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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３期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社株式が非

上場であったため記載しておりません。 

３ 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除く就業人員数であります。 

４ 当社は、平成18年10月11日付で株式１株につき25株の株式分割を行っております。 

５ 当社は、第５期中間連結会計期間が半期報告書の提出初年度であり、当該中間連結会計期間より金融商品取

引法第193条の２第１項の規定に基づく中間監査を受けているため、それ以前については記載しておりませ

ん。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第３期中 第４期中 第５期中 第３期 第４期

会計期間
自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日

自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日

売上高 (千円) ― ― 10,181,362 12,079,350 17,523,179

経常利益 (千円) ― ― 673,077 1,419,482 1,984,651

中間(当期)純利益 (千円) ― ― 380,128 685,291 1,150,127

純資産額 (千円) ― ― 4,019,153 1,517,952 4,193,360

総資産額 (千円) ― ― 7,603,581 4,668,793 8,032,243

１株当たり純資産額 (円) ― ― 697.50 6,985.55 712.35

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― 64.83 3,081.93 210.33

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― 62.67 ― 200.68

自己資本比率 (％) ― ― 52.9 32.5 52.2

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― △75,477 311,795 1,219,611

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― 32,129 △121,366 △1,136,313

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― △604,334 △1,097,253 1,261,815

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(千円) ― ― 2,016,625 1,319,194 2,664,308

従業員数 (名) ― ― 3,579 2,118 3,108



(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 １株当たり純資産額、１株当たり中間（当期）純利益、潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益につ

いては、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

３ 従業員数は、当社から他社への出向者を除く就業人員数であります。 

４ 当社は、平成18年10月11日付で株式１株につき25株の株式分割を行っております。 

５ 当社は、第５期中間会計期間が半期報告書の提出初年度であり、当該中間会計期間より金融商品取引法第

193条の２第１項の規定に基づく中間監査を受けているため、それ以前については記載しておりません。 

  

回次 第３期中 第４期中 第５期中 第３期 第４期

会計期間
自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日

自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日

売上高 (千円) ― ― 8,533,380 11,909,850 15,334,880

経常利益 (千円) ― ― 671,927 1,595,782 2,083,682

中間(当期)純利益 (千円) ― ― 380,098 862,606 1,208,960

資本金 (千円) ― ― 1,063,772 200,000 1,063,772

発行済株式総数 (株) ― ― 5,887,125 213,305 5,887,125

純資産額 (千円) ― ― 4,255,272 1,695,267 4,429,508

総資産額 (千円) ― ― 7,454,359 4,725,225 7,865,743

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 810.00 43.00

自己資本比率 (％) ― ― 57.1 35.9 56.3

従業員数 (名) ― ― 2,589 1,721 2,139



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。ま

た、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在

 
(注) １ 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除く就業人員数であります。 

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

であります。 

３ 当中間連結会計期間において、471名増加しておりますが、主に平成19年４月に新卒エンジニアを514名採用

したことによるものであります。 

  

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、当社から他社への出向者を除く就業人員数であります。 

２ 当中間会計期間において、450名増加しておりますが、主に平成19年４月に新卒エンジニアを514名採用した

ことによるものであります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

エンジニア事業 2,554       

ファクトリー事業  990       

全社(共通)       35       

合計 3,579       

従業員数(名) 2,589



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

当社グループは、当中間連結会計期間が半期報告書の提出初年度であるため、前年同期との比較分析

は行っておりません。 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題や原油価格の高騰による不

安定要因を抱えつつも、企業収益の改善に伴う設備投資の増加や海外経済の拡大を背景とした輸出の増

加により、景気は引き続き緩やかに拡大基調が続きました。 

このような経済環境の下、企業における人材需要は増加傾向にあり、当社グループは、新卒、及び、

中途者の採用による人員の確保と顧客企業のニーズに合致した人材サービスの提供を行ってまいりまし

た。 

この結果、当中間連結会計期間における売上高は10,181,362千円、営業利益は684,092千円、経常利

益は673,077千円、中間純利益は380,128千円となりました。 

  

当社グループでは、顧客企業の技術部門へ人材サービスを提供する事業をエンジニア事業、顧客企業

の製造部門へ人材サービスを提供する事業をファクトリー事業と区分しており、事業の種類別セグメン

トの業績は下記のとおりであります。 

  

① エンジニア事業 

エンジニア事業においては、新卒、及び、即戦力となる中途者の採用による人員の確保を行うと

ともに、エンジニアのテクニカルスキルやヒューマンスキル向上のための研修を実施し、顧客企業

の求める人材ニーズに対応してまいりました。 

この結果、エンジニア事業における当中間連結会計期間の売上高は8,533,380千円、営業利益は

1,096,671千円となりました。 

  

ａ ＩＴ・情報システム分野 

当分野では、主に情報・通信業界へ人材サービスを提供しております。 

  情報・通信業界においては、ネットワークの構築業務が安定する中、サーバ構築に関連する設備

投資は昨年に引き続き堅調に推移いたしました。 

このような環境の下、主にサーバ構築に関連する案件の確保に注力し、熟練したエンジニアと新

卒エンジニアを組み合わせたチーム単位による人材サービスの提供などを行ってまいりました。こ

の結果、ＩＴ・情報システム分野における当中間連結会計期間の売上高は3,939,949千円となりま

した。 

  

ｂ メカトロニクス・エレクトロニクス分野 

当分野では、主に輸送用機器、及び、精密機器業界へ人材サービスを提供しております。 

 輸送用機器、及び、精密機器業界においては、積極的な次世代技術研究、商品開発、それに伴う

設備投資が続いている一方で、人員は不足しており、人材サービスに対する需要が拡大いたしまし

た。この結果、メカトロニクス・エレクトロニクス分野における当中間連結会計期間の売上高は

3,955,178千円となりました。 



  

ｃ バイオ・ケミストリー分野 

当分野では、主に製薬業界、及び、化学業界へ人材サービスを提供しております。 

 製薬業界においては、大手製薬会社の再編が進み、多くの企業で医薬事業の強化を図っておりま

す。医薬事業は、多額の投資が必要なことから、研究開発への投資は拡大傾向となり、人材サービ

スに対する需要が拡大いたしました。 

 また、化学業界においては、原油価格の高騰に伴い、原材料価格の上昇が未だ懸念されますが、

製・商品への価格転嫁が順調に進み、業績は引き続き好調である中、合成研究、素材、及び、材料

分析工程における人材サービスに対する需要が拡大いたしました。この結果、バイオ・ケミストリ

ー分野における当中間連結会計期間の売上高は638,252千円となりました。 

  

