決議年月日 平成12年８月31日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役 

当社従業員 

3名 

37名 
  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 146株 

新株予約権の行使時の払込価額 １株につき173,913円 

新株予約権の行使期間 平成13年８月１日から平成20年７月31日まで 

新株予約権の行使の条件 

被付与者が取締役または使用人の地位を失った場合は原則として

権利行使不能。 

その他の権利行使条件については、平成12年８月31日開催の定時

株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当社が対象

者との間で締結する新株引受権付与契約において定めるものとす

る。 

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定の禁止 

代用払込みに関する事項 ― 

調整後発行価額 ＝ 

既発行

株式数 
× 
新規発行前

の発行価額
＋ 
新規発行

株式数 
× 
１株当り

払込金額

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 
１ 

株式分割・株式併合の比率



（平成13年４月10日㈱トラストワーク臨時株主総会の内容） 

 （注）１．上記の株式の数、新株予約権の行使時の払込価額は、平成15年３月１日付の合併に伴う調整済みの数値を記

載しております。 

２．権利付与日以降に新株発行価額を下回る価額で新株式発行を行う場合は、次の算式（コンバージョン・プラ

イス方式）により発行価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

３．権利付与日以降に株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により発行価額を調整し、調整により生

ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

４．新株引受権の付与後、一部の付与者の異動及び退職等により、又は新株引受権の行使により、提出日の前月

末日（平成18年11月30日）現在の付与対象者の区分及び株数は、当社取締役２名（256株）、当社従業員８

名（73株）、当社子会社の取締役１名（２株）及び当社子会社の従業員１名（２株）、合計333株となって

おります。 

決議年月日 平成13年４月10日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役 

当社従業員 

3名 

18名 
  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 476株 

新株予約権の行使時の払込価額 １株につき173,913円 

新株予約権の行使期間 平成13年８月１日から平成20年７月31日まで 

新株予約権の行使の条件 

被付与者が取締役または使用人の地位を失った場合は原則として

権利行使不能。 

その他の権利行使条件については、平成13年４月10日開催の臨時

株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当社が対象

者との間で締結する新株引受権付与契約において定めるものとす

る。 

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定の禁止 

代用払込みに関する事項 ― 

調整後発行価額 ＝ 

既発行

株式数 
× 
新規発行前

の発行価額
＋ 
新規発行

株式数 
× 
１株当り

払込金額

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 
１ 

株式分割・株式併合の比率



（平成13年８月30日㈱トラストワーク定時株主総会の内容） 

 （注）１．上記の株式の数、新株予約権の行使時の払込価額は、平成15年３月１日付の合併に伴う調整済みの数値を記

載しております。 

２．権利付与日以降に新株発行価額を下回る価額で新株式発行を行う場合は、次の算式（コンバージョン・プラ

イス方式）により発行価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

３．権利付与日以降に株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により発行価額を調整し、調整により生

ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

４．新株引受権の付与後、一部の付与者の異動又は退職等により、提出日の前月末日（平成18年11月30日）現在

の付与対象者の区分及び株数は、当社取締役２名（345株）、当社従業員19名（147株）、当社子会社の取締

役２名（22株）、当社子会社の従業員１名（４株）及び社外協力者１名（11株）、合計529株となっており

ます。 

決議年月日 平成13年８月30日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役 

当社従業員 

4名 

45名 
  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 669株 

新株予約権の行使時の払込価額 １株につき260,870円 

新株予約権の行使期間 平成15年４月１日から平成23年３月31日まで 

新株予約権の行使の条件 

被付与者が取締役または使用人の地位を失った場合は原則として

権利行使不能。 

その他の権利行使条件については、平成13年８月30日開催の定時

株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当社が対象

者との間で締結する新株引受権付与契約において定めるものとす

る。 

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定の禁止 

代用払込みに関する事項 ― 

調整後発行価額 ＝ 

既発行

株式数 
× 
新規発行前

の発行価額
＋ 
新規発行

株式数 
× 
１株当り

払込金額

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 
１ 

株式分割・株式併合の比率



⑤以下の制度は、合併によりその義務を承継した旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づくものであ

り、当社取締役、当社及び当社子会社従業員に対し新株予約権を付与することを下記株主総会において決議さ

れたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。 

  

（平成14年８月30日㈱トラストワーク定時株主総会の内容） 

 （注）１．上記の株式の数、新株予約権の行使時の払込価額は、平成15年３月１日付の合併に伴う調整済みの数値を記

載しております。 

２．新株予約権発効日後に、株式分または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するも

のとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的た

る株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

３．発行日後に時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権並びに旧商法第

280条ノ19第１項の規定による新株引受権の行使による場合を除く）は、次の算式（コンバージョン・プラ

イス方式）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ものとする。 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を

控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替え

るものとする。 

また、当社が他社と吸収合併又は新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割も

しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。 

４．発行日後、株式分割又は株式併合を行う場合は、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ものとする。 

５．新株予約権の付与後、一部の付与者の異動及び退職等により、又は新株予約権の行使により、提出日の前月

末日（平成18年11月30日）現在の付与対象者の区分及び株数は、当社取締役２名（523株）、当社従業員31

名（228株）、当社子会社の取締役１名（4株）及び当社子会社の従業員２名（6株）、合計761株となってお

ります。 

決議年月日 平成14年８月30日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役 

当社従業員 

4名 

74名 
  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 930株 

新株予約権の行使時の払込価額 １株につき173,913円 

新株予約権の行使期間 平成15年４月１日から平成23年３月31日まで 

新株予約権の行使の条件 

被付与者が取締役または使用人の地位を失った場合は原則として

権利行使不能。 

その他の権利行使条件については、平成14年８月30日開催の定時

株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当社が対象

者との間で締結する新株予約権付与契約において定めるものとす

る。 

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定の禁止 

代用払込みに関する事項 ― 

  調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 株式分割・併合の比率

調整後払込金額 ＝ 

既発行

株式数 
× 
新規発行前

の発行価額
＋ 
新規発行

株式数 
× 
１株当り

払込金額

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

株式分割・株式併合の比率



２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 

旧商法第220条ノ６の規定に基づく端株の買取請求による普通株式の取得 

(1）【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

(2）【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

(3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

旧商法第220条ノ６の規定に基づく端株の買取請求による取得  

(4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

取締役会（平成―年―月―日）での決議状況 

（取得期間 平成―年―月―日～平成―年―月―日） 
― ― 

当事業年度前における取得自己株式 ― ― 

当事業年度における取得自己株式 0.5 39,600 

残存決議株式の総数及び価額の総額 ― ― 

当事業年度の末日現在の未行使割合(％)  ― ― 

当期間における取得自己株式 ― ― 

提出日現在の未行使割合(％)  ― ― 

区分 

当事業年度 当期間 

株式数（株） 
処分価額の総額
（円） 

株式数（株） 
処分価額の総額
（円） 

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 ― ― ― ― 

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ― 

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ

た取得自己株式 
― ― ― ― 

その他 

（―） 
― ― ― ― 

保有自己株式数 2,301.6 － 2,301.6 － 



３【配当政策】 

 当社は、将来の事業展開に備えて安定した財務体質を確立し、経営基盤の強化を図るため、内部留保に重点を置き

つつ、企業価値及び将来のキャッシュ・フロー増大を目指していく方針です。 

 株主への利益還元は経営の重要課題であるとの認識に立ち、事業拡大、業績の向上、及び戦略投資の観点から必要

と想定される内部留保の確保をはかりながら、安定的な財務体質のもとでその実施の有無を検討していく所存です。

 配当に関しては、設立以来利益配当の実績を有しておらず、また現時点において実施の可能性及び実施時期等につ

いても未定でありますが、経営方針、今後の経営計画及び各期の経営業績を考慮に入れ、できるだけ早期の株主への

利益還元の実施が可能となるよう、今後とも検討を続けていく方針です。 

 当社は「取締役会の決議によって、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質

権者に対し、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当（以下「中間配当金」という。）をすることができる。」

旨を定款に定めております。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、平成13年３月31日までは大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場におけるもの、同日以

後平成14年12月15日までは㈱大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場におけるもの、平成14年12月16日から

は㈱大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」市場におけるものであります。なお、平

成13年３月２日をもって同取引所に株式を上場いたしましたのでそれ以前の株価については該当事項はありま

せん。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、㈱大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」市場におけるものであ

ります。 

回次 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期 

決算年月 平成14年９月 平成15年９月 平成16年９月 平成17年９月 平成18年９月 

最高（円） 920,000 248,000 338,000 318,000 169,000 

最低（円） 182,000 60,000 88,000 123,000 18,100 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 81,400 51,500 45,800 42,250 36,100 31,940 

最低（円） 45,300 31,000 26,000 27,500 28,750 18,100 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

取締役社長 

(代表取締役) 
  駒井 滋 昭和43年５月26日 

平成４年４月 ㈱日本エル・シー・エー入社 

平成６年11月 ㈱グレートウォール（㈱トラスト

ワークの前身）設立とともに専務

取締役就任 

平成９年７月 ㈱トラストワーク代表取締役社長

就任 

平成15年３月 当社代表取締役社長就任（現任） 

平成16年６月 ㈱ヒバライバンク代表取締役社長

就任 

平成16年９月 ㈱ヒューマンアウトソーシング代

表取締役社長就任（現任）  

平成18年11月 ㈱オープンループパートナーズ代

表取締役社長就任（現任）  

1,799.3 

取締役副社長 
ヒューマンリソ

ーシズ本部長 
棈松 修 昭和44年１月13日 

平成11年12月 ㈱トラストワーク取締役営業本部

本部長就任 

平成13年１月 ㈱トラストワーク取締役副社長就

任 

平成14年２月 ㈱トラスト・リンク取締役就任 

平成14年５月 ㈱トラスト・エスピー・キューブ

取締役就任 

平成15年３月 当社専務取締役就任 

平成15年５月 取締役副社長就任（現任） 

平成16年７月 ヒューマンリソーシズ本部長就任

（現任） 

平成18年９月 ㈱アスペイワーク代表取締役社長

就任（現任）  

593.1 

取締役 経営管理本部長 原 一郎 昭和20年７月23日 

昭和44年４月 ㈱日本不動産銀行（㈱日本債券信

用銀行、現㈱あおぞら銀行）入行 

平成５年６月 同行取締役財務企画部長就任 

平成10年６月 同行専務取締役就任 

平成12年２月 ㈱ハーフ・センチュリー・モア入

社サンシティ神奈川総支配人就任 

平成15年12月 当社入社 管理本部長就任 

平成15年12月 取締役就任（現任） 

平成16年７月 経営管理本部長就任（現任） 

平成17年12月 ㈱オープンループインベストメン

ト代表取締役社長就任（現任）  

144.0 

取締役 
札幌研究センタ

ー長 
荒川 宏樹 昭和40年１月14日 

昭和60年４月 富士通㈱入社 

平成元年10月 ㈱ビー・ユー・ジー入社 

平成８年４月 北海道地図㈱入社 

平成10年１月 当社入社 

平成10年12月 取締役就任（現任） 

平成15年３月 札幌研究センター長就任（現任） 

105.0 

取締役 
ＩＴセキュリテ

ィ本部長 
内田 友幸 昭和44年１月２日 

平成７年５月 ㈲ゆんファクトリー（現㈱ヒバラ

イバンク）設立  取締役就任 

平成11年１月 ㈱ゆんファクトリーに組織変更 代

表取締役社長に就任 

平成15年10月 当社入社 ＩＴセキュリティ本部長

就任（現任） 

平成15年12月 取締役就任（現任） 

611.0 

 



 （注）１．監査役 濱中徹氏、丸山弘昭氏、三好正也氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

２．所有株式数は提出日現在のものであります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

監査役 

（常勤） 
  濱中 徹 昭和31年６月16日 

昭和55年４月 ㈲相互美建入社 

昭和56年１月 上正路㈲入社 

昭和60年２月 濱中徹税理士事務所開業（現任） 

平成12年７月 当社監査役就任（現任） 

20.0 

監査役   丸山 弘昭 昭和21年３月14日 

昭和45年４月 日本合成ゴム㈱（現JSR㈱）入社 

昭和47年４月 ㈱第一会計計算センター（現㈱ダ

イテック）入社 

昭和49年４月 監査法人伊東会計事務所（現みす

ず監査法人）入所 

昭和56年10月 ㈱アタックス設立 

昭和60年３月 同社代表取締役就任（現任） 

平成12年８月 ㈱トラストワーク監査役就任 

平成15年３月 当社監査役就任（現任） 

11.5 

監査役   三好 正也 昭和３年７月３日 

昭和29年１月 経済団体連合会入局 

昭和61年４月 (財)経済広報センター専務理事就

任 

昭和63年５月 (社)経済団体連合会事務総長就任 

平成９年５月 (社)世界貿易センター(東京)副会

長就任（現任） 

平成12年６月 ㈱エフエムジャパン（現 ㈱J- 

WAVE）代表取締役会長兼社長就任 

平成13年４月 ㈱ミヨシ・ネットワークス代表取

締役就任（現任） 

平成13年８月 ㈱トラストワーク監査役就任 

平成15年３月 当社監査役就任（現任） 

― 

監査役   大野 長八 昭和23年12月27日 

昭和61年８月 ㈱ベンチャー・リンク取締役就任 

平成８年８月 リンク・インベストメント㈱取締

役社長就任 

平成12年４月 大野アソシエーツ設立（現任） 

平成15年６月 追手門学院大学客員教授就任（現

任） 

平成16年６月 ㈱ヒバライバンク取締役就任 

平成16年12月 当社監査役就任（現任） 

0.5 

監査役   駒込 勝 昭和20年８月17日 

昭和41年４月 クラウン㈱入社 

昭和44年９月 山水電気㈱入社 

昭和60年６月 ㈱セガ・エンタープライゼス入社 

昭和63年３月 八重洲無線㈱入社 

平成５年５月 ㈱アクセル専務取締役就任 

平成13年５月 ㈱トラストワーク入社 

平成13年８月 同社取締役経営管理本部長就任 

平成15年11月 ㈱ミミコム常務取締役就任 

平成18年12月 当社監査役就任（現任） 

― 

        計 3,284.4 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は、公正な企業活動を行うことの重要性を認識し経営環境の変化に迅速に対応すべく、適正規模で運営され

る取締役会および経営会議の開催により、経営および業務執行上の重要事項に関わる決定を行なっています。 

(2）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

①基本説明 

 当連結会計年度における当社の経営体制は、取締役５名（社外取締役は選任しておりません）、監査役４名

（うち社外監査役は３名）で構成されております。当社の最高意思決定機関として、月１回以上取締役会を開催

しております。また、取締役会及び社長の経営意思決定の補佐・経営情報の共有・実務的観点を重視した様々な

重要事項の審議等を主眼に、原則として毎週、各本部長以上の参加により経営会議を開催しております。 

 当社は監査役制度採用会社であり、監査役会が会議等への参加を通じて経営陣の意思決定を日頃よりチェック

すると共に、客観的・中立的立場からの助言を行っております。 

 監査役会は月１回開催されており、他に内部監査室と適宜情報交換を行っております。また監査役会は会計監

査人と適宜協議の場を設け、相互に連携して会社の適切な業務執行と開示体制を確保するための活動を行ってお

ります。 

 各種委員会は設置しておりません。コンプライアンスの観点より、経営執行状況に関わる法務面からの検証と

して、取締役会においては顧問弁護士の同席による適宜アドバイス、また経営会議においては法務関連報告等の

恒常的実施がなされております。 

②内部監査及び監査役監査の状況 

  内部監査室１名による点検の実施及び監査役４名による内部統制の運用状況の評価により内部統制の強化を行

っております。 

③会計監査の状況 

  会計監査につきましては、ビーエー東京監査法人との間で監査契約を締結し、期中及び期末に監査を実施し

ております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成については以下の

とおりです。 

・業務を執行した公認会計土の氏名 

 指定社員 業務執行社員   原 伸之、若槻 明 

・会計監査業務に係る補助者の構成 

 公認会計士２名、会計士補２名、その他２名 

④社外取締役及び社外監査役との関係 

 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係において、

該当事項はございません。 

(3) リスク管理体制の整備の状況 

 内部情報管理規程・文書管理規程等、種々の業務管理規定に基づいた適正な運営フロー及び複数名によるクロ

スチェック・多層的な承認体制を全般に構築しております。 

(4) 役員報酬の内容 

社内取締役の年間報酬総額           97,906千円 
監査役の年間報酬総額                9,240千円 

(5) 監査報酬の内容 

監査契約に基づく監査証明に係る報酬  12,000千円 

(6) コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの実施状況 

 コンプライアンスにおいては、特定の人間に依存することの無いように社内監査の実施、各種契約書や各種広

告等の弁護士による法務チェック等を実施しております。加えて、勉強会やセミナーなどの適宜開催によるイン

サイダー取引防止、及び個人情報保護などの観点からの社員教育にも力を入れております。 

 特に平成17年４月に完全施行の個人情報保護法に鑑み、内部情報取扱規程において個人情報保護規程を追加整

備の上、営業部署において個人データが保存されている業務用パソコンの持ち出しの原則禁止・事前承認制によ

る管理運用等、具体的な対策強化を通じ、役職員への周知徹底をはかっております。 

 ディスクロージャーに関しましては、㈱大阪証券取引所の定める適時開示規則の遵守はもとより当社の規定す

る「ディスクロージャー・ポリシー」に基づき、投資情報として重要と判断した場合には積極的かつ公平に開示

を行なうべく努めております。また、当社への理解を深めていただけるよう、ウェブサイトの充実等を通じた 

ＩＲ情報発信の強化を含む様々な改善をはかっております。 

 今後とも事業環境の変化や事業拡大を視野にいれ、引き続きコーポレート・ガバナンスの充実に関する検討を

重ねてまいります。 



第５【経理の状況】 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前連結会計年度（平成16年10月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づ

