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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．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権の発行等がなく潜在株式がないため記載

しておりません。 

３．連結子会社である株式会社毎日クリエイトを平成16年９月１日付で吸収合併し、平成16年10月期末では

連結子会社が存在していないため平成16年10月期の連結貸借対照表は作成しておりません。このため、

連結経営指標等の一部については記載しておりません。また、平成17年10月期以後の各期につきまして

は、連結財務諸表を作成していないため、連結経営指標等は記載しておりません。 

回次 第26期 第27期 第28期 第29期 第30期 

決算年月 平成15年10月 平成16年10月 平成17年10月 平成18年10月 平成19年10月 

売上高（千円） 2,357,503 2,664,665 － － － 

経常利益（千円） 247,863 544,706 － － － 

当期純利益（千円） 125,650 164,563 － － － 

純資産額（千円） 2,287,416 － － － － 

総資産額（千円） 3,238,116 － － － － 

１株当たり純資産額（円） 636.04 － － － － 

１株当たり当期純利益（円） 32.77 40.34 － － － 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 70.6 － － － － 

自己資本利益率（％） 5.6 － － － － 

株価収益率（倍） 9.7 28.5 － － － 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
394,590 346,375 － － － 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
66,603 129,402 － － － 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△195,962 △275,148 － － － 

現金及び現金同等物の期末残

高（千円） 
1,198,329 1,398,958 － － － 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数)(人) 

98 

(21) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 



（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．平成16年10月期以前については、連結財務諸表を作成していたため、また、平成17年10月期以後の各期

につきましては、関係会社がないため、持分法を適用した場合の投資利益は記載しておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権の発行等がなく潜在株式がないため記載

しておりません。 

４．キャッシュ・フロー計算書を平成17年10月期より作成しているため、平成16年10月期以前の営業活動に

よるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー、

現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。 

５．平成17年12月20日付で、株式1株につき2株の株式分割を行っております。 

６．平成18年11月1日付で、株式1株につき2株の株式分割を行っております。 

回次 第26期 第27期 第28期 第29期 第30期 

決算年月 平成15年10月 平成16年10月 平成17年10月 平成18年10月 平成19年10月 

売上高（千円） 2,357,503 2,664,665 3,625,346 4,467,347 4,462,967 

経常利益（千円） 246,565 541,292 822,054 1,276,699 1,112,974 

当期純利益（千円） 124,578 280,535 476,281 752,564 638,361 

持分法を適用した場合の投資

利益（千円） 
－ － － － － 

資本金（千円） 419,400 419,400 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

発行済株式総数（千株） 3,640 3,640 3,890 7,780 15,560 

純資産額（千円） 2,214,006 2,399,804 5,407,682 6,070,879 6,014,485 

総資産額（千円） 3,139,263 3,264,908 6,348,190 7,188,238 6,936,620 

１株当たり純資産額（円） 615.56 678.31 1,383.85 780.32 414.46 

１株当たり配当額 

(うち１株当たり中間配当額)

（円） 

8.0 

(－) 

10.0 

(4.0) 

10.0 

(5.0) 

10.0 

(5.0) 

13.0 

(5.0) 

１株当たり当期純利益（円） 32.48 73.16 127.12 96.73 41.61 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 70.5 73.5 85.2 84.5 86.7 

自己資本利益率（％） 5.7 12.2 12.2 13.1 10.6 

株価収益率（倍） 9.8 15.7 57.1 29.6 12.5 

配当性向（％） 24.6 13.7 7.9 10.3 31.2 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － 661,947 802,020 373,663 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － △1,013,259 △2,576,663 △453,828 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － 2,364,558 △58,309 △706,098 

現金及び現金同等物の期末残

高（千円） 
－ － 3,412,205 1,579,252 792,988 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数)(人) 

98 

(21) 

99 

(23) 

129 

(24) 

163 

(17) 

190 

(12) 