② ファクトリー事業 

ファクトリー事業においては、電気機器業界をはじめ多種多様な業界へ人材サービスを提供して

おります。積極的な採用活動により生産社員の確保に努め、人材サービスの提供を拡大いたしまし

た。この結果、ファクトリー事業における当中間連結会計期間の売上高は1,647,982千円、営業損

失は6,242千円となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間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

に比べ647,682千円減少し、2,016,625千円となりました。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の減少は75,477千円となりました。収入の主な要因は、税金等調整前中間純利

益668,343千円のほか、減価償却費73,865千円、退職給付引当金の増加額53,599千円であり、支出の

主な要因は、売上債権の増加額168,259千円、法人税等の支払額605,742千円であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の増加は32,129千円となりました。収入の主な要因は、定期預金の払戻しによ

る収入850,000千円、支出の主な要因は、定期預金の預入れによる支出600,000千円、投資有価証券の

取得による支出100,005千円であります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の減少は604,334千円となりました。主な要因は、自己株式の取得による支出

301,209千円、配当金の支払額253,125千円であります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績及び受注実績 

当中間連結会計期間における生産実績及び受注実績は、重要性が乏しいため記載を省略しておりま

す。 

  

(2) 販売実績 

当中間連結会計期間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、以下のとおりであり

ます。 
  

 
(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当中間連結会計期間が半期報告書の提出初年度であるため、前年同期との比較は行っておりません。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更、及

び、新たに生じた課題はありません。 

  

(会社の支配に関する基本方針) 

(1) 基本方針の内容 

当社の株主は、株式市場での自由な取引を通じて決まり、当社経営の支配権の移転を伴うような買付

提案等に賛同されるか否かの判断についても、最終的には株主全体の自由な意思に基づき判断されるべ

きであると考えております。 

 一方、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、経営の基本理念、企業価値のさまざまな源

泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益を中長期的に確保し、向上させる者でなければならないと考えております。 

 しかしながら、昨今のわが国の資本市場においては、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることな

く、一方的に大量の株式の買付を強行するといった動きが顕在化しつつあり、企業価値及び株主共同利

益が毀損する事態が生じないとも限らない状況となっております。 

 したがって、当社は企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大量買付行為

又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではな

いと考えるものであります。 

  

(2) 不適切な支配の防止のための取組み 

当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大量買付行為又は

これに類似する行為に対する対応策として、買収防衛策（以下、「本プラン」という。）を平成19年６

月28日開催の定時株主総会において、平成22年３月期の定時株主総会の終結の時までを期限として導入

しました。 

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

エンジニア事業 8,533,380 ─

ＩＴ・情報システム分野 3,939,949 ─

メカトロニクス・エレクトロニクス分野 3,955,178 ─

バイオ・ケミストリー分野 638,252 ─

ファクトリー事業 1,647,982 ─

合計 10,181,362 ─



 当社が導入した本プランは、大量買付行為者が現れた時、特別委員会が大量買付行為に関する情報

を検討のうえ取締役会へ勧告を行います。取締役会は特別委員会の勧告を最大限尊重した上、濫用的買

収と判断した場合、対抗処置を発動するものであります。 

 なお、特別委員会は当社の業務執行を行う経営陣から独立し、当社と特別な利害関係のない有識者３

名以上で構成されております。 

  

(3) 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 

本プランは、企業価値・株主共同の利益を確保、向上させる目的をもって導入されたものであり、基

本方針に沿うものと判断しております。 

 また、本プランは、平成19年６月28日開催の定時株主総会で株主の皆様のご承認を頂いており、株主

の皆様のご意思を反映したものであります。 

 更に、下記記載の理由などにより、公正性・客観性が担保されており、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益に資するものであって、当社取締役の地位の維持を目的とするものではないと判断しており

ます。 

・本プランは、有効期間である平成22年３月期の定時株主総会の終結の時より前であっても、当社株主

総会または取締役会により廃止することが可能であること。 

・本プランの対抗処置の発動に際しては、その内容として合理的な客観的要件が設定されているととも

に、独立性の高い特別委員会による勧告を最大限尊重して、取締役会にて対抗処置の発動の最終判断

を行うこと。 

  

本プランの詳細につきましては、平成19年６月28日付の当社プレスリリース「当社株式の大量買付行

為への対応策（買収防衛策）の承認に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

インターネット上の当社ウェブサイト（http://ir.vsn.co.jp/html/pdf/prs20070628.pdf） 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。 

 また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。

  

  



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】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 21,330,500

計 21,330,500

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月25日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 5,887,125 5,887,125
ジャスダック
証券取引所

─

計 5,887,125 5,887,125 ─ ─



(2) 【新株予約権等の状況】 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

 
(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、25株であります。 

２ 当社が株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数が調整されま

す。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる

株式の数についてのみ行なわれ、調整の結果生じる１株未満の端数については切り捨てます。 

 
３ 株式の分割・併合および時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調

整による１円未満の端数は切上げます。 

株主総会の特別決議日(平成17年３月15日)：新株予約権発行日(平成17年３月29日)

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) 6,035(注)１ 6,018(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

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(株) 150,875(注)２ 150,450(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円)  600(注)３ 同左

新株予約権の行使期間
平成20年３月29日から
平成27年３月28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 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  600
資本組入額 300

(注)３ 同左

新株予約権の行使の条件

① 権利行使期間中であって
も当社の株式が未上場の
場合は、新株予約権を行
使できないものとする。

② 新株予約権の割当てを受
けた者は、権利行使の際
に、当社、子会社及び関
連会社の取締役、監査
役、役員に準ずる者、従
業員の地位にあることを
要する。

③ 新株予約権の割当てを受
けた者が死亡した場合、
相続は認めないものとす
る。

④ 新株予約権の質入その他
一切の処分は認めないも
のとする。

⑤ その他、権利行使の条件
は、本株主総会および取
締役会決議に基づき、当
社と対象の取締役および
従業員との間で締結する
「株式会社ＶＳＮ第一回
新株予約権割当契約書」
に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するとき

は取締役会の承認を要するも
のとする。

同左

代用払込みに関する事項 ─ ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

─ ─

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×
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