き、当連結会計年度（平成17年10月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作

成しております。 

 ただし、前連結会計年度（平成16年10月１日から平成17年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のた

だし書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

「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、前事業年度（平成16年10月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事

業年度（平成17年10月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しておりま

す。 

 ただし、前事業年度（平成16年10月１日から平成17年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のただし

書きにより、改正前の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、前連結会計年度（平成16年10月１日から平成17年９月30日ま

で）及び前事業年度（平成16年10月１日から平成17年９月30日まで）の連結財務諸表及び財務諸表について、監査法

人トーマツにより監査を受け、また、当連結会計年度（平成17年10月１日から平成18年９月30日まで）及び当事業年

度（平成17年10月１日から平成18年９月30日まで）の連結財務諸表及び財務諸表について、ビーエー東京監査法人に

より監査を受けております。 

 なお、当社の会計監査人は次のとおり交代しております。 

 前連結会計年度及び前事業年度 監査法人トーマツ 

 当連結会計年度及び当事業年度 ビーエー東京監査法人 



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

    
前連結会計年度 

（平成17年９月30日） 
当連結会計年度 

（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

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 ※１   1,672,513     2,476,088   

２．受取手形及び売掛金 ※３   788,662     679,339   

３．たな卸資産     4,538     2,223   

４．営業投資有価証券      ―     318,034   

５．その他     203,638     225,388   

貸倒引当金     △114,030     △20,518   

流動資産合計     2,555,321 76.3   3,680,554 90.0 

Ⅱ 固定資産               

１．有形固定資産               

(1）建物及び構築物   51,923     24,585     

減価償却累計額   △11,581 40,342   △15,952 8,632   

(2）車両運搬具   1,953     11,961     

減価償却累計額   △1,683 269   △2,391 9,570   

(3）工具器具備品   148,264     103,719     

減価償却累計額   △84,504 63,759   △89,862 13,856   

有形固定資産合計     104,372 3.1   32,059 0.8 

２．無形固定資産               

(1）営業権     18,000     ―   

(2）のれん     ―     12,194   

(3）ソフトウェア     76,354     ―   

(4）その他     13,465     2,477   

無形固定資産合計     107,819 3.2   14,671 0.4 

３．投資その他の資産               

(1）投資有価証券 ※2,3   441,023     112,376   

(2）破産更生債権等 ※３   1,663,231     1,675,624   

(3）その他     150,909     107,888   

貸倒引当金     △1,523,460     △1,535,853   

投資損失引当金     △150,000     ―   

投資その他の資産合計     581,703 17.4   360,036 8.8 

固定資産合計     793,895 23.7   406,767 10.0 

資産合計     3,349,216 100.0   4,087,322 100.0 

    
 



    
前連結会計年度 

（平成17年９月30日） 
当連結会計年度 

（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）               

Ⅰ 流動負債               

１．買掛金 ※３   241,270     145,966   

２．短期借入金     850,000     ―   

３．１年以内償還予定社債     60,000     60,000   

４．１年以内返済予定長期
借入金 

※１   10,100     ―   

５．未払法人税等     61,110     41,457   

６．賞与引当金      49,604     47,128   

７．その他     367,738     253,169   

流動負債合計     1,639,824 49.0   547,721 13.4 

Ⅱ 固定負債               

１．社債     120,000     60,000   

２．繰延税金負債     4,013     3,276   

３．その他     621     2,616   

固定負債合計     124,635 3.7   65,893 1.6 

負債合計     1,764,460 52.7   613,614 15.0 

     

（資本の部）               

Ⅰ 資本金 ※４   4,070,476 121.5   ― ― 

Ⅱ 資本剰余金     2,317,857 69.2   ― ― 

Ⅲ 利益剰余金     △4,448,314 △132.8   ― ― 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

    5,872 0.2   ― ― 

Ⅴ 為替換算調整勘定     △1,058 △0.0   ― ― 

Ⅵ 自己株式 ※５   △360,077 △10.8   ― ― 

資本合計     1,584,756 47.3   ― ― 

負債及び資本合計     3,349,216 100.0   ― ― 

     
 



    
前連結会計年度 

（平成17年９月30日） 
当連結会計年度 

（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（純資産の部）               

Ⅰ 株主資本               

１．資本金     ― ―   4,770,992 116.7 

２．資本剰余金     ― ―   3,018,543 73.9 

３．利益剰余金     ― ―   △3,985,657 △97.5 

４．自己株式     ― ―   △360,117 △8.8 

株主資本合計     ― ―   3,443,761 84.3 

Ⅱ 評価・換算差額等               

その他有価証券評価差額
金 

    ― ―   4,431 0.1 

評価・換算差額等合計     ― ―   4,431 0.1 

Ⅲ 新株予約権     ― ―   25,515 0.6 

純資産合計     ― ―   3,473,708 85.0 

負債純資産合計  ― ― 4,087,322 100.0

     



②【連結損益計算書】 

    
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高 ※３   8,828,863 100.0   5,002,034 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※３   6,070,278 68.8   3,679,686 73.6 

売上総利益     2,758,585 31.2   1,322,348 26.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,3   2,624,817 29.7   1,767,350 35.3 

営業利益 
 又は営業損失（△） 

    133,767 1.5   △445,001 △8.9 

Ⅳ 営業外収益               

１．受取利息   828     727     

２．受取配当金   ―     1,111     

３．受取手数料   1,900     2,479     

４．保険解約益   4,123     650     

５．助成金収入    ―     2,730     

６．その他   6,208 13,061 0.2 2,590 10,290 0.2 

Ⅴ 営業外費用               

１．支払利息   8,662     3,787     

２．新株発行費   21,404     ―     

３．株式交付費   ―     8,530     

４．社債発行費   ―     26,745     

５．持分法による投資損失   4,371     343     

６．投資事業組合投資損失    ―     4,907     

７．支払手数料 ※３  2,452     747     

８．その他   4,828 41,718 0.5 1,178 46,241 0.9 

経常利益 
 又は経常損失（△） 

    105,110 1.2   △480,952 △9.6 

 



    
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅵ 特別利益               

１．投資有価証券売却益   299,431     25,828     

２．貸倒引当金戻入益   ―     81,118     

３．営業譲渡益  ※５  ―     970,937     

４．関係会社株式売却益   ―     3,480     

５．投資損失引当金戻入益    ―     150,000     

６．その他   ― 299,431 3.4 237 1,231,602 24.6 

Ⅶ 特別損失               

１．投資有価証券売却損   49,734     4,104     

２．投資有価証券評価損 ※４  77,188     27,974     

３．固定資産除却損 ※2,4 319,799     1,224     

４．貸倒引当金繰入額 ※４  1,587,174     ―     

５．営業権償却  ※４  2,332,631     ―     

６．本社移転費用   36,130     ―     

７．建設協力金償却    64,381     ―     

８．事務所閉鎖損失 ※４ 59,426     ―     

９．事務所移転・縮小関連費用   ―     12,283     

10．投資損失引当金繰入額  ※４ 150,000     ―     

11．減損損失  ※６ ―     186,240     

   12．臨時償却   － 4,676,465 53.0 17,937 249,765 5.0 

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失(△） 
    △4,271,924 △48.4   500,884 10.0 

法人税、住民税及び事業税     37,948 0.4   38,228 0.8 

少数株主損失     4,178 0.0   ― ― 

当期純利益 

 又は当期純損失(△） 
    △4,305,694 △48.8   462,656 9.2 

    



③【連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書】 

   連結剰余金計算書 

    
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 

（資本剰余金の部）       

Ⅰ 資本剰余金期首残高     2,193,835 

Ⅱ 資本剰余金増加高       

増資による新株の発
行 

  1,795,041 1,795,041 

Ⅲ 資本剰余金減少高       

欠損てん補のための 
資本準備金取崩高 

  1,671,018 1,671,018 

Ⅳ 資本剰余金期末残高     2,317,857 

     

（利益剰余金の部）       

Ⅰ 利益剰余金期首残高     △1,813,639 

Ⅱ 利益剰余金増加高       

欠損てん補による資
本準備金からの振替
高 

  1,671,018 1,671,018 

Ⅲ 利益剰余金減少高       

  当期純損失   4,305,694 4,305,694 

Ⅳ 利益剰余金期末残高     △4,448,314 

     



    連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日）    

 

  株主資本  

 資本金  資本剰余金  利益剰余金  自己株式  株主資本合計  

平成17年９月30日残高（千円） 4,070,476 2,317,857 △4,448,314 △360,077 1,579,942 

連結会計年度中の変動額       

新株の発行  200,601 200,601 ― ― 401,202 

転換社債の転換 499,915 500,084 ― ― 1,000,000 

当期純利益 ― ― 462,656 ― 462,656 

自己株式の取得 ― ― ― △39 △39 

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額(純額) ― ― ― ― ― 

連結会計年度中の変動額合計  

         （千円） 700,516 700,685 462,656 △39 1,863,818 

平成18年９月30日残高（千円） 4,770,992 3,018,543 △3,985,657 △360,117 3,443,761 

  評価・換算差額等  

新株予約権  純資産合計  

 
その他有価証券評

価差額金  
 為替換算調整勘定

評価・換算差額等

合計 

平成17年９月30日残高（千円） 5,872 △1,058 4,814 ― 1,584,756 

連結会計年度中の変動額       

新株の発行  ― ― ― ― 401,202 

転換社債の転換 ― ― ― ― 1,000,000 

当期純利益 ― ― ― ― 462,656 

自己株式の取得 ― ― ― ― △39 

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額(純額) △1,440 1,058 △382 25,515 25,132 

連結会計年度中の変動額合計  

          （千円） △1,440 1,058 △382 25,515 1,888,951 

平成18年９月30日残高（千円） 4,431 ― 4,431 25,515 3,473,708 



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       

税金等調整前当期純利益 
 又は税金等調整前当期純損失（△）   △4,271,924 500,884 

減価償却費   807,934 40,649 

連結調整勘定償却   2,513 ― 

のれん償却額   ― 9,107 

貸倒引当金の増加額（△減少額）   1,587,174 △81,118 

賞与引当金の増加額（△減少額）   49,604 △2,476 

投資損失引当金の増加額（△減少額）   150,000 △150,000 

受取利息及び受取配当金   △1,433 △1,839 

支払利息   8,662 3,787 

新株発行費   21,404 ― 

株式交付費   ― 8,530 

社債発行費   ― 26,745 

持分法による投資損失   4,371 343 

投資事業組合投資損失   ― 4,907 

固定資産除却損   319,799 1,224 

建設協力金償却   64,381 ― 

本社移転費用   36,130 ― 

投資有価証券評価損   77,188 27,974 

投資有価証券売却益   △299,431 △25,828 

関連会社株式売却益   ― △3,480 

投資有価証券売却損   49,734 4,104 

営業譲渡益   ― △970,937 

営業権償却（特別損失）   2,332,631 ― 

臨時償却（特別損失）   ― 17,937 

減損損失（特別損失）   ― 186,240 

事務所移転・縮小関連費用   ― 12,283 

売上債権の減少額（△増加額）   △152,490 109,323 

たな卸資産の減少額   2,275 2,415 

未収消費税等の減少額（△増加額）   △108,761 100,626 

前払費用の減少額（△増加額）   △9,791 6,254 

破産更生債権等の増加額    △1,637,877 △12,393 

仕入債務の増加額（△減少額）   106,716 △95,304 

未払金の増加額（△減少額）   61,252 △51,232 

未払費用の増加額   17,498 5,081 

未払消費税等の増加額（△減少額）   54,424 △41,602 

その他   △32,913 △182,777 

小計   △760,925 △550,567 

利息及び配当金の受取額   815 1,848 

利息の支払額   △10,093 △2,219 

法人税等の支払額   △11,905 △73,156 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △782,108 △624,094 

 



    
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

定期預金の預入による支出   △39,625 ― 

定期預金の払出による収入   39,619 ― 

投資有価証券の取得による支出   △544,423 △495,565 

投資有価証券の売却による収入   380,025 492,562 

子会社株式の取得による支出   △3,532 ― 

関連会社株式の売却による収入   ― 9,782 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出 ※４ ― △1,172 

貸付金の回収による収入   9,332 19,732 

有形固定資産の取得による支出   △100,645 △31,105 

有形固定資産の売却による収入   194 286 

無形固定資産の取得による支出   △54,675 △17,230 

営業譲受による支出 ※２ △3,006,500 ― 

営業譲渡による収入 ※３ ― 1,000,000 

敷金・保証金の増加   △50,469 △6,517 

敷金・保証金の減少   6,223 43,462 

その他   △20,499 △17,034 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △3,384,977 997,200 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

短期借入金の純増減額   683,100 △850,000 

長期借入金の返済による支出   △227,901 △10,100 

転換社債の発行による収入   ― 973,255 

社債の償還による支出   △60,000 △60,000 

株式の発行による収入   3,568,679 392,211 

新株予約権の発行による収入    ― 4,140 

自己株式の取得による支出   ― △39 

割賦債務支払による支出   △2,138 △2,138 

財務活動によるキャッシュ・フロー   3,961,740 447,328 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額   △205,345 820,434 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   1,808,156 1,602,810 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,602,810 2,423,244 

     



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況  

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日  
  至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日  
  至 平成18年９月30日） 

   当社は平成17年２月に平成電電㈱との間で包括的資本

業務提携の基本合意を締結し、これに基づき㈱ヒューマ

ンアウトソーシング（当社の連結子会社）は平成17年３

月に平成電電㈱からカスタマーサービス業務に関する営

業譲渡（譲渡価格3,000,000千円）を受けるとともに５年

間の独占的業務委託契約を締結しました。本提携により

当下半期以降当社業績に売上成長及び利益回復の両面か

ら多大に寄与することが見込まれておりました。 

  しかしながら、平成17年10月３日、平成電電㈱は東京

地方裁判所に民事再生手続開始の申立てを行い、10月21

日付で㈱ヒューマンアウトソーシングに対し業務委託契

約の解除通告を行いました。 

  このため当社グループは、平成電電㈱の民事再生手続

開始の申立てに起因する特別損失4,232,500千円を計上

し、当期連結業績において最終的に4,305,694千円の当期

純損失を計上しました。その結果、資本の部における利

益剰余金は△4,448,314千円となり、大幅な毀損が生じて

おります。営業活動によるキャッシュ・フローは前連結

会計年度△328,191千円、当連結会計年度も上記の影響に

より△782,108千円と二期連続のマイナスとなっておりま

す。 

  以上を鑑み、継続企業の前提に関する重要な疑義が存

在しております。 

 

   当該状況に対応すべく、当社は主として財務体質の安

定的回復と強化を早急にはかるべく、平成17年11月９日

開催の取締役会において海外投資家を割当先とする総額

1,000,000千円の円建転換社債型新株予約権付社債の発行

を決議しました。なお、払込期日平成17年11月25日まで

に、全額の払込が完了しております。 

 

   財務体質面における強化をはかる一方で、来期以降に

おいて積極的な新規支店の開設と共に大口顧客プロジェ

クトの受注活動の推進、既存顧客対応強化を中心とした

受注活動の展開、募集費等を中心とした全体コスト削減

等の、売上及び利益創出額の増大を進める経営計画を策

定しました。 

 

   以上の財務体質の安定的回復及び営業戦略の推進によ

り、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消できるも

のと判断しております。従って、連結財務諸表は継続企

業を前提として作成されており、このような重要な疑義

の影響を反映しておりません。 

  当社グループは、前連結会計年度において4,305,694千

円の当期純損失を計上しました。また、当連結会計年度

においては、当期純利益462,656千円を計上したものの、

営業損失として445,001千円、経常損失として480,952千

円を計上しております。 

 以上を鑑み、継続企業の前提に関する重要な疑義が存

在しております。 

  

 当該状況に対応すべく、当社グループは、「財務体質

の再強化」と「顧客構成の割合の見直しと再構築による

売上・利益の回復」に取り組んでおります。 

 「財務体質の再強化」については、平成17年11月の総額

1,000百万円の円建転換社債型新株予約権付社債の発行及

び全額の株式転換完了、平成18年２月の㈱ヒューマンア

ウトソーシングによる営業譲渡による収入1,000百万円、

そして平成18年３月に決議した第三者割当による新株式

及び新株予約権の発行（同年４月、新株式199百万円、新

株予約権４百万円共払込を完了）を通じて、安定的経営

のベースとなる財務基盤を確保することができました。 

 「顧客構成の割合の見直しと再構築による売上・利益

の回復」については、平成電電㈱に傾斜配分されていた

経営資源の再配分を急ピッチで進めており、損益の改善

を図っております。また、“製品群の峻別”及び“不採

算事業の再編”により、「全事業部門における営業利益

黒字化を来期初頭より実現する」ことを必達の課題とし

て、「事業再編」と「コスト構造改革（追加的コスト削

減）」の二面から、具体的施策の実行による早期の効果

発現を目指しております。 

 

 以上の「財務体質の再強化」及び「顧客構成の割合の

見直しと再構築による売上・利益の回復」により、継続

企業の前提に関する重要な疑義を解消できるものと判断

しております。従って、連結財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、このような重要な疑義の影響を

反映しておりません。 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数 ６社 

 連結子会社の名称 

㈱トラスト・エスピー・キューブ、㈱ヒバライバン

ク、㈱ヒューマンアウトソーシング、㈲ディー・フ

ロンティア、㈲コールスタッフィング、㈲ワイズマ

ネージメント 

 上記のうち、㈲ディー・フロンティア、㈲コール

スタッフィング、㈲ワイズマネージメントについて

は、当連結会計年度において新たに設立したため、

連結の範囲に含めております。 

(2）非連結子会社の名称 ㈲グローリービジョン 

 （連結の範囲から除いた理由） 

 当連結会計年度において設立した㈲グローリービ

ジョンについては、設立当初で実質的な営業活動を

行っておらず、合計の総資産、売上高、当期純損益

及び利益剰余金等は、いずれも連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないため、連結の範囲より除い