２【沿革】 

当社は、昭和51年に中井清和が、実鷹企画の名称で総合広告代理業を創業したのに始まり、昭和52年11月に株式会

社実鷹企画を設立、今日に至っております。設立後から現在までの沿革は次のとおりであります。 

年月 沿革 

昭和52年11月 大阪市北区に株式会社実鷹企画（現 当社）を設立 

昭和56年11月 「学生就職情報センター」部門新設、就職情報事業進出 

昭和58年３月 就職情報事業に朝日放送株式会社より後援を得る 

昭和62年11月 SP（セールスプロモーション）部門強化のため、株式会社大毎企画と共同出資で株式会社毎日ク

リエイトを大阪市北区に設立、営業開始 

平成元年８月 東京都中央区に東京支社開設 

平成２年10月 名古屋市中区に名古屋支社開設 

平成３年11月 学生就職情報センターを株式会社に組織変更 

平成３年12月 東京支社を東京都港区に移転、東京本部とする 

平成６年４月 大阪市西区江戸堀に本社ビル建設、本社移転 

平成７年12月 インターネット就職情報サイト「Ｇ－ＷＡＶＥ（現商品名：学情ナビ）」発信、インターネット

事業へ進出 

平成８年７月 大阪営業本部を大阪市北区に移転 

中途採用向け合同企業説明会を初開催、中途採用情報部門へ進出 

東京本部を東京都中央区に移転 

平成10年11月 通商産業省（現 経済産業省）所管（財）日本情報処理開発協会より「プライバシーマーク」使

用許諾事業者に認定 

平成11年４月 インターネット転職情報サイト「Career－Japan」発信開始 

平成11年７月 労働省（現 厚生労働省）より職業紹介事業許可（有料職業紹介事業）取得 

平成12年４月 株式会社学生就職情報センターを吸収合併、商号を株式会社学情に変更 

平成12年６月 株式会社毎日クリエイトを100％子会社化 

平成12年８月 株式会社毎日クリエイトより営業の一部を譲受け 

平成13年９月 株式会社大毎企画より営業の一部を譲受け 

平成14年５月 日本証券業協会に株式を店頭登録 

平成14年８月 厚生労働省より一般労働者派遣事業許可取得 

平成14年８月 大阪市北区梅田に新本社ビル建設、本社及び大阪営業本部を移転 

平成15年11月 東京都千代田区に東京営業本部を移転 

平成16年７月 京都市下京区に京都支社を開設 

平成16年９月 株式会社毎日クリエイトを吸収合併 

平成16年９月 横浜市西区に横浜支社を開設 

平成16年12月 日本証券業協会への店頭登録を取り消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 

平成17年９月 東京証券取引所第二部に株式を上場 

平成18年10月  東京証券取引所第一部に株式を上場 

平成18年10月   ジャスダック証券取引所への上場を廃止 



３【事業の内容】 

当社は、就職情報事業を主たる事業としております。その事業内容は、次のとおりであります。 

就職情報事業 

当社では、大学・短大新卒者並びに第2新卒者等転職希望者に対する企業ＰＲ・情報提供サービス業務及び各種

採用コンサルティング業務、人材紹介・人材派遣・新卒紹介予定派遣業務を行っております。具体的な商品とし

て、大別して次の3品目があります。 

①新卒採用集合品 

新卒マーケットにおいて、一定の規模を持った母集団形成は欠くことができません。当社は、合同企業説明会

「就職博」、就職情報誌、インターネット就職情報サイト「学情ナビ」といった商品によって、多くの企業と学

生との“出会いの場”を創出しています。 

②新卒採用個別品 

個々の学生へ向けて、より強いアピールで直接アプローチできるダイレクトメールの制作・発送代行や、電話

によるセミナー参加希望者受付、または、選考途中の学生個々の情報管理など、各企業の採用活動の形態に応じ

たオーダーメイドの採用アウトソーシング業務を行っております。 

③中途採用商品 

転職希望者対象の合同企業説明会「Re就活のイベント」や、第2新卒専門のインターネット転職情報サイト

「Re就活」といった商品により、即戦力を求める企業と、自己実現を望む転職希望者の双方の高いニーズに応え

ることを可能にしています。 

事業系統図は、下記のとおりであります。 



４【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

５【従業員の状況】 

（1）提出会社の状況 

部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。 

（注）１．従業員数は就業人員（当社から他社への出向者は除き、他社からの出向者を含む）であり、（ ）はパ

ート・嘱託社員・契約社員数の当事業年度中の平均人員を外数で記載しております。 

２．当社従業員は、全ての事業に従事しているため、事業の種類別の従業員を算出することができませんの

で上記の表記としております。 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、（ ）はパート・嘱託社員・契約社員数を外数で記載しております。 

２．平均年間給与は賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３. 従業員数が前期末に比し、27名増加しましたのは、営業の拡大、新規事業への進出のための大幅な新規採

用及び中途採用によるものであります。 

（2）労働組合の状況 

当社は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。 

  平成19年10月31日現在

部門の名称 従業員数（人） 

営業部門 166 （7）  

制作部門 6 （2）  

管理部門 18 （3）  

合計 190 （12）  

  平成19年10月31日現在

従業員数（人） 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与（円） 

190（12）  28 歳 8ヶ月 4年 10ヶ月 4,371,890 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