（併合の場合は減少株式数を減ずる）



 
(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、25株であります。 

２ 当社が株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数が調整されま

す。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる

株式の数についてのみ行なわれ、調整の結果生じる１株未満の端数については切り捨てます。 

 
３ 株式の分割・併合および時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調

整による１円未満の端数は切上げます。 

 
  

株主総会の特別決議日(平成18年３月15日)：新株予約権発行日(平成18年３月31日)

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) 10,466(注)１ 10,361(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

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(株) 261,650(注)２ 259,025(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,080(注)３ 同左 

新株予約権の行使期間
平成21年３月15日から
平成28年３月14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 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  2,080
資本組入額  1,040

(注)３ 同左

新株予約権の行使の条件

① 権利行使期間中であって
も当社の株式が未上場の
場合は、新株予約権を行
使できないものとする。

② 新株予約権の割当てを受
けた者は、権利行使の際
に、当社、子会社の取締
役、監査役、役員に準ず
る者、従業員の地位にあ
ることを要する。

③ 新株予約権の割当てを受
けた者が死亡した場合、
相続は認めないものとす
る。

④ 新株予約権の質入その他
一切の処分は認めないも
のとする。

⑤ その他、権利行使の条件
は、本株主総会および取
締役会決議に基づき、当
社と対象の取締役および
従業員との間で締結する
「株式会社ＶＳＮ第二回
新株予約権割当契約書」
に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するとき

は取締役会の承認を要するも
のとする。

同左

代用払込みに関する事項 ─ ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

─ ─

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×
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

（併合の場合は減少株式数を減ずる）



(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在

 
(注) １ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 

 
２ 当社所有の自己株式124,875株（2.12％）は、上記大株主の状況から除いております。 

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19年９月30日 ─ 5,887,125 ─ 1,063,772 ─ 963,347

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(％)

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）(注)１

東京都港区浜松町２丁目11番３号 909,800 15.45

株式会社ベンチャーセーフネッ
ト

東京都港区芝浦４丁目16番25号 779,150 13.23

関口 房朗 東京都港区 686,100 11.65

ＶＳＮ社員持株会 東京都港区芝浦４丁目16番25号 390,325 6.63

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）(注)１

東京都中央区晴海１丁目８番11号 332,800 5.65

日興シティ信託銀行株式会社
（投信口）(注)１

東京都品川区東品川２丁目３番14号 328,700 5.58

鈴木 照通 東京都目黒区 232,750 3.95

ザ チェース マンハッタン バン
ク エヌエイ ロンドン エス エ
ル オムニバス アカウント 
(常任代理人 株式会社みずほコ
ーポレート銀行兜町証券決済業
務室)

WOOLGATE HOUSE.COLEMAN STREET LONDON
EC2P 2HD.ENGLAND 
(東京都中央区日本橋兜町６番７号)

207,300 3.52

バンク オブ ニユーヨーク ヨー
ロツパ リミテツド ルクセンブ
ルグ 131800 
（常任代理人 株式会社みずほコ
ーポレート銀行兜町証券決済業
務室）

6D ROUTE DE TREVES L-2633
SENNINGERBERG 
(東京都中央区日本橋兜町６番７号）

186,500 3.16

栗橋 和久 東京都杉並区 102,500 1.74

計 ─ 4,155,925 70.59

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 909,800株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 332,800株

日興シティ信託銀行株式会社 328,700株



     ３ ブラックロック・インベストメント・マネジメント・インターナショナル・リミテッド及びその共同保有者

２社から平成19年11月６日付（報告義務発生日平成19年10月31日）の大量保有報告書（変更報告書）の写し

の送付があり、平成19年10月31日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりま

すが、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況

には含めておりません。 

 
  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在

 
 (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5,000株含まれておりま

すが、議決権の数からは除いております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式75株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成19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(％)

ブラックロック・インベストメ
ント・マネジメント・インター
ナショナル・リミテッド

英国 ロンドン市 キングウィリアム・スト
リート 33

48,600 0.83

ブラックロック・ジャパン株式
会社

東京都千代田区丸の内一丁目７番12号
サピアタワー

154,100 2.62

ブラックロック・インベストメ
ント・マネジメント（ユーケ
ー）リミテッド

英国 ロンドン市 キングウィリアム・スト
リート 33

224,700 3.82

計 ─ 427,400 7.26

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ─ ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ─ ─

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

─ ─
普通株式 124,800

完全議決権株式(その他) 普通株式 5,761,700 57,567 ─

単元未満株式 普通株式 625 ─ ─

発行済株式総数 5,887,125 ─ ─

総株主の議決権 ─ 57,567 ─

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） 
株式会社ＶＳＮ

東京都港区芝浦 
四丁目16番25号

124,800 ─ 124,800 2.11

計 ─ 124,800 ─ 124,800 2.11



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 3,750 3,880 3,650 3,320 2,830 2,590

低(円) 3,120 3,340 3,170 2,670 1,850 1,661



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

  

(3) 当半期報告書は、最初に提出するものでありますので、前年同期との対比は行っておりません。 

  

２ 監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日

から平成19年９月30 日まで）の中間連結財務諸表、及び、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成

19年９月30日まで）の中間財務諸表について、新日本監査法人による中間監査を受けております。 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31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 2,066,649 3,564,332

 ２ 売掛金 2,601,234 2,432,975

 ３ たな卸資産 2,656 1,596

 ４ 繰延税金資産 429,631 396,862

 ５ その他 516,426 400,048

   貸倒引当金 △3,221 △1,696

   流動資産合計 5,613,376 73.8 6,794,118 84.6

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１ 425,296 406,364

 ２ 無形固定資産 284,587 282,211

 ３ 投資その他の資産

  (1) 長期預金 600,000 ─

  (2) 投資その他の資産 684,096 553,323

   貸倒引当金 △3,774 △3,774

   投資その他の資産合計 1,280,322 549,549

   固定資産合計 1,990,205 26.2 1,238,125 15.4

   資産合計 7,603,581 100.0 8,032,243 100.0



 
  

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31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 一年以内償還予定の社債 100,000 100,000