ております。 

１．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数 ８社 

 連結子会社の名称 

㈱トラスト・エスピー・キューブ、㈱ヒバライバン

ク、㈱オープンループインベストメント、㈱アスペ

イワーク（旧社名㈲グローリービジョン）、㈱トッ

プランダー（旧社名㈲ワイズマネージメント）、㈱

ヒューマンアウトソーシング、㈲ディー・フロンテ

ィア、㈲コールスタッフィング 

 上記のうち、㈱オープンループインベストメント

については、当連結会計年度において新たに設立し

たため、また、㈱アスペイワーク（旧社名㈲グロー

リービジョン）は当連結会計年度において100%子会

社化したため、連結の範囲に含めております。 

  

  

２．持分法の適用に関する事項 

(1）持分法を適用した関連会社数 １社 

２．持分法の適用に関する事項 

 前連結会計年度において持分法適用の関連会社で

あった興和国際有限公司について、当連結会計年度

において同社株式を全株売却したため、該当事項は

ありません。   

(2）持分法を適用した関連会社の名称 

興和国際有限公司 

(3）持分法を適用しない非連結子会社の名称  

  ㈲グローリービジョン 

 当連結会計年度において設立した㈲グローリービ

ジョンについては、設立当初で実質的な営業活動を

行っておらず、当期純損益及び利益剰余金等は、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていない

ため、持分法の適用範囲より除いております。 

  

  

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうち、㈲ディー・フロンティア、㈲

コールスタッフィング、㈲ワイズマネージメントの

決算日は３月31日であります。連結財務諸表の作成

にあたって、これらの連結子会社については、連結

決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使

用しております。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうち、㈲ディー・フロンティア、㈲

コールスタッフィングの決算日は３月31日でありま

す。連結財務諸表の作成にあたって、これらの連結

子会社については、連結決算日現在で実施した仮決

算に基づく財務諸表を使用しております。 

 また、㈱アスペイワーク（旧社名㈲グローリービ

ジョン）および㈱トップランダー（旧社名㈲ワイズ

マネージメント）は当連結会計年度より決算日を９

月30日へ変更しております。 

 



前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結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） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  

  

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への

出資金  

投資事業有限責任組合損益のうち、当社及び一

部の連結子会社に帰属する持分相当損益を「営

業外損益」に計上するとともに「営業投資有価

証券」及び「投資有価証券」を加減する方法  

②デリバティブ 

原則として時価法 

②デリバティブ 

時価法 

③たな卸資産 

イ）仕掛品 

個別法に基づく原価法 

③たな卸資産 

イ）仕掛品 

同左 

ロ）貯蔵品 

個別法に基づく原価法 

ただし、貯蔵品のうち作業着等については

最終仕入原価法 

ロ）貯蔵品 

同左 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

定率法 

主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物       ３～15年 

車両運搬具及び工具器具備品 ２～15年 

 なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産

については、３年間で均等償却する方法を採用し

ております。 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

同左 

②無形固定資産 

定額法 

市場販売目的のソフトウェア 

 見込販売数量に基づく償却額と販売有効期間

（３年）に基づく均等償却とを比較し、いずれ

か大きい金額を計上しております。 

②無形固定資産 

のれん 

５年による定額法を採用しております。 

自社利用のソフトウェア 

 社内における利用可能期間（５年）に基づく

定額法を採用しております。 

 

営業権 

５年による定額法を採用しております。 

 

 



前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

(3）重要な繰延資産の処理方法 

①新株発行費 

 支出時に全額費用として処理しております。 

② 

────── 

③ 

────── 

(3）重要な繰延資産の処理方法 

① 

────── 

②株式交付費 

 支出時に全額費用処理しております。  

③社債発行費 

 支出時に全額費用処理しております。  

(4）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるため、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。 

(4）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 同左 

  

  

  

②賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額

のうち当連結会計年度に負担すべき金額を計上

しております。 

 前連結会計年度まで、支給見込額のうち連結

会計年度に負担すべき金額を未払費用として計

上しておりましたが、当連結会計年度より従業

員賞与の支給対象期間を変更したため、支給見

込額のうち当連結会計年度に負担すべき金額を

賞与引当金として計上しております。なお、前

連結会計年度末の未払費用としての計上額は

47,514千円であります。 

③投資損失引当金 

 投資先の株式等に対する投資損失に備えるた

め、当該会社の財政状態を勘案して必要額を計

上しております。 

 なお、当連結会計年度において、投資先の株

式等に対する投資損失に備える必要が生じたた

め、当該会社の財政状態を勘案して必要額を計

上しております。 

②賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の

うち当連結会計年度に負担すべき金額を計上して

おります。 

 

  

  

  

  

  

  

  

③ 

────── 

  

(5）重要な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。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

 同左 

 



前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

 金利スワップのうち、特例処理の要件を満たし

ているものについては、特例処理を採用しており

ます。 

(6） 

────── 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段    金利スワップ取引 

ヘッジ対象    借入金の利息 

 

③ヘッジの方針 

 支払利息の変動金利リスクを回避し、支払利息

のキャッシュ・フローを固定化する目的で金利ス

ワップを行なっております。 

 

④ヘッジの有効性評価方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象額について、それぞれ

の既に経過した期間におけるキャッシュ・フロー

累計額を比較して有効性の判断を行っておりま

す。なお当事業年度末において、ヘッジ対象の借

入金はありません。 

 

(7）その他連結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。 

(7）その他連結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 

同左 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時

価評価法によっております。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 同左 

６．連結調整勘定の償却に関する事項 

 連結調整勘定の償却については、５年間の均等償

却を行っております。ただし金額的重要性がない場

合は、発生した連結会計年度に一括して償却してお

ります。 

６．のれんの償却に関する事項 

 のれんの償却については、５年間の均等償却を行

っております。ただし金額的重要性がない場合は、

発生した連結会計年度に一括して償却しておりま

す。 

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

 連結剰余金計算書は連結会計年度中に確定した利

益処分又は損失処理に基づいて作成しております。 

７． 

────── 

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現

金及び現金同等物）は手許現金、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。 

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 同左 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

   当連結会計年度より、「固定資産の減損に係る会計

基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号 平成15年10月31

日）を適用しております。これにより税金等調整前当

期純利益は186,240千円減少しております。セグメント

情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財

務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除してお

ります。 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） 

   当連結会計年度より、「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

3,448,193千円であります。 

 なお、連結財務諸表規則の改正による、当連結会計

年度における連結貸借対照表の「純資産の部」につい

ては、改正後の連結財務諸表規則により作成しており

ます。 

────── （ストック・オプション等に関する会計基準等） 

   当連結会計年度より、「ストック・オプション等に

関する会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月

27日）及び「ストック・オプション等に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18

年５月31日）を適用しております。これにより、営業

利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が21,835

千円減少しております。 



表示方法の変更  

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
 至 平成18年９月30日) 

（連結貸借対照表） 

 「破産更生債権等」は、前連結会計年度まで、投資

その他の資産の「その他」に含めて表示しておりまし

たが、当連結会計年度において、資産の総額の100分の

５を超えたため区分掲記しました。なお、前連結会計

年度末の「破産更生債権等」は25,353千円でありま

す。 

  

（連結損益計算書） 

 「受取手数料」は、前連結会計年度まで、営業外収

益の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連

結会計年度において、営業外収益の総額の100分の10を

超えたため区分掲記しました。なお、前連結会計年度

における「受取手数料」は1,525千円であります。 

 「持分法による投資損失」は、前連結会計年度ま

で、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりま

したが、当連結会計年度において、営業外費用の総額

の100分の10を超えたため区分掲記しました。なお、前

連結会計年度における「持分法による投資損失」は

4,016千円であります。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「破産更生債

権等の増加額」は、前連結会計年度は「売上債権の減

少額（△増加額）」に含めて表示しておりましたが、

金額的重要性が増したため区分掲記しております。な

お、前連結会計年度の「売上債権の減少額（△増加

額）」に含まれている「破産更生債権等の増加額」

は、△6,196千円であります。 

（連結貸借対照表） 

 前連結会計年度まで「営業権」として表示しており

ましたが、連結財務諸表規則の改正により、当連結会

計年度より「のれん」として表示しております。 

   

 

  

  

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度まで「新株発行費」として表示して

おりましたが、「繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い」により、当連結会計年度より「株式交付費」

として表示しております。 

  「投資事業組合投資損失」は、前連結会計年度ま

で、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりま

したが、当連結会計年度において、営業外費用の総額

の100分の10を超えたため区分掲記しました。なお、前

連結会計年度の「投資事業組合投資損失」は3,393千円

であります。 

  

  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 従来「減価償却費」に含めて表示しておりました

「営業権の償却額」は、当連結会計年度より「のれん

償却額」に含めております。なお、当連結会計年度に

おける従来の「営業権の償却額」に相当する金額は、

6,000千円であります。 

 「投資事業組合投資損失」は、前連結会計年度は営

業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含め

て表示しておりましたが、金額的重要性が増したため

区分掲記しております。なお、前連結会計年度の営業

活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれ

ている「投資事業組合投資損失」は3,393千円でありま

す。 

  



追加情報  

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
 至 平成18年９月30日) 

（不適当な合併等による猶予期間について）  

 当社は平成15年３月１日付で㈱トラストワークと合併

しましたが、㈱大阪証券取引所から、当社は実質的な存

続会社ではなく「不適当な合併等」に該当するため、猶

予期間銘柄に割り当てられております。当社は現在、同

取引所に対して猶予期間解除申請を行っており、適合審

査中です。猶予期間満了の平成18年９月30日までに上場

審査基準に準じた基準に適合しない場合、監理ポストな

いし整理ポストに割り当てられ、上場廃止となるおそれ

があります。 

（当社株式の「監理ポスト」入りに関して） 

 当社株式は㈱大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マー

ケット―「ヘラクレス」市場において、平成18年10月１

日より監理ポストに割当てられております。これまで当

社株式は平成15年３月１日より平成18年９月30日までを

「猶予期間」として、当社申請に基づく㈱大阪証券取引

所の適合審査を受けておりましたが、適合の認定を受け

られないまま猶予期間の期限を迎えたことから、平成18

年10月１日より監理ポストに割当てられたものです。 

 現在、上場を維持するための㈱大阪証券取引所の適合

審査が継続中であります。当社と致しましては、経営管

理体制・リスク管理体制全般等に関して求められる適正

な水準の維持向上に努め、審査への適合を果たし、監理

ポストから通常ポストへの早期復帰を目指してまいりま

す。  

 「地方税等の一部を改正する法律」（平成15年法律第９

号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月1日以

後に開始する連結会計年度より外形標準課税制度が導入

されたことに伴い、当連結会計年度から「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

の実務上の取扱い」（平成16年２月13日企業会計基準委

員会実務対応報告第12号）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が、

23,669千円増加し、営業利益、経常利益が同額減少し、

税金等調整前当期純損失が同額増加しております。 

  

  

────── 

  



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（平成18年９月30日） 

※１ 担保差入資産 ※１ 担保差入資産 

現金及び預金 59,678千円

計 59,678千円

現金及び預金 59,690千円

計 59,690千円

上記に対する債務  なお、上記に対する債務はありません。 

１年以内返済予定長期借入金 10,100千円

計 10,100千円

 

※２ 関連会社に対するものは、次のとおりであります。 ※２        ────── 

  

投資有価証券（株式）  5,587千円  

 ※３ 平成電電グループに対する主な債権債務等の残高 

科目 
平成電電㈱ 

（千円） 

オムニトラスト 

ジャパン㈱ 

（千円） 

計（千円） 

売掛金 ― 267,750 267,750

投資有価証券 ― 300,000 300,000

破産更生債権等 1,633,537 ― 1,633,537

買掛金  139,771 ― 139,771

 ※３        ────── 

  

※４ 発行済株式総数 

当社の発行済株式総数は普通株式69,882株でありま

す。 

※４        ────── 

  

  

※５ 自己株式の保有数 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式2,301.1

株であります。 

※５       ────── 

  

  



（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの ※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

役員報酬        76,467千円

給与手当        536,270千円

賞与        58,733千円

賞与引当金繰入額       49,604千円

雑給        85,987千円

法定福利費        147,955千円

募集費        266,825千円

減価償却費        715,432千円

賃借料        192,682千円

支払手数料        103,036千円

通信費      57,170千円

役員報酬 108,546千円

給与手当 601,890千円

賞与 82,793千円

賞与引当金繰入額        37,530千円

雑給 52,298千円

法定福利費  152,359千円

募集費 157,998千円

減価償却費 40,649千円

賃借料 161,451千円

支払手数料 76,029千円

通信費 55,897千円

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 ※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

建物及び構築物     9,607千円

工具器具備品      149,464千円

ソフトウェア   160,728千円

計       319,799千円

建物及び構築物          867千円

工具器具備品            357千円

計          1,224千円

 ※３ 平成電電グループに対する主な取引の内容 

  

  

科目  

平成電電㈱ 

  

（千円） 

ドリームテクノ

ロジーズ㈱  

（千円） 

オムニトラスト 

ジャパン㈱ 

（千円） 

計 

  

（千円） 

売上高 3,876,869 ― 300,000 4,176,869

（製）派遣費用 ― 264,384 ― 264,384

（製）通信費 5,143 ― ― 5,143

通信費 555 ― ― 555

支払手数料 25,200 ― ― 25,200

 ※３  

────── 

※４ 平成電電㈱の民事再生手続開始の申立てに起因する

特別損失の内訳 

※４ 

────── 

投資有価証券評価損      9,999千円

固定資産除却損      157,165千円

貸倒引当金繰入額      1,594,172千円

営業権償却      2,261,736千円

事務所閉鎖損失      59,426千円

投資損失引当金繰入額    150,000千円

  合     計     4,232,500千円

 

 



前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

※５  

────── 

※５ 営業譲渡益 

  営業譲渡益は、平成18年２月９日に連結子会社である

㈱ヒューマンアウトソーシングが、カスタマーサービス

関連事業及び関連する財産を平成電電コミュニケーショ

ンズ㈱（現 ＤＴコミュニケーションズ㈱）に営業譲渡し

たことによるものです。  

（営業譲渡の経緯） 

  ㈱ヒューマンアウトソーシングは、平成17年３月に平

成電電㈱から、同社のカスタマーサービス（インバウン

ド）関連業務及びそれと類似する事業の営業譲渡を受

け、事業を行っておりました。 

  その後、平成電電㈱は平成17年10月３日に民事再生手

続開始の申立てを行い、また同月21日に㈱ヒューマンア

ウトソーシングに対する業務運営委託契約を解除しまし

た。これに伴い、当社グループは、前連結会計年度にお

いて、営業権償却に伴う特別損失を計上しております。 

  しかしながら、平成電電㈱は、営業譲渡契約におい

て、自ら（関連会社を通じて行う場合も含む）本件営業

及びそれと類似する事業を行わない旨を合意していたに

もかかわらず、上記合意に違反して自ら本件営業を開始

しました。 

  このため㈱ヒューマンアウトソーシングは、営業譲渡

契約に基づき、平成電電㈱が自ら（関連会社を通じて行

う場合も含む）本件営業及びそれと類似する事業を行っ

てはならない旨の仮処分決定を求める申立てを平成17年

11月７日付で行い、本申立てに対し東京地方裁判所よ

り、平成17年12月28日付で仮処分の決定が出されまし

た。 

  上記を受け、平成電電㈱及び同社スポンサーとして発

表されていたドリームテクノロジーズ㈱とその後の対応

を交渉しておりましたが、本件営業をドリームテクノロ

ジーズ（株）100％子会社である平成電電コミュニケーシ

ョンズ㈱（現 ＤＴコミュニケーションズ㈱）に譲渡する

ことが最良であるとの判断に至り、本件営業を譲渡する

こととしたものです。  

 



前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

 ※６ 

────── 

 ※６ 減損損失 

 当社グループは、当連結会計年度において以下のとお

り減損損失を認識しました。  

（減損損失を認識した資産及び減損損失の金額） 

（資産のグルーピングの方法）          

  当社グループは、製品やサービスの性質、市場の類似

性等を勘案し、事業の種類別セグメントを基礎として、

ＩＴセキュリティ事業、ゼネラルアウトソーシング事

業、セールスアウトソーシング事業、共用資産及び子会

社の各別に資産のグルーピングを行っております。  

（減損損失の認識に至った経緯）          

  当社グループは、平成17年10月３日に平成電電㈱の民

事再生手続開始の申立てがあったことにより、前連結会

計年度において大幅な当期純損失を計上しました。当連

結会計年度においても、当社グループの資産が使用され

ている事業に関連して、経営環境の悪化が未だ一部継続

しており、当社グループの資産に減損が生じている可能

性が存在しておりました。        

  当社グループは、資産のグルーピングを行ったのち、

資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フロ

ーの総額と帳簿価額との比較を行いましたが、前者が後

者を下回る資産グループがあったことから、これらの資

産グループについて減損損失を認識することとしまし

た。          

（回収可能価額の算定方法）          

  回収可能価額については正味売却価額により測定して

おります。 

 償却性資産については、減価償却計算に用いられる税

法規定等に基づく残存価額を正味売却価額として算定し

ております。       

場所 用途 種類 
金額
（千円） 

札幌市
中央区他

ＩＴセキュリ
ティ事業開発
用設備 

工具器具備品 
ソフトウェア 
その他 

793
18,041
4,608

小計 23,444

東京都
新宿区他

セールスアウ
トソーシング
事業営業用備
品等 

建物及び構築物 
車両運搬具 
工具器具備品 
ソフトウェア 

18,784
694

18,817
36,525

小計 74,821

札幌市
中央区他

共用資産
管理用設備他

建物及び構築物 
工具器具備品 
ソフトウェア 
リース資産 

12,626
15,144
19,599
22,362

小計 69,733

東京都
新宿区 

㈱ヒバライバ
ンク 

営業用資産 

工具器具備品 
ソフトウェア 

1,094
8,431

小計 9,525
― のれん 連結子会社のれん 8,716

合計 186,240



（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

  