（1）業績 

当事業年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発する国際金融市場の変動や、原油

価格の高騰などの懸念材料を抱えつつも、堅調な企業収益を背景とした設備投資が増加傾向にあり、雇用情勢の

改善とあいまって個人消費も底堅く推移し、全体として緩やかな景気拡大基調を維持しております。 

当社の属する人材採用関連市場においては、銀行・証券・保険の大手金融機関や自動車・造船などの製造業を

牽引役として、大手企業の大量採用や採用活動の早期化に見られるように、企業の採用活動が激しさを増してお

ります。 

このような事業環境のもと、当社におきましては、多様化する企業の採用ニーズを満たすべく、新卒採用商品

の改善・改良・拡大を図るとともに、新卒採用の困難化に比例して企業のニーズが高まっている中途採用、なか

でも若手社会人・第2新卒の採用に特化した「Re就活」事業の強化を進めました。また、採用環境の急激な変化に

対応すべく、組織の大幅な見直しを行い、迅速な商品開発・営業機会の獲得を可能とする体制を整える一方、若

手営業社員の早期育成・戦力化を目的とした「社員育成プログラム」の改革を進めました。 

しかし、採用活動の激化に伴い、採用結果が不振であった企業、特に準大手・中小企業を中心に従来の採用手

法を見直さざるをえない企業が出始め、採用市場の盛り上がりに反して採用企画商品の販売が伸び悩む傾向が表

れ、当社の業績にも影響が出る結果となりました。 

その結果、当事業年度における売上高は44億62百万円（前期比99.9％）、経常利益は11億12百万円（前期比

87.2％）、当期純利益は6億38百万円（前期比84.8％）となりました。 

なお、当社の主たる事業である「就職情報事業」については次のとおりであります。 

○就職情報事業 

当事業年度における事業環境は、上場企業を中心とした企業業績の好調を背景に、少子化問題及び団塊世代の

大量定年退職問題（2007年問題）の初年度到来とあいまって、昨年来の人材争奪が過熱した中でスタートいたし

ました。しかしながら、当事業年度途中からの米国経済の失速、原油価格の高騰に端を発した経済の先行き不透

明感から、企業の採用意欲は依然高いものの、採用コストについての削減もしくは見直しを迫られる企業が出て

きました。また、そのような景気動向は若手求職者の一部大手有名企業への応募の集中を生み、採用の成否は二

極化し、採用市場における大幅な需給バランスの崩れから、求人メディアにおける広告効果にも影響が表れるよ

うになってきました。 

このような状況のもと、当社の主な事業領域である大卒新卒者向け求人市場の状況は、平成20年3月卒の大卒採

用内定者数が、平成19年3月卒実績に比べ5.3％増（平成19年10月16日付 日本経済新聞「2008年度採用状況調

査」）と4年連続で増加を記録する一方で、全体の3分の1強の企業で内定者数が計画に達しておらず、「予定の人

数に達していないが、採用活動を打ち切った」企業も増加（ 同 日本経済新聞 「2008年度採用状況調査」）

するなど、勝ち組と負け組みがはっきりと分かれる結果となりました。当社におきましては、既存商品を改善・

改良し競争力の強化を図ると共に、若手営業社員の育成スピードを上げるべく、研修期間・内容を大幅に見直す

「社員育成プログラム」の改革を実施し、営業力・コンサルティング力向上に努めてまいりました。また、関

東・東海地区での販売を促進するため、大阪本社でクライアントに好評である「セミナーホール」を東京本部・

名古屋支社内にも併設し、受注強化並びに新規開拓に取り組んでまいりました。また、主力商品である「就職

博」、「学情ナビ」を前倒し実施するなど、企業の採用ニーズに応えるべく対応してきましたが、上記の大卒新

卒採用企業の採用環境の変化は予想よりも大きく、従来、期中・後半からの発注が見込める準大手・中堅・中小

企業の採用活動の「一時中断」、「断念」あるいは採用手法の見直し・多様化・リスク分散による広告件数の減

少や広告単価の低下により、「就職博」の売上高は20億3百万円（前期比100.3％）、「学情ナビ」は4億60百万円

（前期比98.6％）にとどまりました。 

そのような中、中途採用市場、とりわけ第2新卒・若手社会人・フリーターに対象を絞った第2新卒市場では、

若手人材不足の企業ニーズを捉え、当社が展開する第2新卒専門就職サイト「Re就活」の売上高は5億37百万円

（前期比101.7％）と微増となりました。また、関連新商品として「Re就活のイベント」を市場に投入し、92百万

円の増収を生みだしました。 

以上の結果、当事業年度における就職情報事業全体の売上高は40億98百万円（前期比100.3％）となりました。



（2）キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により資金が373百万円増加した

ものの、投資活動による資金の減少453百万円、財務活動による資金の減少706百万円の結果、前事業年度末に比

べて786百万円の減少となり、当事業年度末残高は792百万円（前期比49.8％減）となりました。 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