 ２ 未払金 ※３ 1,593,869 1,741,156

 ３ 未払費用 1,008,185 851,454

 ４ 未払法人税等 370,611 641,860

 ５ その他 52,847 49,097

   流動負債合計 3,125,514 41.1 3,383,569 42.1

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 50,000 100,000

 ２ 退職給付引当金 408,914 355,314

   固定負債合計 458,914 6.0 455,314 5.7

   負債合計 3,584,428 47.1 3,838,883 47.8

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,063,772 1,063,772

 ２ 資本剰余金 963,347 963,347

 ３ 利益剰余金 2,294,830 2,167,828

 ４ 自己株式 △302,796 △1,587

   株主資本合計 4,019,153 52.9 4,193,360 52.2

   純資産合計 4,019,153 52.9 4,193,360 52.2

   負債純資産合計 7,603,581 100.0 8,032,243 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31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 10,181,362 100.0 17,523,179 100.0

Ⅱ 売上原価 7,396,121 72.6 11,973,840 68.3

   売上総利益 2,785,240 27.4 5,549,338 31.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 2,101,147 20.7 3,514,155 20.1

   営業利益 684,092 6.7 2,035,183 11.6

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 3,291 1,094

 ２ 雇用助成金収入 685 1,900

 ３ 受取手数料 1,367 1,018

 ４ その他 196 5,542 0.1 2,007 6,021 0.0

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 584 5,523

 ２ コミットメントライン 
   手数料

14,111 ─

 ３ その他 1,861 16,557 0.2 51,030 56,553 0.3

   経常利益 673,077 6.6 1,984,651 11.3

Ⅵ 特別利益

 １ 消費税等簡易課税制度 
      適用差益

─ 44,111

 ２ 受取立退料 1,826 1,826 0.0 ─ 44,111 0.2

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※２ 4,419 5,063

 ２ 原状回復費 2,141 6,560 0.0 ─ 5,063 0.0

   税金等調整前中間(当期) 
   純利益

668,343 6.6 2,023,700 11.5

   法人税、住民税及び事業税 340,599 1,006,554

   法人税等調整額 △52,384 288,214 2.9 △132,981 873,572 4.9

   中間(当期)純利益 380,128 3.7 1,150,127 6.6



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

株主資本

純資産合計
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19年３月31日残高（千円） 1,063,772 963,347 2,167,828 △1,587 4,193,360 4,193,360

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △253,125 △253,125 △253,125

 中間純利益 380,128 380,128 380,128

 自己株式の取得 △301,209 △301,209 △301,209

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円）

─ ─ 127,002 △301,209 △174,206 △174,206

平成19年９月30日残高（千円） 1,063,772 963,347 2,294,830 △302,796 4,019,153 4,019,153

株主資本

純資産合計
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18年３月31日残高（千円） 200,000 99,575 1,218,377 ─ 1,517,952 1,517,952

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 863,772 863,772 1,727,544 1,727,544

 剰余金の配当 △172,777 △172,777 △172,777

 利益処分による役員賞与 △27,900 △27,900 △27,900

 当期純利益 1,150,127 1,150,127 1,150,127

 自己株式の取得 △1,587 △1,587 △1,587

連結会計年度中の変動額合計 
（千円）

863,772 863,772 949,450 △1,587 2,675,407 2,675,407

平成19年３月31日残高（千円） 1,063,772 963,347 2,167,828 △1,587 4,193,360 4,193,360



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31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

 １ 税金等調整前中間(当期)純利益 668,343 2,023,700

 ２ 減価償却費 73,865 107,618

 ３ 貸倒引当金の増減額(減少：△) 1,525 645

 ４ 退職給付引当金の増減額(減少：△) 53,599 96,713

 ５ 受取利息及び受取配当金 △3,291 △1,094

 ６ 支払利息 584 5,523

 ７ 固定資産除却損 4,419 5,063

 ８ 売上債権の増減額(増加：△) △168,259 △667,187

 ９ たな卸資産の増減額(増加：△) △1,060 △669

 10 未払金の増減額(減少：△) △66,926 416,753

 11 未払消費税等の増減額(減少：△) △80,698 99,966

 12 未払費用の増減額(減少：△) 156,764 220,993

 13 その他 △111,145 △187,475

    小計 527,720 2,120,552

 14 利息及び配当金の受取額 3,162 1,029

 15 利息の支払額 △618 △5,658

 16 法人税等の支払額 △605,742 △896,311

   営業活動によるキャッシュ・フロー △75,477 1,219,611

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出 △600,000 △850,012

 ２ 定期預金の払戻による収入 850,000 ─

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △67,053 △106,003

 ４ 無形固定資産の取得による支出 △32,588 △90,724

 ５ 投資有価証券の取得による支出 △100,005 ─

 ６ その他 △18,222 △89,573

   投資活動によるキャッシュ・フロー 32,129 △1,136,313

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 社債の償還による支出 △50,000 △280,000

 ２ 自己株式の取得による支出 △301,209 △1,587

 ３ 配当金の支払額 △253,125 △172,777

 ４ その他 ─ 1,716,180

   財務活動によるキャッシュ・フロー △604,334 1,261,815

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) △647,682 1,345,113

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,664,308 1,319,194

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※１
2,016,625 2,664,308



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 １社

  連結子会社の名称

  株式会社ＶＳＮマイスト

(2) 非連結子会社の名称

  株式会社ＶＳＮビジネスサポート

  連結の範囲から除いた理由

   非連結子会社は、小規模会社で

あり、合計の総資産、売上高、中

間純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等

は、いずれも中間連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないた

め、連結の範囲から除外しており

ます。

(1) 連結子会社の数 １社

  連結子会社の名称

  株式会社ＶＳＮマイスト

(2) 非連結子会社の名称

  株式会社ＶＳＮビジネスサポート

  連結の範囲から除いた理由

   非連結子会社は、小規模会社で

あり、合計の総資産、売上高、当

期純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）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

結の範囲から除外しております。

２ 持分法の適用に関する事

項

持分法を適用しない非連結子会社の名

称

 株式会社ＶＳＮビジネスサポート

 持分法を適用しない理由

 持分法非適用会社は、中間純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体としても重

要性がないため、持分法の適用から

除外しております。

持分法を適用しない非連結子会社の名

称

 株式会社ＶＳＮビジネスサポート

 持分法を適用しない理由

 持分法非適用会社は、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体としても重

要性がないため、持分法の適用から

除外しております。

３ 連結子会社の中間決算日

(事業年度)等に関する事

項

 連結子会社の中間決算日は、中間連

結決算日と一致しております。

 連結子会社の決算日は、連結決算日

と一致しております。

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

  その他有価証券で時価のないもの

 移動平均法に基づく原価法によっ

ております。

 なお、金融商品取引法第２条第２

項により有価証券とみなされる投資

事業組合等への出資持分について

は、最近の決算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込む方法によっ

ております。

① 有価証券

  その他有価証券で時価のないもの

 移動平均法に基づく原価法によっ

ております。

② たな卸資産

  貯蔵品

 移動平均法に基づく原価法によっ

ております。

② たな卸資産

  貯蔵品

同左



 
  