 (注)１．普通株式の発行済株式総数の増加18,439株は、第三者割当による新株発行による増加2,739株、転換社債の転換

による増加11,032株及び新株予約権の権利行使による新株の発行による増加4,668株であります。 

 ２．普通株式の自己株式の株式数の増加0.5株は、端株の買取による増加であります。 

  

  

 (注)１．平成18年新株予約権の当連結会計年度増加額は、新株予約権の発行によるものであります。 

 ２．平成18年新株予約権の当連結会計年度減少額は、新株予約権の行使によるものであります。 

 ３．「ストック・オプションとしての新株予約権」には、権利行使期間の初日が到来していないもの（当連結会計

年度末残高 852千円）が含まれております。その他の上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであり

ます。 

  

３．配当に関する事項 

   該当事項はありません。 

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  

 
前連結会計年度末
株式数 

(株) 

当連結会計年度 
増加株式数 

(株) 

当連結会計年度 
減少株式数 

(株) 

当連結会計年度末
株式数 

(株) 

発行済株式     

普通株式 69,882 18,439 ― 88,321 

自己株式     

普通株式 2,301.1 0.5 － 2,301.6 

２．新株予約権に関する事項  

区分 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）  
当連結会計
年度末残高
（千円） 前連結会計

年度末 
当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社

（親会社） 

平成18年新株予約権 普通株式 ― 45,164 4,658 40,506 3,680 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
― ― ― ― ― 21,835 

合計 ― ― ― ― ― 25,515 



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） 

現金及び預金勘定 1,672,513千円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △10,023千円

担保に供している定期預金 △59,678千円

現金及び現金同等物  1,602,810千円

現金及び預金勘定 2,476,088千円

流動資産その他に含まれる預け

金勘定 

 

16,871千円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △10,025千円

担保に供している定期預金 △59,690千円

現金及び現金同等物 2,423,244千円

※２ 営業譲受により増加した資産の主な内訳 

有形固定資産 179,329千円

無形固定資産 2,827,170千円

営業譲受による支出 3,006,500千円

※２  

────── 

※３ 

────── 

※３ 営業譲渡により減少した資産の主な内訳 

営業譲渡の対象となった無形固定資産は前連結会計

年度において全額償却しております。 

有形固定資産 10,199千円

その他費用 18,864千円

営業譲渡益 970,937千円

営業譲渡による収入 1,000,000千円

※４  

────── 

※４ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 

  株式の取得により新たに㈱アスペイワーク（旧社

名 ㈲グローリービジョン）を連結したことに伴う

連結開始時の資産及び負債の内訳並びに㈱アスペイ

ワーク株式の取得価額と取得のための支出（純額）

との関係は次のとおりであります。 

流動資産 13,927千円

のれん 1,334千円

流動負債 △262千円

㈱アスペイワーク株式の取得

価額  

 

15,000

  

千円

㈱アスペイワークの現金及び

現金同等物 

 

△13,827

  

千円

差引：㈱アスペイワーク取得

のための支出 

 

1,172

  

千円

５ 

──────  

５ 重要な非資金取引の内容 

転換社債の転換    

 転換社債の転換による資本

金増加額 

 

499,915

  

千円

 転換社債の転換による資本

準備金増加額 

 

500,084

  

千円

 転換による転換社債減少額 1,000,000千円



（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

１．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 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１．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 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
工具器具備
品（千円） 

ソフトウェ
ア（千円） 

合計 
（千円） 

取得価額 
相当額 

45,992 15,311 61,303

減価償却 
累計額相当額 

22,070 9,788 31,858

期末残高 
相当額 

23,921 5,522 29,444

工具器具備
品（千円）

ソフトウェ
ア（千円） 

合計 
（千円） 

取得価額 
相当額 

42,884 15,311 58,195

減価償却 
累計額相当額

29,232 13,023 42,255

減損損失 
累計額相当額

13,293 2,114 15,408

期末残高 
相当額 

357 172 530

②未経過リース料期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年以内       13,194千円

１年超       17,071千円

合計       30,265千円

１年以内 11,851千円

１年超 5,220千円

合計 17,071千円

リース資産減損勘定の残高 15,408千円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

③支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料       16,377千円

減価償却費相当額       15,350千円

支払利息相当額      1,025千円

支払リース料 13,822千円

リース資産減損勘定の取崩額   6,953千円

減価償却費相当額 12,974千円

支払利息相当額 847千円

減損損失  22,362千円

④減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

④減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

⑤利息相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３．時価評価されていない有価証券 

  

 （注） 前連結会計年度において、時価のあるその他有価証券について43,423千円、時価のないその他有価証券につい

て33,765千円の減損処理を実施しております。 

 当連結会計年度において、時価のあるその他有価証券について10,365千円、時価のないその他有価証券につい

て17,609千円の減損処理を実施しております。 

区分 

前連結会計年度（平成17年９月30日） 当連結会計年度（平成18年９月30日） 

取得原価 
  

（千円） 

連結貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額 
  

（千円） 

取得原価 
  

（千円） 

連結貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額 
  

（千円） 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

株式 19,555 29,440 9,885 63,990 72,059 8,069 

小計 19,555 29,440 9,885 63,990 72,059 8,069 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

株式 65,100 65,100 0 7,136 6,775 △361 

小計 65,100 65,100 0 7,136 6,775 △361 

合計 84,655 94,540 9,885 71,126 78,834 7,707 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

売却額 
（千円） 

売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額 
（千円） 

売却額 
（千円） 

売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額 
（千円） 

380,025 299,431 49,734 492,562 25,828 4,104 

区分 

前連結会計年度 
（平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（平成18年９月30日） 

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券     

非上場株式 340,894 14,052 

投資事業有限責任組合及びそれ

に類する組合への出資金  
― 337,524 



(デリバティブ取引関係) 

１．取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

(1）取引の内容 

利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取

引及び金利キャップ取引であります。 

(1）取引の内容 

同左 

(2）取引に対する取組方針 

デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリス

ク回避を目的としており、投機的な取引は行わない

方針であります。 

(2）取引に対する取組方針 

同左 

(3）取引の利用目的 

デリバティブ取引は、借入金利の将来の金利市場に

おける利率上昇による変動リスクを回避する目的で

利用しております。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

(3）取引の利用目的 

デリバティブ取引は、借入金利の将来の金利市場に

おける利率上昇による変動リスクを回避する目的で

利用しております。 

①ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を充たしている金利スワップにつ

いて特例処理を採用しております。 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 金利スワップ 

ヘッジ対象 借入金の利息 

 

③ヘッジ方針 

支払利息の変動金利リスクを回避し、支払利息の

キャッシュ・フローを固定化する目的で金利スワ

ップを行なっております。 

 

④ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ手段とヘッジ対象額について、それぞれの

既に経過した期間におけるキャッシュ・フロー累

計額を比較して有効性の判断を行っております。 

なお当連結会計年度末において、ヘッジ対象の借

入金はありません。 

 

(4）取引に係るリスクの内容 

金利スワップ取引及び金利キャップ取引は市場金利

の変動によるリスクを有しております。なお、デリ

バティブ取引の契約先は信用度の高い金融機関であ

るため、相手先の契約不履行による信用リスクはほ

とんどないと判断しております。 

(4）取引に係るリスクの内容 

同左 

(5）取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、財

務経理部が決裁担当者の承認を得て行っておりま

す。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

同左 



２．取引の時価等に関する事項 

 （注）１．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は注記の対象から除いております。 

２．時価の算定方法は、取引先の金融機関から提示された金額に基づき算定しております。 

３．（  ）内の金額は、同取引に係るオプション料（キャップフィー）であります。 

次へ 

区分 種類 

前連結会計年度（平成17年９月30日） 当連結会計年度（平成18年９月30日） 

契約額等 
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

契約額等 
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

市場取引 

以外の取引 

金利キャップ

取引 

250,000

(8,665)
250,000 1,093 △901 

250,000

(2,211)
250,000 849 △1,362 

金利スワップ

取引 
280,000 80,000 △621 209 80,000 ― △43 △43 

合計 
530,000

(8,665)
330,000 471 △692 

330,000

(2,211)
250,000 806 △1,405 



（ストック・オプション等関係） 

当連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 会社法の施行日（平成18年５月１日）以後に存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの

数については、株式数に換算して記載しております。 

（注）１．付与数を株式数に換算して記載しております。 

２．新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員並び

に社外協力者等の地位にあることを要する。退任及び退職の場合の取扱い、その他の権利行使条件について

は、当社が対象者との間で締結する付与契約において定めるものとする。 

 （１）ストック・オプションの内容  

株主総会決議日 平成12年８月31日 平成13年４月10日 平成13年８月30日 

付与日 平成12年10月８日 平成13年６月１日 平成13年10月１日 

付与対象者の区分及び数 
当社取締役   3名 

当社従業員  37名 

当社取締役   3名 

当社従業員  18名 

当社取締役   4名 

当社従業員  45名 

ストック・オプションの数(注１) 普通株式 146株 普通株式 476株 普通株式 669株 

権利確定条件  （注）２  （注）２   （注）２  

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはありませ

ん。 

対象勤務期間の定めはありませ

ん。 
対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 
平成13年８月１日から 

平成20年７月31日まで 

平成13年８月１日から 

平成20年７月31日まで 

平成15年４月１日から 

平成23年３月31日まで 

株主総会決議日 平成13年12月17日 平成14年８月30日 平成14年12月17日 

付与日 平成14年２月７日 平成14年10月６日 平成15年６月６日 

付与対象者の区分及び数 

当社取締役  6名 

当社従業員 25名  

  

当社取締役   4名 

当社従業員  74名 

  

当社取締役・監査役  9名

当社従業員     103名

当社子会社の従業員  8名

ストック・オプションの数(注)１ 普通株式  290株 普通株式 930株 普通株式 3,850株 

権利確定条件  （注）２  （注）２   （注）２  

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはありませ

ん。 

対象勤務期間の定めはありませ

ん。 
対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 
平成16年１月１日から 

平成18年12月31日まで 

平成15年４月１日から 

平成23年３月31日まで 

平成15年７月１日から 

平成20年１月31日まで 

株主総会決議日 平成15年12月17日 平成15年12月17日 平成16年12月17日 

付与日 平成16年２月27日 平成16年12月14日 平成17年２月８日 

付与対象者の区分及び数 

当社取締役・監査役  8名 

当社従業員     80名 

当社子会社の従業員  7名 

  

  

当社取締役・監査役  8名 

当社従業員     67名 

当社子会社の取締役  1名 

当社子会社の従業員 10名 

当社の社外協力者   3名 

当社取締役・監査役  9名

当社従業員     103名

当社子会社の従業員  8名

  

  

ストック・オプションの数(注)１ 普通株式 3,968株 普通株式 1,032株 普通株式 3,000株 

権利確定条件  （注）２  （注）２   （注）２  

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはありませ

ん。 

対象勤務期間の定めはありませ

ん。 
対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 
平成18年１月１日から 

平成25年12月31日まで 

平成18年１月１日から 

平成25年12月31日まで 

平成17年２月９日から 

平成26年12月16日まで 

株主総会決議日 平成17年12月22日 平成17年12月22日 

付与日 平成18年７月26日 平成18年７月26日 

付与対象者の区分及び数 
当社取締役  5名 

  

当社従業員     20名 

当社子会社の従業員 1名 

ストック・オプションの数(注)１ 普通株式 1,593株 普通株式 407株 

権利確定条件   （注）２  （注）２  

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはありませ

ん。 
対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 
平成18年９月１日から 

平成21年８月31日まで 

平成19年12月23日から 

平成27年12月21日まで 



（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 ① ストック・オプションの数  

株主総会決議日 平成12年８月31日 平成13年４月10日 平成13年８月30日 

付与日 平成12年10月８日 平成13年６月１日 平成13年10月１日 

権利確定後      （株）       

前連結会計年度末 63 333 542 

権利行使 ― ― ― 

失効 2 ― 13 

当連結会計年度末残 61 333 529 

株主総会決議日 平成13年12月17日 平成14年８月30日 平成14年12月17日 

付与日 平成14年２月７日 平成14年10月６日 平成15年６月６日 

権利確定後      （株）       

前連結会計年度末 25 769 1,783 

権利行使 ― ― 10 

失効 ― 8 10 

当連結会計年度末残 25 761 1,763 

株主総会決議日 平成15年12月17日 平成15年12月17日 平成16年12月17日 

付与日 平成16年２月27日 平成16年12月14日 平成17年２月８日 

権利確定前      （株）       

前連結会計年度末 3,383 960 ― 

付与 ― ― ― 

失効 2 5 ― 

権利確定 3,381 955 ― 

未確定残 ― ― ― 

権利確定後      （株）       

前連結会計年度末 ― ― 2,920 

権利確定 3,381 955 ― 

権利行使 ― ― ― 

失効 47 87 ― 

当連結会計年度末残 3,334 868 2,920 

株主総会決議日 平成17年12月22日 平成17年12月22日 

付与日 
平成18年７月26日 

（当社取締役への付与分） 

平成18年７月26日 
（当社及び当社子会社従業員へ

の付与分） 

権利確定前      （株）     

前連結会計年度末 ― ― 

付与 1,593 407 

失効 ― ― 

権利確定 1,593 ― 

未確定残 ― 407 

権利確定後      （株）     

前連結会計年度末 ― ― 

権利確定 1,593 ― 

権利行使 ― ― 

失効 ― ― 

当連結会計年度末残 1,593 ― 



２．当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法  

(1)使用した算定技法 

  ブラック・ショールズ式 

(2)使用した主な基礎数値及びその見積方法 

 ① 株価変動性   96.15％ 

   平成15年３月１日（㈱トラストワークとの合併日）より平成18年７月26日（付与日）までの 

   株価実績に基づき算定いたしました。 

 ② 予想残存期間  当社取締役への付与分         585日（約１年７ヶ月） 

           当社及び当社子会社従業員への付与分 1,975日（約５年５ヶ月） 

   予想残存期間については、十分なデータの蓄積が無く、合理的な見積が困難であるため、 

   権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して算定いたしました。 

 ③ 予想配当    当社配当実績より無しとして算定いたしました。 

 ④ 無リスク利子率 当社取締役への付与分        0.752％ 

           当社及び当社子会社従業員への付与分 1.446％ 

   予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りを使用いたしました。 

  

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

  平成15年３月以降の退職率の実績に基づき、権利不確定による失効数を見積り算定いたしました。 

４．連結財務諸表への影響額 

   販売費及び一般管理費の株式報酬費用  21,835千円  

 ② 単価情報  

株主総会決議日 平成12年８月31日 平成13年４月10日 平成13年８月30日 

付与日 平成12年10月８日 平成13年６月１日 平成13年10月１日 

権利行使価格      （円） 173,913 173,913 260,870 

行使時平均株価     （円） ― ― ― 

公正な評価単価（付与日）（円） ― ― ― 

株主総会決議日 平成13年12月17日 平成14年８月30日 平成14年12月17日 

付与日 平成14年２月７日 平成14年10月６日 平成15年６月６日 

権利行使価格      （円） 701,056 173,913 79,500 

行使時平均株価     （円） ― ― 111,000 

公正な評価単価（付与日）（円） ― ― ― 

株主総会決議日 平成15年12月17日 平成15年12月17日 平成16年12月17日 

付与日 平成16年２月27日 平成16年12月14日 平成17年２月８日 

権利行使価格      （円） 154,000 161,800 205,000 

行使時平均株価     （円） ― ― ― 

公正な評価単価（付与日）（円） ― ― ― 

株主総会決議日 平成17年12月22日 平成17年12月22日  

付与日 
平成18年７月26日 

（当社取締役への付与分） 

平成18年７月26日 
（当社及び当社子会社従業員へ

の付与分） 

権利行使価格      （円） 33,872 33,872 

行使時平均株価     （円） ― ― 

公正な評価単価（付与日）（円） 13,172 22,357 



（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金繰入限度超過額 20,139千円

貸倒引当金繰入限度超過額 33,838千円

未払事業税 9,609千円

その他 4,487千円

繰延税金資産(流動) 小計 68,076千円

評価性引当金 △68,076千円

繰延税金資産(流動) 合計        ―千円

繰延税金資産(固定)  

貸倒引当金繰入限度超過額  587,684千円

減価償却限度超過額 

無形固定資産償却限度超過額 

投資有価証券評価損 

71,534千円

1,038,577千円

 36,826千円

投資損失引当金繰入限度超過額   60,900千円

建設協力金償却 26,139千円

繰越欠損金 283,777千円

その他 19,696千円

繰延税金資産(固定) 小計 2,125,135千円

評価性引当金 △2,125,135千円

繰延税金資産(固定) 合計        －千円

繰延税金負債(固定)  

その他有価証券評価差額金    △4,013千円

繰延税金負債(固定) 合計 △4,013千円

差引：繰延税金負債(固定)の純額  △4,013千円

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金繰入限度超過額    19,134千円

新株予約権費用否認 8,519千円

未払事業税 1,358千円

その他 5,724千円

繰延税金資産(流動) 小計 34,736千円

評価性引当金 △34,736千円

繰延税金資産(流動) 合計 ―千円

繰延税金資産(固定)  