項目
当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (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

 定率法によっております。  

 ただし、建物（建物附属設備は除

く）については、定額法によってお

ります。 

 なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

建物 ３年～38年

その他 ２年～20年

① 有形固定資産

同左

（会計方針の変更）

 法人税法の改正（（所得税法等の

一部を改正する法律 平成19年３月

30日 法律第６号）及び（法人税法

施行令の一部を改正する政令 平成

19年３月30日 政令第83号））に伴

い、当中間連結会計期間より、平成

19年４月１日以降に取得したものに

ついては、改正後の法人税法に基づ

く方法に変更しております。 

 この結果、従来の方法と比較し

て、営業利益、経常利益及び税金等

調整前中間純利益はそれぞれ1,536

千円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影

響については、当該箇所に記載して

おります。

─────

（追加情報）

 法人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取得価額

の５％に到達した連結会計年度の翌

連結会計年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。 

 この結果、従来の方法と比較し

て、営業利益、経常利益及び税金等

調整前中間純利益はそれぞれ572千

円減少しております。 

 なお、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。

─────

② 無形固定資産

 定額法によっております。 

 なお、ソフトウェア（自社利用

分）については、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

② 無形固定資産

同左



 
  

項目
当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

③ 長期前払費用

 均等償却によっております。

③ 長期前払費用

同左

 (3) 重要な繰延資産の処理

方法
─────

株式交付費

 支出時に全額費用として処理してお

ります。

 (4) 重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備える

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検

討し、回収不能見込額を計上してお

ります。

① 貸倒引当金

同左

② 役員賞与引当金

  役員賞与の支出に備えるため、当

中間連結会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上してお

ります。

─────

③ 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務の見込額に基づき当中間連結会

計期間末において発生していると認

められる金額を計上しております。

  なお、数理計算上の差異について

はその発生年度に一括して処理して

おります。

③ 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務の見込額に基づき計上しており

ます。 

 なお、数理計算上の差異について

はその発生年度に一括して処理して

おります。

 (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。

同左

 (6) その他中間連結財務諸

表(連結財務諸表)作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

５ 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書(連結キャッ

シュ・フロー計算書)に

おける資金の範囲

 手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日又は償還日の到

来する、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

しか負わない短期的な投資からなって

おります。

同左



会計方針の変更 

  

 
  

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

─────

(役員賞与に関する会計基準) 

 役員賞与は従来、株主総会の利益処分により利益剰余

金の減少として会計処理しておりましたが、当連結会計

年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年11月29日企業会計基準第４号）に基

づき、発生時に費用処理することとしております。 

 この結果、従来の方法と比較して、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ33,599千円減

少しております。 

 なお、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。

─────

(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」（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）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

計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

4,193,360千円であります。 

 連結財務諸表規則の改正により、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。



次へ 

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

  

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末
(平成19年３月31日)

 
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 620,546千円

 
 
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 616,365千円

 

 ２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行５行、及び、保険会社１社とコミットメントラ

イン契約を締結しております。

   当中間連結会計期間末におけるコミットメントラ

イン契約に係る借入金未実行残高等は以下のとおり

であります。

コミットメントラインの総額 3,000,000千円

借入実行残高 ─ 千円

差引額 3,000,000千円

 

 ２

─────

※３ 消費税等の会計処理

   仮受消費税等は仮払消費税等と相殺し、流動負債

の「未払金」に含めて表示しております。

 ３

─────

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費の主な内訳は以下のとおり

であります。

給料手当 663,708千円

退職給付費用 5,224千円

業務委託費 213,906千円

貸倒引当金繰入額 1,525千円

 

※１ 販売費及び一般管理費の主な内訳は以下のとおり

であります。

広告宣伝費 189,098千円

役員報酬 191,699千円

給料手当 1,069,809千円

退職給付費用 14,440千円

旅費交通費 257,402千円

減価償却費 57,563千円

賃借料 328,085千円

業務委託費 263,766千円

採用費 316,158千円

貸倒引当金繰入額 645千円

 

※２ 固定資産除却損の内容は以下のとおりでありま

す。

建物 2,445千円

工具・器具及び備品 1,974千円

 計 4,419千円
 

※２ 固定資産除却損の内容は以下のとおりでありま

す。

建物 360千円

工具・器具及び備品 4,702千円

計 5,063千円



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

  平成17年３月15日新株予約権の減少は、退職等による権利喪失に伴うものであります。 

  平成18年３月15日新株予約権の減少は、退職等による権利喪失に伴うものであります。 

２ 平成17年３月15日新株予約権、平成18年３月15日新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりませ

ん。 
  

４ 配当に関する事項 

  配当金支払額 

   

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株） 5,887,125 ─ ─ 5,887,125

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株） 475 124,400 ─ 124,875

市場買付けによる増加 124,400株

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当中間連結
会計期間末

残高 
（千円）

前連結
会計年度末

増加 減少
当中間連結
会計期間末

提出会社

平成17年３月15日 
株主総会決議 
ストック・オプショ
ンとしての新株予約
権 
(注)1,2

普通株式 156,775 ─ 5,900 150,875 ─

平成18年３月15日 
株主総会決議 
ストック・オプショ
ンとしての新株予約
権 
(注)1,2

普通株式 282,625 ─ 20,975 261,650 ─

合計 439,400 ─ 26,875 412,525 ─

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

1株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 253,125 43 平成19年３月31日 平成19年６月29日



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

  平成17年３月15日新株予約権の増加は、平成18年10月11日で普通株式１株につき25株の分割を行ったことに

よる増加であります。 

  平成18年３月15日新株予約権の増加は、平成18年10月11日で普通株式１株につき25株の分割を行ったことに

よる増加であります。 

  平成17年３月15日新株予約権の減少は、退職等による権利喪失に伴うものであります。 

  平成18年３月15日新株予約権の減少は、退職等による権利喪失に伴うものであります。 

２ 平成17年３月15日新株予約権、平成18年３月15日新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりませ

ん。 
  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 213,305 5,673,820 ─ 5,887,125

株式分割による増加 5,119,320株

新株発行による増加 554,500株

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） ─ 475 ─ 475

 単元未満株式の買取りによる増加 475株

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

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

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社

平成17年３月15日 
株主総会決議 
ストック・オプショ
ンとしての新株予約
権 
(注)1,2

普通株式 7,170 159,024 9,419 156,775 ─

平成18年３月15日 
株主総会決議 
ストック・オプショ
ンとしての新株予約
権 
(注)1,2

普通株式 12,847 290,160 20,382 282,625 ─

合計 20,017 449,184 29,801 439,400 ─

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月28日 
定時株主総会

普通株式 172,777 810 平成18年３月31日 平成18年６月28日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額 
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 253,125 43 平成19年３月31日 平成19年６月29日



次へ 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

(リース取引関係) 

  

 
  

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 2,066,649千円

預入期間３か月超の定期預金 △50,024千円

現金及び現金同等物 2,016,625千円
 

※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

現金及び預金 3,564,332千円

預入期間３か月超の定期預金 △900,024千円

現金及び現金同等物 2,664,308千円

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 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

 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

額及び中間期末残高相当額

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

 

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

中間期末 
残高 
相当額 
(千円)

車両運搬具 7,556 5,415 2,141

工具・器具 
及び備品

30,030 8,644 21,385

無形 
固定資産

56,138 34,885 21,253

合計 93,725 48,945 44,780

 
 

取得価額
相当額 
（千円）

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円）

期末残高 
相当額 
（千円）

車両運搬具 7,556 4,659 2,896

工具・器具
及び備品

30,030 5,453 24,576

無形
固定資産

56,138 29,192 26,945

合計 93,725 39,306 54,418

 

２ 未経過リース料中間期末残高相当額

１年以内 19,687千円

１年超 27,623千円

 合計 47,311千円

 
 

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 19,162千円

１年超 37,152千円

合計 56,315千円

 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 10,248千円

減価償却費相当額 9,356千円

支払利息相当額 1,017千円

 
 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 17,915千円

減価償却費相当額 17,299千円

支払利息相当額 1,520千円

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) 

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 
  

前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 
  

  

(デリバティブ取引関係) 

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

  

内容 中間連結貸借対照表計上額(千円)

 子会社株式 10,000

計 10,000

 その他有価証券

   投資事業組合出資金 100,005

計 100,005

内容 連結貸借対照表計上額(千円)

 子会社株式 10,000

計 10,000



前へ 

(ストック・オプション等関係) 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

ストック・オプションの内容 

 
   (注) １ 株式数に換算して記載しております。 

    ２ 平成18年10月11日付で普通株式１株につき25株の分割を行っております。 

   これにより「株式の種類及び付与数」、「権利行使価格」が調整されております。 

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成17年３月15日 平成18年３月15日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員 657名
当社従業員 1,670名
子会社取締役 1名
子会社従業員 38名

株式の種類及び付与数 (注)１,２ 普通株式 194,250株 普通株式 362,500株

付与日 平成17年３月29日 平成18年３月31日

権利確定条件

 新株予約権の割当てを受
けた者は、権利行使の際
に、当社、子会社及び関連
会社の取締役、監査役、役
員に準ずる者、従業員の地
位にあることを要する。

新株予約権の割当てを受
けた者は、権利行使の際
に、当 社、子 会 社 の 取 締
役、監査役、役員に準ずる
者、従業員の地位にあるこ
とを要する。

対象勤務期間
 対象勤務期間の定めはあ
りません。

同左

権利行使期間
平成20年３月29日から
平成27年３月28日まで

平成21年３月15日から 
平成28年３月14日まで

権利行使価格 (注)２ 600円 2,080円

付与日における 
公正な評価単価

─ 円 ─ 円



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

①エンジニア事業・・・・・技術部門向け人材サービス提供事業 

②ファクトリー事業・・・・製造部門向け人材サービス提供事業 

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は、当社の総務部門等管理部門に係る費用

406,336千円であります。 

４ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４会計処理基準に関する事項 (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（会計方針の変更）」に記載のとおり、当中間連結会計期間より法

人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税法施行

令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号））に伴い、当中間連結会計期間から、平成19年

４月１日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。 この変更

に従い、従来の方法によった場合と比べ、当中間連結会計期間における営業費用は「エンジニア事業」が

1,445千円、「ファクトリー事業」が30千円、「消去又は全社」が60千円増加し、「エンジニア事業」及び

「消去又は全社」は営業利益がそれぞれ同額減少し、「ファクトリー事業」は営業損失が同額増加しており

ます。 

５ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４会計処理基準に関する事項 (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（追加情報）」に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額

の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。この結果、従来の方法と比較して、当中間連

結会計期間における営業費用は「エンジニア事業」が564千円、「消去又は全社」が8千円増加し、「エンジ

ニア事業」及び「消去又は全社」は営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

  

エンジニア 
事業(千円)

ファクトリー
事業(千円)

計(千円)
消去又は
全社(千円)

連結(千円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

8,533,380 1,647,982 10,181,362 ─ 10,181,362

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 8,533,380 1,647,982 10,181,362 ─ 10,181,362

営業費用 7,436,708 1,654,224 9,090,933 406,336 9,497,269

営業利益 
又は営業損失(△)

1,096,671 △6,242 1,090,429 (406,336) 684,092



次へ 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

①エンジニア事業・・・・・技術部門向け人材サービス提供事業 

②ファクトリー事業・・・・製造部門向け人材サービス提供事業 

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は、当社の総務部門等管理部門に係る費用

701,644千円であります。 

４ 「会計方針の変更（役員賞与に関する会計基準）」に記載のとおり、当連結会計年度より「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）を適用しております。この

変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、当連結会計年度における営業費用は「エンジニア事業」が

7,466千円、「ファクトリー事業」が2,933千円、「消去又は全社」が23,199千円増加し、「エンジニア事

業」及び「消去又は全社」は営業利益がそれぞれ同額減少し、「ファクトリー事業」は営業損失が同額増加

しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

エンジニア 
事業(千円)

ファクトリー
事業(千円)

計(千円)
消去又は
全社(千円)

連結(千円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

15,334,880 2,188,298 17,523,179 ─ 17,523,179

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 15,334,880 2,188,298 17,523,179 ─ 17,523,179

営業費用 12,487,865 2,298,485 14,786,350 701,644 15,487,995

営業利益 
又は営業損失（△）

2,847,015 △110,186 2,736,828 (701,644) 2,035,183



(企業結合等関係) 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

  

(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

 
  