貸倒引当金繰入限度超過額 342,067千円

減価償却限度超過額 

無形固定資産償却限度超過額 

投資有価証券評価損 

108,383千円

19,029千円

21,711千円

減損損失 14,370千円

繰越欠損金 1,402,463千円

その他 1,412千円

繰延税金資産(固定) 小計 1,909,439千円

評価性引当金 △1,909,439千円

繰延税金資産(固定) 合計 －千円

   

繰延税金負債(固定)  

その他有価証券評価差額金 △3,276千円

繰延税金負債(固定) 合計 △3,276千円

差引：繰延税金負債(固定)の純額 △3,276千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

（調整）  

住民税均等割 △0.9％

交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.1％

評価性引当金の増減 △40.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △0.9％

法定実効税率 40.6％

（調整）  

住民税均等割 7.6％

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.3％

評価性引当金の増減 △49.7％

その他  7.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 7.6％



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、サービスの性質及び種類の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な内容 

(1）ＩＴセキュリティ事業 

公開鍵暗号や秘密鍵暗号等の研究、その応用技術であるデジタル認証、デジタル封筒、ゼロ知識証明など

の情報セキュリティ基本技術、さらにそれを実際のニーズに適用し、通信の安全を守る技術、プライバシ

ーを保護する技術、安全に決済を行う技術、デジタルコンテンツの権利を保護する技術などの応用セキュ

リティ技術の開発を行っております。 

(2）ゼネラルアウトソーシング事業 

物流関係また倉庫内軽作業、建材等の搬出入作業及びイベント会場等の設営・撤去作業など各企業からの

アウトソーシングの総合請負業務を行っております。 

(3）セールスアウトソーシング事業 

テレコミュニケーター、セールスプロモーション及びトレーナー、スーパーバイザー業務等を行っており

ます。 

３．営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は396,269千円であり、その主

なものは、親会社の管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は1,956,350千円であり、その主なものは、

親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び管理部門に係る資産であります。 

５．セールスアウトソーシング事業の売上高には、平成電電㈱に対する売上高3,848,501千円が含まれておりま

す。 

  
ＩＴセキュ
リティ事業 
（千円） 

ゼネラルア
ウトソーシ
ング事業 
（千円） 

セールスア
ウトソーシ
ング事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 397,613 2,566,900 5,864,349 8,828,863 ― 8,828,863 

(2）セグメント間の内部売上

高 
― ― ― ― ― ― 

計 397,613 2,566,900 5,864,349 8,828,863 ― 8,828,863 

営業費用 325,915 2,420,324 5,552,587 8,298,826 396,269 8,695,096 

営業利益 71,698 146,576 311,761 530,036 △396,269 133,767 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 
            

資産 302,538 409,993 680,334 1,392,866 1,956,350 3,349,216 

減価償却費 93,587 8,264 664,231 766,083 41,851 807,934 

資本的支出 11,755 5,165 3,138,987 3,155,908 6,259 3,162,167 



当連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、サービスの性質及び種類の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な内容 

(1）ＩＴセキュリティ事業 

ＩＴセキュリティ技術に関連するコンサルティング、技術者派遣、及び製品・サービスの開発・保守・販

売を行っております。 

(2）ゼネラルアウトソーシング事業 

物流関係また倉庫内軽作業、建材等の搬出入作業及びイベント会場等の設営・撤去作業など各企業からの

アウトソーシングの総合請負業務を行っております。 

(3）セールスアウトソーシング事業 

テレコミュニケーター、セールスプロモーション及びトレーナー、スーパーバイザー業務等を行っており

ます。 

３．営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は409,400千円であり、その主

なものは、親会社の管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は2,931,453千円であり、その主なものは、

親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び管理部門に係る資産であります。 

５．当連結会計年度において、投資事業を主たる業務として新たに設立した㈱オープンループインベストメント

は、売上が発生しておりませんので、事業の種類別セグメント上、同社の営業費用及び資産は「消去又は全

社」に含めております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、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】 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  
ＩＴセキュ
リティ事業 
（千円） 

ゼネラルア
ウトソーシ
ング事業 
（千円） 

セールスア
ウトソーシ
ング事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 77,425 2,552,664 2,371,944 5,002,034 ― 5,002,034 

(2）セグメント間の内部売上

高 
― ― ― ― ― ― 

計 77,425 2,552,664 2,371,944 5,002,034 ― 5,002,034 

営業費用 135,580 2,467,009 2,435,046 5,037,635 409,400 5,447,036 

営業利益 △58,154 85,655 △63,101 △35,600 △409,400 △445,001 

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
            

資産 201,358 399,815 554,695 1,155,869 2,931,453 4,087,322 

減価償却費 5,290 3,513 12,727 21,531 19,118 40,649 

減損損失  41,685 ― 74,821 116,507 69,733 186,240 

資本的支出 190 15,014 18,096 33,301 11,958 45,260 



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

 （注）１．平成16年12月17日をもって、監査役原田禮介氏は辞任により退任しております。 

当連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

関連当事者との間における重要な取引がないため、記載を省略しております。 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有割合 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円） 役員の

兼任 
事業上
の関係 

役員 棈松 修 ― ― 

㈱オープ

ンループ 

取締役副

社長 

直接 

0.85％ 
― ― 

新株予約権の 

行使 
17,391 ― ― 

役員 原 一郎 ― ― 

㈱オープ

ンループ

取締役 

直接 

0.11％ 
― ― 

新株予約権の 

行使 
14,350 ― ― 

役員 濱中 徹 ― ― 

㈱オープ

ンループ

監査役 

直接 

0.03％ 
― ― 

新株予約権の 

行使 
1,590 ― ― 

役員 
原田禮介 

（注）１ 
― ― 

㈱オープ

ンループ 

監査役 

― ― ― 
新株予約権の 

行使 
1,590 ― ― 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算

定上の基礎 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

  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、潜在株式は存在するものの１株当たり当期

純損失であるため記載しておりません。 

１株当たり純資産額  23,449円77銭

１株当たり当期純損失金額 74,665円34銭

   

  

１株当たり純資産額 40,086円23銭

１株当たり当期純利益金額 5,797円30銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 5,788円73銭

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり

当期純損失金額  
    

連結損益計算書上の当期純利益金額又は

当期純損失金額（△） (千円) 

△4,305,694 462,656 

普通株主に帰属しない金額（千円） ―  ―  

普通株式に係る当期純利益金額又は当期

純損失金額（△）（千円） 

△4,305,694 462,656 

普通株式の期中平均株式数（株） 57,666 79,805 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額      

 当期純利益調整額（千円） ― ― 

 普通株式増加数（株） ― 118 

 （うち新株予約権） (―) (118) 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益金額の算定に含ま

れなかった潜在株式の概要 

（新株予約権） 

株主総会の特別決議日 

平成12年12月18日 

新株予約権   120個 

株主総会の特別決議日 

平成13年12月17日 

新株予約権    25個 

株主総会の特別決議日 

平成12年８月31日 

新株予約権    63個 

株主総会の特別決議日 

平成13年４月10日 

新株予約権   333個 

株主総会の特別決議日 

平成13年８月30日 

新株予約権   542個 

株主総会の特別決議日 

平成14年８月30日 

新株予約権   769個 

株主総会の特別決議日 

平成14年12月17日 

新株予約権  1,783個 

株主総会の特別決議日 

平成15年12月17日 

（平成16年２月27日発行分）  

新株予約権  3,383個 

株主総会の特別決議日 

平成15年12月17日 

（平成16年12月14日発行分）  

新株予約権  960個 

株主総会の特別決議日 

平成16年12月17日 

（平成17年２月８日発行分）  

新株予約権  2,920個 

株主総会の特別決議日 

平成16年12月17日 

（平成17年３月８日発行分）  

新株予約権  5,000個 

株主総会の特別決議日 

平成17年５月20日 

新株予約権  5,000個 

  これらの詳細は「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。 

旧商法280条ノ19の規定に基づく新

株引受権948株 

平成13年改正旧商法280条ノ20及び

平成13年改正旧商法280条ノ21の規

定に基づく新株予約権の目的とな

る株式の数11,646株 

（新株予約権の目的となる株式の

数については、該当会計年度末に

おいて行使がなされた場合の最大

発行可能数を記載しています。） 

これらの詳細は「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。 



（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

１．転換社債型新株予約権付社債の発行及び新株予約権

の行使 

  当社は、平成17年11月９日開催の取締役会において、 

2008年満期円建転換社債型新株予約権付社債の発行を 

決議しました。 

  発行の概要は以下のとおりです。 

(１) 発行総額 

     1,000,000千円 

(２) 本社債の発行価額 

     本社債の額面金額の100％ 

     （各社債の額面金額50,000千円） 

(３) 本新株予約権の発行価額 

     無償とする。 

(４) 払込期日及び発行日 

     平成17年11月25日 

     なお、払込及び発行は平成17年11月25日に完了して

     おります。 

(５) 償還期限 

     平成20年11月25日 

(６) 利率 

     本社債には利息を付さない。 

(７) 募集の方法 

     第三者割当の方法による香港を中心とした海外市場

     における私募 

(８) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

   ①種類 

     当社普通株式 

   ②数 

本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を

新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普

通株式を移転（以下、当社普通株式の発行又は移

転を当社普通株式の「交付」と総称する。）する

数は、行使請求に係る本社債の発行価額の総額を

下記(10)②記載の転換価額（ただし、下記(10)③

によって調整された場合は調整後の転換価額）で

除して得られる最大整数とする。この場合に１株

未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、現

金による調整は行わない。 

(９) 新株予約権の総数 

     20個 

１．資本金の額の減少  

 当社は、平成18年12月21日開催の定時株主総会におい

て、下記のとおり資本金の額の減少について決議いたし

ました。 

 ・資本金の額の減少の日程 

取締役会決議日     平成18年11月21日 

株主総会決議日     平成18年12月21日 

債権者異議申述最終期日 平成19年１月31日（予定) 

効力発生日       平成19年２月１日（予定）  

  

２．事業譲渡による純粋持株会社体制への移行について 

 当社は、平成18年12月21日開催の定時株主総会におい

て、下記のとおり事業譲渡による純粋持株会社体制への

移行を図ることを決議いたしました。 

・減少すべき資本金の額 ： 資本金の額4,770,992,974

円を3,770,992,974円減少

して、1,000,000,000円と

する。  

・資本金の額減少の方法  ： 発行済株式総数の変更を行

わず、資本金の額のみを減

少する。  

（１）目的 親会社から子会社への事業譲渡によ

り、親会社は純粋持株会社として全体

戦略の立案と経営管理・リスクマネジ

メント機能に特化し、子会社は各事業

の推進母体として事業の発展に専念す

る体制とすることで、企業グループ全

体の役割分担の徹底と経営効率の向上

を図るため。  

（２）譲渡元 ㈱オープンループ  

（３）譲渡先 ㈱トップランダー（100%子会社） 

（４）譲渡事業  ＩＴセキュリティ事業及びヒューマン

リソーシズ事業 

（５）譲渡予定 

   財産  

仕掛品      649千円 

有形固定資産 30,724千円 

無形固定資産 14,397千円 

 合計    45,772千円 

（平成18年９月30日現在の帳簿価額） 

（６）譲渡日  平成19年２月１日（予定） 

 なお、（３）譲渡先 ㈱トップランダーは、平成18年

11月30日付で㈱オープンループパートナーズに商号変

更しております。  

  

 



前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

(10) 新株予約権行使時の払込金額 

   ①本新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき 

     額は、本社債の発行価額と同額とする。 

   ②本新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株 

     当たりの金額（以下、「転換価額」という。） 

     は、当初、90,630円とする。 

   ③転換価額の調整 

     転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社 

     が時価を下回る価額をもって当社普通株式を発行 

     または処分する場合には、以下の算式により調整 

     される。なお、次の算式において、「既発行普通 

     株式数」は当社の発行済普通株式総数（当社が保 

     有するものを除く。）をいう。 

                            新規発行・   １株あたりの 

            既発行    処分普通   ×   払込金額・ 

                      普通       株式数          処分価額 

            株式数＋----------------------------- 

調整後   調整前            時価 

転換価額 ＝ 転換価額×------------------------------------ 

            既発行        ＋   新規発行・処分  

                        普通株式数         普通株式数 

     また、転換価額は、当社普通株式の分割・併合、当

社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株

式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。）の発行等が行われる場

合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整され

る。ただし、当社又は当社の子会社の役員又は従業

員に対して、当社のインセンティブプランとして新

株予約権を付与する場合は、調整を行わない。 

(11) 新株予約権の行使期間 

     平成17年11月28日から平成20年11月11日まで 

(12) 新株予約権の行使の条件 

     当社が本新株予約権付社債について期限の利益を喪

失した場合、以後本新株予約権を行使することはで

きない。また、各本新株予約権の一部行使はできな

いものとする。 

(13) 資金の使途 

     運転資金及び来期以降を展望した業容拡大のための

戦略投資に充当する。       

(14) 割当先及び割当内容 

     Best Trade International Holdings Ltd. 

        新株予約権付社債 額面金額 350,000千円 

     Standard Investment Ventures Ltd. 

        新株予約権付社債 額面金額 350,000千円 

     Wide Billion International Investment Ltd. 

        新株予約権付社債 額面金額 300,000千円 

   

３．当社の取締役及び監査役に対するストック・オプシ

ョンとして新株予約権を発行する件について  

 当社は、平成18年12月21日開催の定時株主総会におい

て、下記のとおり当社の取締役及び監査役に対するスト

ック・オプションとして新株予約権を発行することを決

議いたしました。 

1.   新株予約権を発行する理由 

当社取締役及び監査役の業績向上に対する貢献

意欲及び士気を高めるため 

2.   新株予約権発行の要領 

1）新株予約権の割当を受ける者 

当社の取締役及び監査役 

2）株主総会決議による委任に基づき募集事項の決

定をすることができる新株予約権の数の上限 

3,200個 

3）新株予約権の払込金額 

無償（新株予約権につき金銭の払込みを要しな

い。） 

3.   新株予約権の内容 

1）新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

取締役に対しては当社普通株式 3,000株を上限

とし、監査役に対しては当社普通株式 200株を

上限とする。なお、新株予約権１個当たりの新

株予約権の目的たる株式の数（以下「目的株式

数」という。）は、当初１株とする。 

2）新株予約権の行使に際して出資される財産の価

額 

新株予約権の行使時に際して出資される財産の

価額は、当該時点における目的株式数1株当たり

の出資される財産の価額（以下「行使価額」と

いう。）に目的株式数を乗じた金額とする。当

初行使価額は、新株予約権の割当日の属する月

の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）

における㈱大阪証券取引所の当社株式の普通取

引の終値の平均値、又は割当日の前日の終値

（終値がない場合は、それに先立つ直近日の終

値とする。）のいずれか高い金額とし、１円未

満の端数は切り上げる。 

3）新株予約権の行使期間 

平成19年１月１日から平成23年12月15日までの

期間で当社取締役会において決定する期間とす

る。 

4）新株予約権の行使により株式を発行する場合に

おける増加する資本金及び資本準備金 

行使に際して払込みまたは給付をした財産の額

（資本金等増加限度額）として会社計算規則第

40条第１項に定める額の２分の１の額を資本金

として計上し、その余を資本準備金として計上

する。 

 



前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

  なお、上記円建転換社債型新株予約権付社債は、平成

17年11月28日に新株予約権が全て行使され、普通株式へ

の転換が全額完了しております。 

  その概要は次のとおりです。 

(１) 転換社債型新株予約権付社債の減少額    

1,000,000千円 

(２) 資本金増加額                  499,915千円 

(３) 資本準備金増加額              500,084千円 

(４) 増加した株式の種類及び数  普通株式 11,032株 

(５) 新株の配当起算日        平成17年10月１日  

  

２．子会社の設立 

  当社は、平成17年11月29日開催の取締役会において、

当社事業とのシナジー効果が見込まれる企業との間でフ

ァンドを通じた業務・資本両面のアライアンスを形成す

ることにより、当社グループ事業領域の拡大を図るた

め、当社全額出資により子会社を設立し、新たに投資事

業を開始することを決議いたしました。 

  新設会社の概要は次のとおりです。 

(２) 代表者    原一郎（当社取締役） 

(３) 所在地   東京都新宿区 

(４) 資本金   １億円 

(５) 出資比率  当社 100％ 

(６) 決算期   ９月 

(７) 設立      平成17年12月27日（予定） 

(８) 事業内容  投資業務 

 (１) 商号 株式会社オープンループインベストメント  

5) 新株予約権行使の条件 

①新株予約権者の相続人による新株予約権の行

使は認められない。 

②その他の新株予約権の行使の条件は、当社と

新株予約権者との間で締結する新株予約権割

当契約書において定めるものとする。  

４．当社従業員並びに当社子会社の取締役、従業員及び

社外協力者に対するストック・オプションとして新株予

約権を発行する件について  

 当社は、平成18年12月21日開催の定時株主総会におい

て、下記のとおり当社従業員並びに当社子会社の取締

役、従業員及び社外協力者に対するストック・オプショ

ンとして新株予約権を発行することを決議いたしまし

た。 

1.   新株予約権を発行する理由 

当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業

員の業績向上に対する貢献意欲及び士気を高め

ること、及び社外協力者との関係強化のため 

2.   新株予約権発行の要領 

1）新株予約権の割当を受ける者 

当社従業員並びに当社子会社の取締役、従業員

及び社外協力者 

2）株主総会決議による委任に基づき募集事項の決

定をすることができる新株予約権の数の上限 

1,800個 

3）新株予約権の払込金額 

無償（新株予約権につき金銭の払込みを要しな

い。） 

3.    新株予約権の内容 

1) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

取締役に対しては当社普通株式 1,800株を上限

とする。なお、新株予約権1個当たりの新株予約

権の目的たる株式の数（以下「目的株式数」と

いう。）は、当初１株とする。 

2）新株予約権の行使に際して出資される財産の価

額 

新株予約権の行使時に際して出資される財産の

価額は、当該時点における目的株式数１株当た

りの出資される財産の価額（以下「行使価額」

という。）に目的株式数を乗じた金額とする。

当初行使価額は、新株予約権の割当日の属する

月の前月の各日（取引が成立しない日を除

く。）における㈱大阪証券取引所の当社株式の

普通取引の終値の平均値、又は割当日の前日の

終値（終値がない場合は、それに先立つ直近日

の終値とする。）のいずれか高い金額とし、１

円未満の端数は切り上げる。 

 