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 697.50円 １株当たり純資産額 712.35円

１株当たり中間純利益 64.83円 １株当たり当期純利益 210.33円

 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益

62.67円

  

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

200.68円

 当社は、平成18年10月11日付で普通株式１株につき25

株の分割を行っております。 

 前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合の前

連結会計年度における１株当たり情報は、それぞれ以下

のとおりとなります。

１株当たり純資産額 279.42円

１株当たり当期純利益 123.28円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場

のため記載しておりません。

項目
当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間連結損益計算書上の中間(当期) 
純利益(千円)

380,128 1,150,127

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式に係る中間(当期)純利益 
(千円)

380,128 1,150,127

普通株式の期中平均株式数(株) 5,863,536 5,468,214

潜在株式調整後１株当たり中間(当
期)純利益の算定に用いられた普通株
式増加数の主要な内訳(株)

 新株予約権 201,709 262,817

普通株式増加数（株） 201,709 262,817

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり中間(当期)純利
益の算定に含まれなかった潜在株式
の概要

───── ─────



(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 
  

 
  

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31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 1,878,607 3,382,617

 ２ 売掛金 2,207,101 2,021,879

 ３ たな卸資産 2,465 1,410

 ４ 繰延税金資産 429,631 396,862

 ５ その他 574,406 461,809

   貸倒引当金 △3,221 △1,696

   流動資産合計 5,088,989 68.3 6,262,882 79.6

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１ 423,525 404,624

 ２ 無形固定資産 284,248 281,872

 ３ 投資その他の資産

  (1) 関係会社株式 430,000 430,000

  (2) 長期預金 600,000 ─

  (3) その他 631,369 490,137

   貸倒引当金 △3,774 △3,774

   投資その他の資産合計 1,657,595 916,363

   固定資産合計 2,365,369 31.7 1,602,861 20.4

   資産合計 7,454,359 100.0 7,865,743 100.0



 

  

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31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 一年以内償還予定の社債 100,000 100,000

 ２ 未払金 ※４ 1,268,730 1,391,789

 ３ 未払費用 964,000 815,377

 ４ 未払法人税等 367,320 635,100

 ５ その他 49,305 44,075

   流動負債合計 2,749,356 36.9 2,986,342 38.0

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 50,000 100,000

 ２ 退職給付引当金 399,730 349,893

   固定負債合計 449,730 6.0 449,893 5.7

   負債合計 3,199,086 42.9 3,436,235 43.7

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,063,772 1,063,772

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 963,347 963,347

   資本剰余金合計 963,347 963,347

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

   繰越利益剰余金 2,530,949 2,403,976

   利益剰余金合計 2,530,949 2,403,976

 ４ 自己株式 △302,796 △1,587

   株主資本合計 4,255,272 57.1 4,429,508 56.3

   純資産合計 4,255,272 57.1 4,429,508 56.3

   負債純資産合計 7,454,359 100.0 7,865,743 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

  

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31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 8,533,380 100.0 15,334,880 100.0

Ⅱ 売上原価 5,938,275 69.6 9,989,103 65.1

   売上総利益 2,595,104 30.4 5,345,777 34.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,913,371 22.4 3,216,739 21.0

   営業利益 681,733 8.0 2,129,037 13.9

Ⅳ 営業外収益 ※１ 5,974 0.1 6,602 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※２ 15,780 0.2 51,957 0.3

   経常利益 671,927 7.9 2,083,682 13.6

Ⅵ 特別損失 5,530 0.1 4,702 0.0

   税引前中間(当期)純利益 666,397 7.8 2,078,980 13.6

   法人税、住民税及び 
      事業税

338,682 1,003,000

   法人税等調整額 △52,384 286,298 3.3 △132,981 870,019 5.7

   中間(当期)純利益 380,098 4.5 1,208,960 7.9



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

平成19年３月31日残高（千円） 1,063,772 963,347 963,347 2,403,976 2,403,976

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △253,125 △253,125

 中間純利益 380,098 380,098

 自己株式の取得

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

─ ─ ─ 126,972 126,972

平成19年９月30日残高（千円） 1,063,772 963,347 963,347 2,530,949 2,530,949

株主資本

純資産合計
自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高（千円） △1,587 4,429,508 4,429,508

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △253,125 △253,125

 中間純利益 380,098 380,098

 自己株式の取得 △301,209 △301,209 △301,209

中間会計期間中の変動額合計 
（千円）

△301,209 △174,236 △174,236

平成19年９月30日残高（千円） △302,796 4,255,272 4,255,272



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高（千円） 200,000 99,575 99,575 1,395,692 1,395,692

事業年度中の変動額

 新株の発行 863,772 863,772 863,772

 剰余金の配当 △172,777 △172,777

 利益処分による役員賞与 △27,900 △27,900

 当期純利益 1,208,960 1,208,960

 自己株式の取得

事業年度中の変動額合計 
（千円）

863,772 863,772 863,772 1,008,283 1,008,283

平成19年３月31日残高（千円） 1,063,772 963,347 963,347 2,403,976 2,403,976

株主資本

純資産合計
自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高（千円） ─ 1,695,267 1,695,267

事業年度中の変動額

 新株の発行 1,727,544 1,727,544

 剰余金の配当 △172,777 △172,777

 利益処分による役員賞与 △27,900 △27,900

 当期純利益 1,208,960 1,208,960

 自己株式の取得 △1,587 △1,587 △1,587

事業年度中の変動額合計 
（千円）

△1,587 2,734,241 2,734,241

平成19年３月31日残高（千円） △1,587 4,429,508 4,429,508



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価

方法

(1) 有価証券

 子会社株式

  移動平均法に基づく原価法によっ

ております。

(1) 有価証券

 子会社株式

  移動平均法に基づく原価法によっ

ております。

 その他有価証券で時価のないもの

 移動平均法に基づく原価法によっ

ております。

 なお、金融商品取引法第２条第２

項により有価証券とみなされる投資

事業組合等への出資持分について

は、最近の決算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込む方法によっ

ております。

(2) たな卸資産

 貯蔵品

  移動平均法に基づく原価法によっ

ております。

(2) たな卸資産

 貯蔵品

同左

２ 固定資産の減価償却の方

法

 

(1) 有形固定資産

  定率法によっております。

  ただし、建物（建物附属設備は除

く）については定額法によっており

ます。

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物 ３年～38年

その他 ２年～20年

(1) 有形固定資産

同左

 （会計方針の変更）

  法人税法の改正（（所得税法等の

一部を改正する法律 平成19年３月

30日 法律第６号）及び（法人税法

施行令の一部を改正する政令 平成

19年３月30日 政令第83号））に伴

い、当中間会計期間から、平成19年

４月１日以降に取得したものについ

ては、改正後の法人税法に基づく方

法に変更しております。 

 この結果、従来の方法と比較し

て、営業利益、経常利益及び税引前

中間純利益はそれぞれ1,505千円減

少しております。

─────



 
  

項目
当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 （追加情報）

  法人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取得価額

の５％に到達した会計年度の翌会計

年度より、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。 

 この結果、従来の方法と比較し

て、営業利益、経常利益及び税引前

中間純利益はそれぞれ572千円減少

しております。

─────

(2) 無形固定資産

  定額法によっております。

  なお、ソフトウェア（自社利用

分）については、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用

  均等償却によっております。

(3) 長期前払費用

同左

３ 繰延資産の処理方法

─────

株式交付費

 支出時に全額費用として処理してお

ります。

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備える

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検

討し、回収不能見込額を計上してお

ります。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 役員賞与引当金

  役員賞与の支出に備えるため、当

中間会計期間末において発生してい

ると認められる額を計上しておりま

す。

─────



次へ 

 
  

会計方針の変更 

  

 
  

項目
当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(3) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

の見込額に基づき、当中間会計期間

末において発生していると認められ

る金額を計上しております。

  なお、数理計算上の差異について

は、その発生年度に一括して処理し

ております。

(3) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

の見込額に基づき計上しておりま

す。 

 なお、数理計算上の差異について

は、その発生年度に一括して処理し

ております。

５ 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。

同左

６ その他中間財務諸表(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 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

─────

(役員賞与に関する会計基準) 

 役員賞与は従来、株主総会の利益処分により利益剰余

金の減少として会計処理しておりましたが、当事業年度

より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委

員会 平成17年11月29日 企業会計基準第4号）に基づ

き、発生時に費用処理することとしております。 

 この結果、従来の方法と比較して、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益はそれぞれ33,599千円減少して

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」（企業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準第５号）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

準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第

８号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

4,429,508千円であります。 

 財務諸表等規則の改正により、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。



次へ 

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

(中間損益計算書関係) 

  

 
  

  

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末
(平成19年３月31日)

 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

619,216千円
 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

615,584千円

 

 ２ 偶発債務

   保証債務

   下記子会社の未払金に対し債務保証を行っており

ます。

株式会社ＶＳＮマイスト 1,259千円

 
 

 ２ 偶発債務

   保証債務

   下記子会社の未払金に対し債務保証を行っており

ます。

株式会社ＶＳＮマイスト 1,248千円

  

 

 ３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行５行、及び、保険会社１社とコミットメントラ

イン契約を締結しております。

   当中間会計期間末におけるコミットメントライン

契約に係る借入金未実行残高等は以下のとおりであ

ります。

コミットメントラインの総額 3,000,000千円

借入実行残高 ─ 千円

差引額 3,000,000千円

 

 ３

─────

※４ 消費税等の会計処理

   仮受消費税等は仮払消費税等と相殺し、流動負債

の「未払金」に含めて表示しております。

 ４

─────

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 3,993千円

受取手数料 1,367千円

 

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 1,690千円

雇用助成金収入 1,900千円

受取手数料 1,018千円

 

※２ 営業外費用の主要項目

社債利息 584千円

コミットメント 
ライン手数料

14,111千円

 

 

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 3,481千円

社債利息 2,041千円

株式交付費 11,364千円

株式公開費用 26,957千円

 

 

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 40,675千円

無形固定資産 32,641千円
 

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 69,147千円

無形固定資産 37,680千円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 
  

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 
  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 475 124,400 ─ 124,875

 市場買付けによる増加 124,400株

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） ─ 475 ─ 475

 単元未満株式の買取りによる増加 475株
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(リース取引関係) 

  

 
  

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 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

 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

額及び中間期末残高相当額

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

 

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

中間期末 
残高 
相当額 
(千円)

車両運搬具 7,556 5,415 2,141

工具・器具 
及び備品

24,754 6,621 18,132

無形 
固定資産

52,584 33,248 19,335

合計 84,895 45,286 39,608

 
 

取得価額
相当額 
（千円）

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円）

期末残高 
相当額 
（千円）

車両運搬具 7,556 4,659 2,896

工具・器具
及び備品

24,754 3,959 20,795

無形
固定資産

52,584 27,990 24,594

合計 84,895 36,609 48,285

 

２ 未経過リース料中間期末残高相当額 ２ 未経過リース料期末残高相当額

 

 １年以内 17,930千円

 １年超 23,497千円

  合計 41,427千円

 
 

１年以内 17,419千円

１年超 32,144千円

 合計 49,564千円

 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

 支払リース料 9,327千円

 減価償却費相当額 8,394千円

 支払利息相当額 963千円

 
 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 16,134千円

減価償却費相当額 15,041千円

支払利息相当額 1,394千円

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



前へ 

(有価証券関係) 

当中間会計期間末（平成19年９月30日） 

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。 

  

前事業年度末（平成19年３月31日） 

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。 

  

  

(企業結合等関係) 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

  

(１株当たり情報)  

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期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) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第４期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)平成19年６月28日関東財務局長に提

出 

  

(2) 自己株券買付状況報告書 

報告期間（自 平成19年８月１日 至 平成19年８月31日）平成19年９月14日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成19年９月１日 至 平成19年９月30日）平成19年10月12日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成19年10月１日 至 平成19年10月31日）平成19年11月12日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成19年11月１日 至 平成19年11月30日）平成19年12月12日関東財務局長に提出 

  



該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月25日

株式会社ＶＳＮ 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づ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ＶＳＮの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連結

会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借

対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書につ

いて中間監査を行った。この中間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

から中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような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。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社ＶＳＮ及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

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 

  

 
  

新日本監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士  神 谷 和 彦  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  百 井 俊 次  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  関 口 依 里  ㊞

※ 上記は、中間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、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管している。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月25日

株式会社ＶＳＮ 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づ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ＶＳＮの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第５期事業年度の中間会

計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中

間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

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。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社ＶＳＮの平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期

間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め

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 

  

 

新日本監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士  神 谷 和 彦  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  百 井 俊 次  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  関 口 依 里  ㊞

※ 上記は、中間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、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管している。
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