前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

 3）新株予約権の行使期間 

平成19年１月１日から平成28年12月15日までの

期間で当社取締役会において決定する期間とす

る。 

4）新株予約権の行使により株式を発行する場合に

おける増加する資本金及び資本準備金 

行使に際して払込みまたは給付をした財産の額

（資本金等増加限度額）として会社計算規則第

40条第１項に定める額の２分の１の額を資本金

として計上し、その余を資本準備金として計上

する。 

5) 新株予約権行使の条件 

①新株予約権者は、権利行使時においても、当

社の取締役、監査役、従業員及び当社子会社

の取締役、監査役、並びに社外協力者等の地

位にいることを要す。 

②新株予約権者の相続人による新株予約権の行

使は認められない。 

③その他の新株予約権の行使の条件は、当社と

新株予約権者との間で締結する新株予約権割

当契約書において定めるものとする。  

 ５．株式取得 

 当社は、平成18年12月18日開催の臨時取締役会にお

きまして、当社グループのＩＴセキュリティ事業の拡

大を目的として㈱ＮＡＪの株式取得を決議いたしまし

た。なお、今回の株式取得により同社は当社の持分法

適用関連会社となる予定です。 

 (1) 株式取得の概要 

 ①株式取得日 平成18年12月18日 

 ②取得株式数 270株（所有割合 25.8％） 

 ③取得金額  351百万円 

 (2) ㈱ＮＡＪの概要 

 ①商号    株式会社ＮＡＪ 

 ②代表者   代表取締役社長 宮野 渉 

 ③所在地   大阪市中央区北浜三丁目１番22号 

 ④事業の内容 システム機器・ソリューション販売業 

 ⑤決算期   11月30日 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 （注）１．「当期末残高」欄の（ ）内書は、１年以内償還予定の金額であります。 

２．連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額 

【借入金等明細表】 

 （注）その他の有利子負債（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年以内における１年ごとの返済予定

額の総額 

    該当はありません。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

利率（％） 担保 償還期限 

当社 
銀行保証付 

第１回無担保社債 
平成15.6.26 

180,000 

(60,000) 

120,000 

(60,000) 
0.27 無担保 平成20.6.26 

１年以内（千円） 
１年超２年以内 
（千円） 

２年超３年以内 
（千円） 

３年超４年以内 
（千円） 

４年超５年以内 
（千円） 

60,000 60,000 ― ― ― 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 850,000 ― ― ― 

一年以内に返済予定の長期借入金 10,100 ― ― ― 

長期借入金（一年以内に返済予定のものを除く） ― ― ― ― 

その他の有利子負債 

 割賦支払債務 

 

2,850 

 

712 

 

2.13 

  

平成16.10.1 

～平成19.1.31 

合計 862,950 712 ― ― 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

    
前事業年度 

（平成17年９月30日） 
当事業年度 

（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

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 ※３   1,248,528     2,192,514   

２．受取手形     ―     1,732   

３．売掛金 ※4,5   830,752     618,475   

４．仕掛品     1,820     649   

５．貯蔵品     2,717     1,573   

６．前払費用     47,069     34,731   

７．短期貸付金 ※４   262,036     507,783   

８．その他 ※４   68,757     186,655   

貸倒引当金     △156,195     △133,290   

流動資産合計     2,305,487 73.4   3,410,825 86.3 

Ⅱ 固定資産               

(1）有形固定資産               

１．建物   50,451     24,160     

減価償却累計額   △11,163 39,288   △15,549 8,610   

２．車両運搬具   1,953     11,961     

減価償却累計額   △1,683 269   △2,391 9,570   

３．工具器具備品   120,382     97,160     

減価償却累計額   △73,859 46,523   △84,617 12,543   

有形固定資産合計     86,081 2.8   30,724 0.8 

(2）無形固定資産               

１．営業権     18,000     ―   

２．のれん     ―     12,000   

３．ソフトウェア     77,554     ―   

４．その他     2,703     2,397   

無形固定資産合計     98,257 3.1   14,397 0.4 

 



    
前事業年度 

（平成17年９月30日） 
当事業年度 

（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

(3）投資その他の資産               

１．投資有価証券 ※５   435,435     112,376   

２．関係会社株式     58,307     176,307   

３．関係会社出資金      9,000     ―   

４．出資金     20     20   

５．関係会社長期貸付金     3,150,000     2,100,000   

６．破産更生債権等 ※５   1,027,640     1,039,999   

７．長期前払費用     4,853     71   

８．敷金及び保証金     141,507     106,563   

  ９．その他     2,143     849   

貸倒引当金     △4,027,458     △3,041,647   

投資損失引当金      △150,000     ―   

投資その他の資産合計     651,450 20.7   494,540 12.5 

固定資産合計     835,788 26.6   539,663 13.7 

資産合計     3,141,276 100.0   3,950,488 100.0 

      
 



    
前事業年度 

（平成17年９月30日） 
当事業年度 

（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）               

Ⅰ 流動負債               

１．買掛金 ※４   103,376     1,790   

２．短期借入金     800,000     ―   

３．１年以内償還予定社債     60,000     60,000   

４．１年以内返済予定長期
借入金 ※３   10,100     ―   

５．未払金     144,871     61,398   

６．未払費用     61,265     65,996   

７．未払法人税等     59,216     39,496   

８．未払消費税等     91,596     52,606   

９．預り金     36,465     31,945   

10．前受収益     ―     21   

11．賞与引当金     46,084     43,441   

12．その他     5,042     24,669   

流動負債合計     1,418,019 45.1   381,367 9.7 

Ⅱ 固定負債               

１．社債     120,000     60,000   

２．繰延税金負債     4,013     1,012   

３．その他     621     2,616   

固定負債合計     124,635 4.0   63,629 1.6 

負債合計     1,542,654 49.1   444,997 11.3 

      

（資本の部）               

Ⅰ 資本金 ※１   4,070,476 129.6   ― ― 

Ⅱ 資本剰余金               

１．資本準備金 ※７ 1,038,277   33.1 ―   ― 

２．その他資本剰余金                

(1)資本準備金減少差益    1,279,580   40.7 ―   ― 

資本剰余金合計     2,317,857 73.8   ― ― 

Ⅲ 利益剰余金               

１．利益準備金   700   0.0 ―   ― 

２．当期未処理損失   4,436,207   △141.2 ―   ― 

利益剰余金合計     △4,435,507 △141.2   ― ― 

Ⅳ その他有価証券評価差額金     5,872 0.2   ― ― 

Ⅴ 自己株式 ※２   △360,077 △11.5   ― ― 

資本合計     1,598,621 50.9   ― ― 

負債及び資本合計     3,141,276 100.0   ― ― 

 



    
前事業年度 

（平成17年９月30日） 
当事業年度 

（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

      

（純資産の部）               

Ⅰ 株主資本               

１．資本金     ― ―   4,770,992 120.8 

２．資本剰余金               

(1) 資本準備金   ―     1,738,962     

(2) その他資本剰余金   ―     1,279,580     

資本剰余金合計     ― ―   3,018,543 76.4 

３．利益剰余金               

(1) 利益準備金   ―     700     

(2) その他利益剰余金               

繰越利益剰余金   ―     △3,951,263     

利益剰余金合計     ― ―   △3,950,563 △100.0 

４．自己株式     ― ―   △360,117 △9.1 

株主資本合計     ― ―   3,478,855 88.1 

Ⅱ 評価・換算差額等               

その他有価証券評価差
額金 

    ― ―   1,120 0.0 

評価・換算差額等合計     ― ―   1,120 0.0 

Ⅲ 新株予約権     ― ―   25,515 0.6 

純資産合計     ― ―   3,505,491 88.7 

負債純資産合計   ― ― 3,950,488 100.0

      



②【損益計算書】 

    
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高 ※３             

１．製品売上高   398,165     67,664     

２．役務収益   6,247,544 6,645,710 100.0 4,456,495 4,524,159 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※３             

１．当期製品製造原価   141,561     44,197     

２．役務原価   4,641,071 4,782,633 72.0 3,314,582 3,358,779 74.2 

売上総利益     1,863,077 28.0   1,165,379 25.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,3   1,721,334 25.9   1,594,162 35.3 

営業利益又は営業損失（△）     141,742 2.1   △428,783 △9.5 

Ⅳ 営業外収益               

１．受取利息 ※２ 36,348     6,280     

２．受取配当金   605     1,111     

３．受取手数料 ※２ 18,360     12,786     

４．保険解約益   4,123     650     

５．助成金収入   ―     2,730     

６．その他   3,615 63,052 0.9 1,226 24,785 0.6 

Ⅴ 営業外費用               

１．支払利息   8,027     3,434     

２．新株発行費   21,404     ―     

３．株式交付費   ―     8,530     

４．社債発行費   ―     26,745     

５．支払手数料   2,452     747     

６．投資事業組合投資損失   ―     4,907     

７．その他   5,384 37,268 0.5 1,331 45,696 1.0 

経常利益又は経常損失（△）     167,526 2.5   △449,694 △9.9 

Ⅵ 特別利益               

１．投資有価証券売却益   299,431     33,766     

２．貸倒引当金戻入益    ―     1,008,715     

３．投資損失引当金戻入益   ―     150,000     

４．関係会社株式売却益   ―     9,782     

５．その他    ― 299,431 4.5 237 1,202,502 26.5 

    
 



    
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅶ 特別損失               

１．投資有価証券売却損   49,734     7,784     

２．投資有価証券評価損 ※５ 77,188     17,609     

３．固定資産除却損 ※4,5 88,552     ―     

４．関係会社株式評価損 ※５ 357,748     5,999     

５．建設協力金償却   64,381     ―     

６．本社移転費用   36,130     ―     

７．事務所閉鎖損失  ※５ 57,806     ―     

８．事務所移転・縮小関連
費用 

  ―     12,283     

９．減損損失 ※６ ―     169,852     

10．臨時償却   ―     17,937     

11．投資損失引当金繰入額 ※５ 150,000     ―     

12．貸倒引当金繰入額  
※
５  

3,986,041 4,867,584 73.2 ― 231,467 5.1 

税引前当期純利益又は 
 税引前当期純損失（△) 

    △4,400,626 △66.2   521,340 11.5 

法人税、住民税 
 及び事業税 

    35,581 0.6   36,395 0.8 

当期純利益 
 又は当期純損失(△) 

    △4,436,207 △66.8   484,944 10.7 

前期繰越損失     1,671,018     ―   

資本準備金減少による 
 欠損てん補 

    1,671,018     ―   

当期未処理損失     4,436,207     ―   

    



製造原価明細書 

役務原価明細書 

   
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費  83,371 58.1 ― ―

Ⅱ 労務費  9,854 6.9 10,259 23.8

Ⅲ 経費 ※２ 50,156 35.0 32,767 76.2

当期総製造費用  143,382 100.0 43,026 100.0 

期首仕掛品たな卸高  － 1,820 

合計  143,382 44,847 

期末仕掛品たな卸高  1,820 649 

当期製品製造原価  141,561 44,197 

     

（注） １．原価計算の方法は個別原価計算を

採用しております。 

※２．内訳は次のとおりです。 

外注加工費 37,845千円 

減価償却費 12,311千円 

（注） １．同左 

  

※２．内訳は次のとおりです。 

外注加工費 32,452千円 

減価償却費   314千円 

   
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 労務費  147,935 3.2 145,354 4.4

Ⅱ 経費 ※１ 4,493,136 96.8 3,169,227 95.6

役務原価  4,641,071 100.0 3,314,582 100.0 

     

（注）※１．主な経費の内容は次のとおりです。 

外注委託費4,300,206千円 

（注）※１．主な経費の内容は次のと

おりです。 

スタッフ人件費 

2,976,588千円 



③【損失処理計算書及び株主資本等変動計算書】 

損失処理計算書 

   
前事業年度 
株主総会承認日 

（平成17年12月22日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処理損失  4,436,207 

Ⅱ 次期繰越損失  4,436,207 

   



    株主資本等変動計算書 

 当事業年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

  株主資本  

  

資本金  

 資本剰余金  利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計  
 

資本準備金  

  

その他資本

剰余金  

  

資本剰余金

合計  

  

利益準備金

  

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9月30日残

高（千円） 
4,070,476 1,038,277 1,279,580 2,317,857 700 △4,436,207 △4,435,507 △360,077 1,592,749

事業年度中の変動額           

新株の発行  200,601 200,601 ― 200,601 ― ― ― ― 401,202

転換社債の転換 499,915 500,084 ― 500,084 ― ― ― ― 1,000,000

当期純利益 ― ― ― ― ― 484,944 484,944 ― 484,944

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― △39 △39

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額(純額) 
― ― ― ― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額

合計（千円） 700,516 700,685 ― 700,685 ― 484,944 484,944 △39 1,886,106

平成18年9月30日残高

（千円） 
4,770,992 1,738,962 1,279,580 3,018,543 700 △3,951,263 △3,950,563 △360,117 3,478,855

  
評価・換算差額等  

新株予約権  純資産合計  

  

 その他有価証

券評価差額金  

評価・換算差

額等 合計  
 

平成17年9月30日残

高（千円） 
5,872 5,872 ― 1,598,621

事業年度中の変動

額  
    

新株の発行  ― ― ― 401,202

転換社債の転換 ― ― ― 1,000,000

当期純利益 ― ― ― 484,944

自己株式の取得 ― ― ― △39

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額(純額) 
△4,752 △4,752 25,515 20,763

事業年度中の変動額

合計（千円） △4,752 △4,752 25,515 1,906,869

平成18年9月30日残高

（千円） 
1,120 1,120 25,515 3,505,491



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況  

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

 当社は平成17年2月に平成電電㈱との間で包括的資本業

務提携の基本合意を締結し、これに基づき㈱ヒューマン

アウトソーシング（当社の連結子会社）は平成17年3月に

平成電電㈱からカスタマーサービス業務に関する営業譲

渡（譲渡価格3,000,000千円）を受けるとともに５年間の

独占的業務委託契約を締結しました。本提携により当下

半期以降当社業績に売上成長及び利益回復の両面から多

大に寄与することが見込まれておりました。 

 しかしながら、平成17年10月3日、平成電電㈱は東京地

方裁判所に民事再生手続開始の申立てを行い、10月21日

付で㈱ヒューマンアウトソーシングに対し業務委託契約

の解除通告を行いました。 

 このため当社は、平成電電㈱の民事再生手続開始の申

立てに起因する特別損失4,168,024千円を計上し、当期業

績において最終的に4,436,207千円の当期純損失を計上し

ました。その結果、資本の部における利益剰余金は 

△4,435,507千円となり、大幅な毀損が生じております。 

 以上を鑑み、継続企業の前提に関する重要な疑義が存

在しております。 

 当該状況に対応すべく、当社は主として財務体質の安

定的回復と強化を早急にはかるべく、平成17年11月９日

開催の取締役会において海外投資家を割当先とする総額

1,000,000千円の円建転換社債型新株予約権付社債の発行

を決議しました。なお、払込期日平成17年11月25日まで

に、全額の払込が完了しております。 

 財務体質面における強化をはかる一方で、来期以降に

おいて積極的な新規支店の開設と共に大口顧客プロジェ

クトの受注活動の推進、既存顧客対応強化を中心とした

受注活動の展開、募集費等を中心とした全体コスト削減

等の、売上及び利益創出額の増大を進める経営計画を策

定しました。 

 

 以上の財務体質の安定的回復及び営業戦略の推進によ

り、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消できるも

のと判断しております。従って、財務諸表は継続企業を

前提として作成されており、このような重要な疑義の影

響を反映しておりません。 

 当社は、前事業年度において、4,436,207千円の当期純

損失を計上しました。また、当事業年度においては、当

期純利益484,944千円を計上したものの、営業損失

428,783千円、経常損失449,694千円を計上しておりま

す。 

 以上を鑑み、継続企業の前提に関する重要な疑義が存

在しております。 

  

 当該状況に対応すべく、当社は、「財務体質の再強

化」と「顧客構成の割合の見直しと再構築による売上・

利益の回復」に取り組んでおります。 

 「財務体質の再強化」については、平成17年11月の総

額1,000百万円の円建転換社債型新株予約権付社債の発行

及び全額の株式転換完了、平成18年３月に決議した第三

者割当による新株式及び新株予約権の発行（同年４月、

新株式199百万円、新株予約権4百万円共払込を完了）を

通じて、安定的経営のベースとなる財務基盤を確保する

ことができました。 

 「顧客構成の割合の見直しと再構築による売上・利益

の回復」については、平成電電㈱に傾斜配分されていた

経営資源の再配分を急ピッチで進めており、損益の改善

を図っております。また、“製品群の峻別”及び“不採

算事業の再編”により、「全事業部門における営業利益

黒字化を来期初頭より実現する」ことを必達の課題とし

て、「事業再編」と「コスト構造改革（追加的コスト削

減）」の二面から、具体的施策の実行による早期の効果

発現を目指しております。 

  

 以上の「財務体質の再強化」及び「顧客構成の割合の

見直しと再構築による売上・利益の回復」により、継続

企業の前提に関する重要な疑義を解消できるものと判断

しております。従って、財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、このような重要な疑義の影響を反映

しておりません。 



重要な会計方針 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1）子会社及び関連会社株式 

 移動平均法に基づく原価法 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1）子会社株式 

 同左 

(2）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 

（評価差額は全部資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定） 

(2）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） 

時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

時価のないもの 

同左 

投資事業有限責任組合への出資金 

投資事業有限責任組合損益のうち、当社に帰属

する持分相当損益を「営業外損益」に計上する

とともに「投資有価証券」を加減する方法 

２．デリバティブの評価基準及び評価方法 

 原則として時価法 

２．デリバティブの評価基準及び評価方法 

 時価法 

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1）仕掛品 

 個別法に基づく原価法 

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1）仕掛品 

  同左 

(2）貯蔵品 

 個別法に基づく原価法 

ただし貯蔵品のうち、作業着等については最終

仕入原価法 

(2）貯蔵品 

  同左 

４．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

定率法 

 主な耐用年数は以下のとおりであります。 

４．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

  同左 

建物 ３～15年

車両運搬具及び工具器具備品 ２～15年

 

 なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産

については、３年間で均等償却する方法を採用し

ております。 

 

(2）無形固定資産 

ソフトウェア 

市場販売目的のソフトウェア 

 見込販売数量に基づく償却額と販売有効期

間（３年）に基づく均等償却とを比較し、い

ずれか大きい金額を計上しております。 

(2）無形固定資産 

のれん 

５年による定額法を採用しております。 

自社利用のソフトウェア 

 社内における利用可能期間（５年）に基づ

く定額法を採用しております。 

 

営業権 

５年による定額法を採用しております。 

 

 



前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

５．繰延資産の処理方法 

 ①新株発行費 

 支出時に全額費用として処理しております。 

 ②        ──────  

  

 ③        ──────  

  

５．繰延資産の処理方法 

  ①       ──────  

  

  ②株式交付費 

 支出時に全額費用として処理しております。 

  ③社債発行費 

 支出時に全額費用として処理しております。 

６．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるため、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。 

６．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

  同左  

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるために、支給見込額

のうち当事業年度に負担すべき金額を計上してお

ります。 

 前期まで、支給見込額のうち事業年度に負担す

べき金額を未払費用として計上しておりました

が、当期より従業員賞与の支給対象期間を変更し

たため、支給見込額のうち当期に負担すべき金額

を賞与引当金として計上しております。なお、前

期末の未払費用としての計上額は、42,699千円で

あります。 

  

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるために、支給見込額

のうち当事業年度に負担すべき金額を計上してお

ります。 

(3）投資損失引当金 

 投資先の株式等に対する投資損失に備えるた

め、当該会社の財政状態を勘案して必要額を計上

しております。 

 なお、当期において、投資先の株式等に対する

投資損失に備える必要が生じたため、当該会社の

財政状態を勘案して必要額を計上しております。 

  

(3） 

────── 

  

７．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。 

７．リース取引の処理方法 

 同左 

８．ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップのうち、特例処理の要件を満たし

ているものについては、特例処理を採用しており

ます。 

８． 

────── 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段  金利スワップ取引 

 ヘッジ対象  借入金の利息 

 

(3）ヘッジの方針 

 支払利息の変動金利リスクを回避し、支払利息

のキャッシュ・フローを固定化する目的で金利ス

ワップを行なっております。 

 

(4）ヘッジの有効性評価方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象額について、それぞれ

の既に経過した期間におけるキャッシュ・フロー

累計額を比較して有効性の判断を行っておりま

す。 

 なお当事業年度末において、ヘッジ対象の借入

金はありません。 

 

９．その他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。 

９．その他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 

 同左 



財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

   当事業年度より、「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））

及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。これにより税引前当期純利益は

169,852千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸

表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しており

ます。 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） 

   当事業年度より、「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3,479,976千

円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正による、当事業年度に

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。 

────── （ストック・オプション等に関する会計基準等） 

   当事業年度より、「ストック・オプション等に関す

る会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27

日）及び「ストック・オプション等に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18

年５月31日）を適用しております。これにより、営業

利益、経常利益及び税引前当期純利益が21,835千円減

少しております。 



表示方法の変更  

追加情報 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

（貸借対照表関係） 

 「短期貸付金」は、前事業年度まで、流動資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当事業年

度において、資産の総額の100分の１を超えたため区分

掲記しました。なお、前事業年度末の「短期貸付金」

は20,868千円であります。 

 （貸借対照表関係） 

 前事業年度まで「営業権」として表示しておりまし

たが、財務諸表等規則の改正により、当事業年度より

「のれん」として表示しております。  

 ────── 

  

（損益計算書関係） 

１．前事業年度まで「新株発行費」として表示しており

ましたが、「繰延資産の会計処理に関する当面の取

扱い」により、当事業年度より「株式交付費」とし

て表示しております。 

２．「投資事業組合投資損失」は、前事業年度まで、営

業外費用の「その他」に含めて表示しておりました

が、当事業年度において、営業外費用の総額の100分

の10を超えたため区分掲記しました。なお、前事業

年度の「投資事業組合投資損失」は3,393千円であり

ます。 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

（不適当な合併等による猶予期間について）  

 当社は平成15年３月１日付で㈱トラストワークと合併

しましたが、㈱大阪証券取引所から、当社は実質的な存

続会社ではなく「不適当な合併等」に該当するため、猶

予期間銘柄に割り当てられております。当社は現在、同

取引所に対して猶予期間解除申請を行っており、適合審

査中です。猶予期間満了の平成18年９月30日までに上場

審査基準に準じた基準に適合しない場合、監理ポストな

いし整理ポストに割り当てられ、上場廃止となるおそれ

があります。 

（当社株式の「監理ポスト」入りに関して） 

 当社株式は㈱大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マー

ケット―「ヘラクレス」市場において、平成18年10月１

日より監理ポストに割当てられております。これまで当

社株式は平成15年３月１日より平成18年９月30日までを

「猶予期間」として、当社申請に基づく㈱大阪証券取引

所の適合審査を受けておりましたが、適合の認定を受け

られないまま猶予期間の期限を迎えたことから、平成18

年10月１日より監理ポストに割当てられたものです。 

 現在、上場を維持するための㈱大阪証券取引所の適合

審査が継続中であります。当社と致しましては、経営管

理体制・リスク管理体制全般等に関して求められる適正

な水準の維持向上に努め、審査への適合を果たし、監理

ポストから通常ポストへの早期復帰を目指してまいりま

す。  

「地方税等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１

日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入

されたことに伴い、当事業年度から「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

務上の取扱い」（平成16年２月13日企業会計基準委員会

実務対応報告第12号）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が、

23,669千円増加し、営業利益、経常利益が同額減少し、

税引前当期純損失が同額増加しております。 

  

────── 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年９月30日） 

当事業年度 
（平成18年９月30日） 

※１ 授権株式数および発行済株式総数 ※１  

授権株式数 普通株式 250,000株

発行済株式総数 普通株式     69,882株

────── 

※２ 自己株式の保有数 普通株式 2,301.1株

────── 

※２     

※３ 担保差入資産 ※３ 担保差入資産 

現金及び預金  59,678千円

計      59,678千円

上記に対する債務  

１年以内返済予定長期借入金    10,100千円

計   10,100千円

 なお、上記に対する債務はありません。 

現金及び預金     59,690千円

計      59,690千円

※４ 関係会社に対するものは、次のとおりであります。 

   売掛金           85,650千円 

  短期貸付金         250,000千円 

  流動資産「その他」     35,029千円 

    買掛金           48,258千円 

※４ 関係会社に対するものは、次のとおりであります。 

   売掛金                18千円 

  短期貸付金          490,000千円 

  流動資産「その他」      19,838千円 

 ※５ 平成電電グループに対する主な債権債務等の残高 

  

  

科目 

平成電電㈱ 

 

（千円） 

オムニトラスト 

ジャパン㈱ 

（千円） 

計 

  

（千円） 

売掛金 ― 267,750 267,750

投資有価証券 ― 300,000 300,000

破産更生債権等 1,003,981 ― 1,003,981

 ※５  

────── 

 ６ 偶発債務 

   債務保証 

 次の関係会社について、金融機関からの借入に対

し債務保証を行っております。 

保証先 金額(千円) 内容 

 ㈱ヒバライバンク  50,000  借入債務  

 計 50,000  ― 

 ６  

────── 

  

※７ 平成17年５月20日開催の臨時株主総会において、下

記の欠損てん補を行っております。 

  資本準備金        1,671,018千円 

※７  

────── 

  

 ８ 配当制限 

 金融商品の時価評価により、純資産が6,966千円

増加しております。なお、当該金額は商法施行規則

第124条第３号の規定により配当に充当することが

制限されております。 

 ８   

────── 

  

 ９ 資本の欠損 

資本の欠損は3,516,704千円であります。 

 ９  

────── 



（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は0.3％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は99.7％で

あります。 

 主要な費目及び金額は以下のとおりであります。 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は0.2％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は99.8％で

あります。 

 主要な費目及び金額は以下のとおりであります。 

役員報酬       74,167千円

給与手当 460,853千円

賞与 49,446千円

賞与引当金繰入額  46,084千円

雑給 85,931千円

法定福利費      125,377千円

減価償却費     123,398千円

賃借料       176,456千円

支払手数料    72,890千円

募集費 192,399千円

   

役員報酬 107,146千円

給与手当 518,732千円

賞与 74,912千円

賞与引当金繰入額  33,844千円

雑給 52,298千円

法定福利費 137,059千円

減価償却費 41,407千円

賃借料 151,938千円

支払手数料 72,627千円

募集費 142,289千円

   

※２ 関係会社に対するものは、次のとおりであります。 ※２ 関係会社に対するものは、次のとおりであります。 

受取利息 35,524千円

受取手数料 16,952千円

受取利息 5,586千円

受取手数料 10,323千円

 ※３ 平成電電グループに対する主な取引の内容 
  

  

科目 

平成電電㈱ 

 

 （千円） 

オムニトラスト 

ジャパン㈱ 

（千円） 

計 

  

（千円） 

売上高 2,075,551 300,000 2,375,551

（製）通信費 5,143 ― 5,143

通信費 390 ― 390

 ※３  

────── 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 ※４  

────── 

建物 792千円

構築物 204千円

工具器具備品 10,106千円

ソフトウェア 77,449千円

計 88,552千円

 

※５ 平成電電㈱の民事再生手続開始の申立てに起因する

特別損失の内訳 

※５  

────── 

投資有価証券評価損      9,999千円

関係会社株式評価損      1千円

固定資産除却損     592千円

事務所閉鎖損失      57,806千円

貸倒引当金繰入額 3,949,623千円

投資損失引当金繰入額    150,000千円

  合     計 4,168,024千円

 

 



（株主資本等変動計算書関係） 

  自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の数の増加0.5株は、端株の買取りによる増加であります。 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

 ※６  

────── 

 ※６ 減損損失 

 当社は、当事業年度において以下のとおり減損損失を

認識しました。  

（減損損失を認識した資産及び減損損失の金額） 

（資産のグルーピングの方法）          

  当社は、製品やサービスの性質、市場の類似性等を勘

案し、事業の種類別セグメントを基礎として、ＩＴセキ

ュリティ事業、ゼネラルアウトソーシング事業、セール

スアウトソーシング事業、共用資産の各別に資産のグル

ーピングを行っております。  

（減損損失の認識に至った経緯）          

  当社は、平成17年10月３日に平成電電㈱の民事再生手

続開始の申立てがあったことにより、前事業年度におい

て大幅な当期純損失を計上しました。当事業年度におい

ても、当社の資産が使用されている事業に関連して、経

営環境の悪化が未だ一部継続しており、当社の資産に減

損が生じている可能性が存在しておりました。        

  当社は、資産のグルーピングを行ったのち、資産グル

ープから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額

と帳簿価額との比較を行いましたが、前者が後者を下回

る資産グループがあったことから、これらの資産グルー

プについて減損損失を認識することとしました。      

（回収可能価額の算定方法）          

  回収可能価額については正味売却価額により測定して

おります。 

 償却性資産については、減価償却計算に用いられる税

法規定等に基づく残存価額を正味売却価額として算定し

ております。       

場所 用途 種類 
金額 
（千円） 

札幌市
中央区他

ＩＴセキュリ
ティ事業 
開発用設備 

工具器具備品 
ソフトウェア  
その他 

793
20,041
4,608

小計 25,444

東京都
新宿区他

セールスアウ
トソーシング
事業 

営業用備品等

建物
車両運搬具 
工具器具備品 
ソフトウェア 

18,784
694

18,671
36,525

小計 74,675

札幌市
中央区他

共用資産
管理用設備他

建物
工具器具備品 
ソフトウェア 
リース資産 

12,626
15,144
19,599
22,362

小計 69,733
合計 169,852

 
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） 

自己株式     

   普通株式 2,301.1 0.5 － 2,301.6 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

前事業年度（平成17年９月30日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

当事業年度（平成18年９月30日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

１．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 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１．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 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
工具器具備
品（千円） 

ソフトウェ
ア（千円） 

合計 
（千円） 

取得価額 
相当額 

45,992 15,311 61,303

減価償却 
累計額相当額 

22,070 9,788 31,858

期末残高 
相当額 

23,921 5,522 29,444

工具器具備
品（千円）

ソフトウェ
ア（千円） 

合計 
（千円） 

取得価額 
相当額 

42,884 15,311 58,195

減価償却 
累計額相当額

29,232 13,023 42,255

減損損失 
累計額相当額

13,293 2,114 15,408

期末残高 
相当額 

357 172 530

②未経過リース料期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額等 

 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内       13,194千円

１年超 17,071千円

合計 30,265千円

１年以内 11,851千円

１年超  5,220千円

合計 17,071千円

リース資産減損勘定の残高  15,408千円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

③支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料    16,377千円

減価償却費相当額 15,350千円

支払利息相当額     1,025千円

支払リース料 13,822千円

リース資産減損勘定の取崩額   6,953千円

減価償却費相当額 12,974千円

支払利息相当額 847千円

減損損失  22,362千円

④減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

④減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

⑤利息相当額の算定方法 

同左 



（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金繰入限度超過額 18,710千円

貸倒引当金繰入限度超過額     32,713千円

未払事業税 9,609千円

その他 4,487千円

繰延税金資産(流動) 小計 65,521千円

評価性引当金  △65,521千円

繰延税金資産(流動) 合計        －千円

繰延税金資産(固定)  

貸倒引当金繰入限度超過額 1,625,331千円

減価償却限度超過額   37,524千円

無形固定資産償却限度超過額   31,444千円

投資有価証券評価損   44,753千円

関係会社株式評価損 145,245千円

投資損失引当金繰入限度超過額     60,900千円

建設協力金償却 26,139千円

繰越欠損金  19,387千円

その他 19,696千円

繰延税金資産(固定) 小計  2,010,422千円

評価性引当金 △2,010,422千円

繰延税金資産(固定) 合計        －千円

繰延税金負債(固定)  

その他有価証券評価差額金 △4,013千円

繰延税金負債(固定) 合計   △4,013千円

差引：繰延税金負債(固定)の純額  △4,013千円

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金繰入限度超過額      17,637千円

貸倒引当金繰入限度超過額 29,543千円

未払事業税 1,358千円

その他 11,529千円

繰延税金資産(流動) 小計 60,068千円

評価性引当金 △60,068千円

繰延税金資産(流動) 合計 －千円

繰延税金資産(固定)  

貸倒引当金繰入限度超過額 1,040,280千円

減価償却限度超過額 83,491千円

無形固定資産償却限度超過額 －千円

投資有価証券評価損 21,105千円

関係会社株式評価損 147,681千円

投資損失引当金繰入限度超過額 －千円

建設協力金償却 －千円

繰越欠損金 487,839千円

その他 17,695千円

繰延税金資産(固定) 小計 1,798,093千円

評価性引当金 △1,798,093千円

繰延税金資産(固定) 合計 －千円

繰延税金負債(固定)  

その他有価証券評価差額金 △1,012千円

繰延税金負債(固定) 合計 △1,012千円

差引：繰延税金負債(固定)の純額 △1,012千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

（調整）  

住民税均等割 △0.8％

交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.1％

評価性引当金の増減 △40.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △0.8％

法定実効税率 40.6％

（調整）  

住民税均等割 6.9％

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.2％

評価性引当金の増減 △41.8％

その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 7.0％



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算

定上の基礎 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

  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、潜在株式は存在するものの１株当たり当期

純損失であるため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 23,654円93銭

１株当たり当期純損失金額 76,928円59銭

    

１株当たり純資産額 40,455円71銭

１株当たり当期純利益金額 6,076円57銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  6,067円59銭

項目 
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

１株当たり当期純利益金額又は１株当た

り当期純損失金額  

    

損益計算書上の当期純利益金額又は当期

純損失金額（△） (千円) 

△4,436,207 484,944 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―  

普通株式に係る当期純利益金額又は当期

純損失金額（△）（千円） 

△4,436,207 484,944 

普通株式の期中平均株式数（株） 57,666 79,805 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額      

当期純利益調整額（千円） ― ― 

普通株式増加数（株） ― 118 

 （うち新株予約権） (―) (118) 

 



項目 
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益金額の算定に含ま

れなかった潜在株式の概要 

（新株予約権） 

株主総会の特別決議日 

平成12年12月18日 

新株予約権   120個 

株主総会の特別決議日 

平成13年12月17日 

新株予約権    25個 

株主総会の特別決議日 

平成12年８月31日 

新株予約権    63個 

株主総会の特別決議日 

平成13年４月10日 

新株予約権   333個 

株主総会の特別決議日 

平成13年８月30日 

新株予約権   542個 

株主総会の特別決議日 

平成14年８月30日 

新株予約権   769個 

株主総会の特別決議日 

平成14年12月17日 

新株予約権  1,783個 

株主総会の特別決議日 

平成15年12月17日 

（平成16年２月27日発行分） 

新株予約権  3,383個 

株主総会の特別決議日 

平成15年12月17日 

（平成16年12月14日発行分） 

新株予約権  960個 

株主総会の特別決議日 

平成16年12月17日 

（平成17年２月８日発行分） 

新株予約権  2,920個 

株主総会の特別決議日 

平成16年12月17日 

（平成17年３月８日発行分） 

新株予約権  5,000個 

株主総会の特別決議日 

平成17年５月20日 

新株予約権  5,000個 

  これらの詳細は「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。 

  

旧商法280条ノ19の規定に基づく新

株引受権948株 

平成13年改正旧商法280条ノ20及び

平成13年改正旧商法280条ノ21の規

定に基づく新株予約権の目的とな

る株式の数11,646株 

（新株予約権の目的となる株式の

数については、該当会計年度末に

おいて行使がなされた場合の最大

発行可能数を記載しています。） 

これらの詳細は「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。 



（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

１．転換社債型新株予約権付社債の発行及び新株予約権

の行使 

  当社は、平成17年11月９日開催の取締役会において

2008年満期円建転換社債型新株予約権付社債の発行を決

議しました。 

  なお、詳細については、連結財務諸表における「（重

要な後発事象）１．転換社債型新株予約権付社債の発行

及び新株予約権の行使」に記載のとおりであります。 

  

２．子会社の設立 

  当社は、平成17年11月29日開催の取締役会において、当

社事業とのシナジー効果が見込まれる企業との間でファン

ドを通じた業務・資本両面のアライアンスを形成すること

により、当社グループ事業領域の拡大を図るため、当社全

額出資により子会社を設立し、新たに投資事業を開始する

ことを決議いたしました。 

  なお、詳細については、連結財務諸表における「（重要

な後発事象）２．子会社の設立」に記載のとおりでありま

す。 

  

１．資本金の額の減少  

 当社は、平成18年12月21日開催の定時株主総会におい

て、資本金の額の減少について決議いたしました。 

  なお、詳細については、連結財務諸表における「（重

要な後発事象）１．資本金の額の減少 」に記載のとお

りであります。  

  

２．事業譲渡による純粋持株会社体制への移行について 

 当社は、平成18年12月21日開催の定時株主総会におい

て、事業譲渡による純粋持株会社体制への移行を図るこ

とを決議いたしました。     

  なお、詳細については、連結財務諸表における「（重

要な後発事象）２．事業譲渡による純粋持株会社体制へ

の移行について」に記載のとおりであります。  

  

３．当社の取締役及び監査役に対するストック・オプショ

ンとして新株予約権を発行する件について  

 当社は、平成18年12月21日開催の定時株主総会におい

て、当社の取締役及び監査役に対するストック・オプショ

ンとして新株予約権を発行することを決議いたしまし

た。   

  なお、詳細については、連結財務諸表における「（重要

な後発事象）３．当社の取締役及び監査役に対するストッ

ク・オプションとして新株予約権を発行する件につい

て 」に記載のとおりであります。  

  

４．当社従業員並びに当社子会社の取締役、従業員及び社

外協力者に対するストック・オプションとして新株予約権

を発行する件について  

 当社は、平成18年12月21日開催の定時株主総会におい

て、当社従業員並びに当社子会社の取締役、従業員及び社

外協力者に対するストック・オプションとして新株予約権

を発行することを決議いたしました。   

  なお、詳細については、連結財務諸表における「（重要

な後発事象）４．当社従業員並びに当社子会社の取締役、

従業員及び社外協力者に対するストック・オプションとし

て新株予約権を発行する件について 」に記載のとおりで

あります。  

 

 

 



前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日） 

 ５．株式取得 

 当社は、平成18年12月18日開催の臨時取締役会におき

まして、当社グループのＩＴセキュリティ事業の拡大を

目的として㈱ＮＡＪの株式取得を決議いたしました。な

お、今回の株式取得により同社は当社の持分法適用関連

会社となる予定です。 

 詳細については、連結財務諸表における「（重要な後

発事象）５．株式取得」に記載のとおりであります。 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【債券】 

【その他】 

銘柄 
株式数 
（株） 

貸借対照表計上額 
（千円） 

関西電力㈱  10,000 27,250 

中部電力㈱  5,000 15,350 

九州電力㈱  5,000 13,950 

東京電力㈱  2,000 6,800 

未来証券㈱  40 4,927 

大阪ガス㈱  10,000 4,120 

㈱ジェネティックラボ  180 3,000 

㈱ディーシー・クリエイト  30 3,000 

㈱エコミック  10 2,330 

㈱Ｅ.Ｂ.Ａ. 10,000 1,890 

その他９銘柄  11,205 1,235 

計 53,465 83,852 

銘柄 券面総額 
貸借対照表計上額 
（千円） 

THIRDNETWORKS転換社債 US$100,000 0 

計  US$100,000 0 

銘柄 
投資口数等 
（口） 

貸借対照表計上額 
（千円） 

（投資事業有限責任組合出資金） 
ＳＢＩ・リアル・インキュベーション１号
投資事業有限責任組合 

10 28,524 

計  10 28,524 



【有形固定資産等明細表】 

 （注）１．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。 

２．ソフトウェア仮勘定の当期減少額は、販売目的ソフトウェアの臨時償却額であります。 

【引当金明細表】 

 (注)１．当期減少額の「その他」のうち、1,100,873千円は債権回収に伴う戻入額であり、2,951千円は洗替による戻入

   額であります。 

 ２．当期減少額の「その他」は、株式売却に伴う戻入額であります。 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
(千円) 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高（千円） 

有形固定資産        

建物 50,451 5,120 
31,411 

(31,411) 
24,160 15,549 4,386 8,610 

車両運搬具 1,953 11,676 
1,668 

(694) 
11,961 2,391 1,633 9,570 

工具器具備品 120,382 11,932 
35,154 

(34,609) 
97,160 84,617 10,757 12,543 

有形固定資産計 172,787 28,729 
68,235 

(66,715) 
133,282 102,557 16,777 30,724 

無形固定資産        

ソフトウェア 241,506 19,111 
77,743 

(76,166) 
182,875 182,875 18,922 ― 

ソフトウェア仮勘定 ― 16,360 16,360 ― ― ― ― 

のれん 30,000 ― ― 30,000 18,000 6,000 12,000 

その他 2,838 10 
292 

(292) 
2,555 157 22 2,397 

無形固定資産計 274,344 35,482 
94,397 

(76,459) 
215,430 201,032 24,944 14,397 

長期前払費用 8,520 ― 7,878 641 570 4,532 71 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金 (注)１ 4,183,654 95,108   1,103,824 3,174,938 

賞与引当金 46,084 43,441 46,084 ― 43,441 

投資損失引当金 (注)２ 150,000 ― ― 150,000 ― 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

② 受取手形 

③ 売掛金 

相手先別内訳 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

区分 金額（千円） 

現金 633 

預金   

普通預金 2,084,109 

定期預金 107,771 

計 2,191,880 

合計 2,192,514 

相手先別内訳   

相手先 金額（千円） 

㈱ソフィアシステムズ 1,732 

合計 1,732 

期日別内訳   

期日別 金額（千円） 

平成18年10月 577 

11月 ― 

12月 577 

１月 ― 

２月 577 

合計 1,732 

相手先 金額（千円） 

㈱もしもしホットライン 67,041 

ソフトバンクフレームワークス㈱  49,201 

富士通コミュニケーションサービス㈱  22,946 

トーショー㈱  22,872 

㈱Ｅ.Ｂ.Ａ. 21,231 

その他 435,182 

合計 618,475 

前期繰越高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

次期繰越高 
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

───── 
(A) + (B) 

× 100 

(A) + (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

830,752 4,756,749 4,969,025 618,475 88.9 55.6 



④ 仕掛品 

⑤ 貯蔵品 

⑥ 短期貸付金 

⑦ 関係会社長期貸付金 

⑧ 破産更生債権等 

⑨ 買掛金 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

品名 金額（千円） 

受託製作ソフトウェア 649 

合計 649 

品名 金額（千円） 

作業用消耗品 1,018 

その他 554 

合計 1,573 

相手先 金額（千円） 

㈱オープンループインベストメント 300,000 

㈱ヒバライバンク  110,000 

㈱トラスト・エスピー・キューブ  50,000 

その他  47,783 

合計 507,783 

相手先 金額（千円） 

㈱ヒューマンアウトソーシング 2,100,000 

合計 2,100,000 

相手先 金額（千円） 

平成電電㈱ 1,014,829 

その他  25,169 

合計 1,039,999 

相手先 金額（千円） 

㈲ＡＣＬＣ  1,373 

㈱アイロジスティクス  346 

㈲海馬  56 

その他 12 

計 1,790 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

決算期 ９月30日 

定時株主総会 営業年度末日の翌日から３カ月以内 

基準日 ９月30日 

株券の種類 

１株券 

10株券 

100株券 

中間配当基準日 ３月31日 

１単元の株式数 ― 

株式の名義書換え   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

端株の買取り   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 

 当会社の公告は、電子公告により行います。ただし、電子公告によるこ

とができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新

聞に掲載致します。 

 当会社の公告が掲載されるホームページアドレスは次のとおりです。 

  http://www.openloop.co.jp/ir/  

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

 当社は、親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券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） 臨時報告書  

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第11号、第12

号及び第19号（財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事

象の発生）の規定に基づくもの 

平成17年10月３日 

北海道財務局長に提出 

（２）
臨時報告書の訂正

報告書 
（１）の臨時報告書に係る訂正報告書であります。 

平成17年10月11日 

北海道財務局長に提出 

（３） 臨時報告書  

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第

19号（財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象の発

生）の規定に基づくもの 

平成17年10月11日 

北海道財務局長に提出 

（４）
臨時報告書の訂正

報告書 
（３）の臨時報告書に係る訂正報告書であります。 

平成17年11月７日 

北海道財務局長に提出 

（５） 臨時報告書  

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第

19号（財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象の発

生）の規定に基づくもの 

平成17年11月７日 

北海道財務局長に提出 

（６） 臨時報告書  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び第２項第

２号（新株予約権証券の発行）の規定に基づくもの 

平成17年11月９日 

北海道財務局長に提出 

（７）
有価証券報告書及

びその添付書類 

事業年度 自 平成16年10月１日 

(第８期)  至 平成17年９月30日 

平成17年12月26日 

北海道財務局長に提出 

（８） 臨時報告書  

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第16号（営業

若しくは事業の譲渡若しくは譲受けに係る契約の締結）の規定

に基づくもの  

平成18年２月９日 

北海道財務局長に提出 

（９） 臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号（財政

状態及び経営成績に著しい影響を与える事象の発生）の規定に

基づくもの   

平成18年２月９日 

北海道財務局長に提出 

（10）
有価証券届出書及

びその添付書類  
株式の発行に基づく募集  

平成18年３月27日 

北海道財務局長に提出 

（11） 臨時報告書 
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び第２項第

２号（新株予約権証券の発行）の規定に基づくもの 

平成18年３月27日 

北海道財務局長に提出 

（12）
有価証券届出書の

訂正届出書 
（10）の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。 

平成18年４月６日 

北海道財務局長に提出 

（13）
臨時報告書の訂正

報告書 
（８）の臨時報告書に係る訂正報告書であります。 

平成18年４月６日 

北海道財務局長に提出 

（14）
臨時報告書の訂正

報告書 
（11）の臨時報告書に係る訂正報告書であります。 

平成18年４月６日 

北海道財務局長に提出 

（15） 臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第

19号（財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象の発

生）の規定に基づくもの  

平成18年５月25日 

北海道財務局長に提出 

（16） 半期報告書  
事業年度  自 平成17年10月１日 

(第９期中)  至 平成18年３月31日 

平成18年６月28日 

北海道財務局長に提出 

（17） 臨時報告書  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要

株主の異動）の規定に基づくもの  

平成18年11月９日 

北海道財務局長に提出 

（18） 臨時報告書  

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号及び第

16号（営業若しくは事業の譲渡若しくは譲受けに係る契約の締

結）の規定に基づくもの  

平成18年11月21日 

北海道財務局長に提出 

（19） 臨時報告書  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号（新株

予約権証券の発行）の規定に基づくもの  

平成18年11月29日 

北海道財務局長に提出 

（20） 臨時報告書  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要

株主の異動）の規定に基づくもの  

平成18年12月５日 

北海道財務局長に提出 



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。 



独立監査人の監査報告書

    平成１７年１２月２２日 

株式会社 オープンループ   

 取 締 役 会  御中     

  監査法人 ト ー マ ツ   

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 湯佐 富治 印 

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 広瀬 勉  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」に掲げられている株式会社オープンループの平成１６年１０月１日から平成１７年９月３０

日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余

金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結

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連結財務諸表に対する

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監査を行っ

た。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及び

その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表

示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計

の基準に準拠して、株式会社オープンループ及び連結子会社の平成１７年９月３０日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべ

ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

１．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は平成電電㈱の民事再生手続開

始の申立てがあったことにより、当連結会計年度に大幅な当期純損失を計上し、加えて営業キ

ャッシュ・フローは、前連結会計年度、当連結会計年度と二期連続してマイナスとなり、継続

企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記

載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義

の影響を連結財務諸表には反映していない。 

２．重要な後発事象１．に記載されているとおり、会社は平成17年11月９日に第三者割当による

転換社債型新株予約権付社債の発行を決議した。また、同転換社債型新株予約権付社債の払込

及び新株予約権の行使が行われた。 

３．追加情報に記載されているとおり、会社は㈱大阪証券取引所から「不適当な合併等」に該当

するため、猶予期間銘柄に割当てられており、平成18年９月30日までに上場審査基準に準じた

基準に適合しない場合、上場廃止となるおそれがある。  

  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 

（注）上記は、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、その原本は当社が

連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書

    平成１８年１２月２５日 

株式会社 オープンループ   

 取 締 役 会  御中     

  ビーエー東京監査法人   

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 原 伸之 印 

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 若槻 明 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」

に掲げられている株式会社オープンループの平成17年10月１日から平成18年９月30日までの連結

会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計

算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務

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連結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監査を行っ

た。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及び

その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表

示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計

の基準に準拠して、株式会社オープンループ及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての

重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報  

１． 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載のとおり、会社は、前連結会

計年度において4,305,694千円の当期純損失を計上し、当連結会計年度においては当期純利

益462,656千円を計上したものの、営業損失として445,001千円、経常損失として480,952千

円を計上しており、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する

経営計画等は当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されて

おり、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映していない。  

２． 追加情報に記載のとおり、会社の株式は、平成18年10月１日から㈱大阪証券取引所におい

て監理ポストに割当てられている。 

３． 重要な後発事象に資本金の額の減少、事業譲渡による純粋持株会社体制への移行、取締役

及び監査役に対するストック・オプションとして新株予約権を発行する件、従業員並びに子

会社の取締役、従業員及び社外協力者に対するストック・オプションとして新株予約権を発

行する件及び株式取得についての記載がある。  

４． 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社

は、当連結会計年度より固定資産の減損に係る会計基準、貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準及びストック・オプション等に関する会計基準を適用して連結財務諸表を作

成している。  

  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 

（注）上記は、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、その原本は当社が

連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書
    平成１７年１２月２２日 

株式会社 オープンループ   

 取 締 役 会  御中     

  監査法人 ト ー マ ツ   

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 湯佐 富治 印 

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 広瀬 勉  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」に掲げられている株式会社オープンループの平成１６年１０月１日から平成１７年９月３０

日までの第８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、損失処理計算書及び

附属明細表について監査を行った。この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監査を行っ

た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその

適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討

することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基

準に準拠して、株式会社オープンループの平成１７年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ

て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報 

１．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は平成電電㈱の民事再生手続開

始の申立てがあったことにより、当会計年度に大幅な当期純損失を計上し、継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されてい

る。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸

表には反映していない。 

２．重要な後発事象１．に記載されているとおり、会社は平成17年11月９日に第三者割当による

転換社債型新株予約権付社債の発行を決議した。また、同転換社債型新株予約権付社債の払込

及び新株予約権の行使が行われた。 

３．追加情報に記載されているとおり、会社は㈱大阪証券取引所から「不適当な合併等」に該当

するため、猶予期間銘柄に割当てられており、平成18年９月30日までに上場審査基準に準じた

基準に適合しない場合、上場廃止となるおそれがある。  

  

   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 

（注）上記は、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、その原本は当社が

財務諸表に添付する形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書
    平成１８年１２月２５日 

株式会社 オープンループ   

 取 締 役 会  御中     

  ビーエー東京監査法人   

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 原 伸之  印 

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 若槻 明  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」

に掲げられている株式会社オープンループの平成17年10月１日から平成18年９月30日までの第９

期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明

細表について監査を行った。この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監査を行っ

た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその

適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討

することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基

準に準拠して、株式会社オープンループの平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終

了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報  

１． 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載のとおり、会社は、前事業年

度において4,436,207千円の当期純損失を計上し、当事業年度においては当期純利益484,944

千円を計上したものの、営業損失として428,783千円、経常損失として449,694千円を計上し

ており、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等

は当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このよう

な重要な疑義の影響を財務諸表には反映していない。  

２． 追加情報に記載のとおり、会社の株式は、平成18年10月１日から㈱大阪証券取引所におい

て監理ポストに割当てられている。 

３． 重要な後発事象に資本金の額の減少、事業譲渡による純粋持株会社体制への移行、取締役

及び監査役に対するストック・オプションとして新株予約権を発行する件、従業員並びに子

会社の取締役、従業員及び社外協力者に対するストック・オプションとして新株予約権を発

行する件及び株式取得についての記載がある。  

４． 財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は、当

事業年度より固定資産の減損に係る会計基準、貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準及びストック・オプション等に関する会計基準を適用して財務諸表を作成している。  

  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 

（注）上記は、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、その原本は当社が

財務諸表に添付する形で別途保管しております。 
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