売上高の横ばい及び販売管理費の増加に伴う税引前当期純利益の減少等により、営業活動の結果増加した資金

は373百万円（前期比53.4％減）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

有形固定資産の取得による支出38百万円、無形固定資産の取得による支出92百万円、金銭の信託による支出300

百万円等により、投資活動の結果減少した資金は453百万円（前期比82.4％減）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

自己株式の取得による支出589百万円、配当金の支出116百万円により、財務活動の結果減少した資金は706百万

円（前期は、58百万円の資金減少）となりました。 

なお「１．業績等の概要」の金額にはいずれも消費税等は含まれておりません。 

２【生産、受注及び販売の状況】 

（1）販売実績 

当事業年度における販売実績を事業の種類別に示すと、次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．販売実績が総販売実績の10％以上の相手先はありません。 

３．（ ）内の数値は内数を記載しております。 

４．従来、旧中途採用就職博は「中途採用商品」に含めていましたが、第30期より「新卒採用集合品（就職

博）」に商品区分を変更しています。 

事業の種類別 

当事業年度   

（自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31日） 

前年同期比（％） 

就職情報事業（千円） 4,098,881 100.3 

  新卒採用集合品（千円） 2,560,078 99.6 

   （就職博）（千円） (2,003,121) (100.3) 

  新卒採用個別品（千円） 716,227 90.5 

  中途採用商品（千円） 822,575 113.9 

その他（千円） 364,085 95.2 

合計（千円） 4,462,967 99.9 



３【対処すべき課題】 

Ａ.わが国では、少子化並びに団塊世代の定年退職により、構造的に労働力が不足する状態が近づきつつあります。そ

のような中、各企業とも“労働力不足”を重大かつ深刻な経営リスクと捉え、“人材の確保こそが競争力を左右す

る”という観点より人材獲得競争に走り出しました。そのような状況の中、当社では、多様化する採用ニーズに対

応するため、 

① 商品構成の充実 

② 若手営業社員の早期育成 

③ スピード感ある組織の構築 

④ 多面的な事業所の展開 

⑤ 新卒採用情報から中途採用情報まで一貫した就職情報を提供する総合情報会社への変革 

が当面の課題であると認識しております。これらの課題を克服するためには、「人的スキルの向上」、「意識改

革」、「柔軟な対応力」等、専門性を有したクオリティの高い優秀な人材を育成することが必要不可欠であり、そ

の実現のため社員教育・研修の充実に努めてまいります。 

  

  Ｂ.会社の支配に関する基本方針 

１．当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

当社は、当社株式等に対する大規模買付行為を受け入れるか否かのご判断は、 終的には、株主の皆様によって

なされるべきものと考えております。したがいまして、大規模買付行為につきまして、これを一概に否定するもの

ではありません。 

しかしながら、突然の大規模買付行為が発生した場合には、株主の皆様に当社の株式価値の妥当性を短期間でご

判断して頂くこととなりかねません。 

当社は、大規模買付行為を受け入れるか否かの株主の皆様のご判断が適切に行われるためには、大規模買付者

（下記４．（1）に定義されます。）からの一方的に提供される情報のみならず、当社取締役会から提供される情報

及び評価・意見等も含めた十分な情報が提供され、大規模買付行為に応ずるべきか否をご判断して頂くための期間

を確保するルールを定めることが不可欠であると考え、「株式会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者

によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み」(会社法施行規則第127条

第2号ロ)の一つとして、以下のとおり本プランを定めるものであります。 

２．基本方針の実現に資する取組み 

(1) 企業価値向上への取組み 

当社は、昭和51年に実鷹企画の名称で総合広告代理業を創業し、昭和56年11月に「学生就職情報センター」部

門を新設し、就職情報事業に進出。現在に至っております。 

当社は、「私達は、仕事を通して社会のお役に立つ企業づくりを目指します。」という基本理念のもと、総合

就職情報企業として“きめ細かいサービス”“質の高い情報”をタイムリーに提供できるよう全社一丸となり、

「変化と進歩」をテーマに、日々研鑽を続けております。また、事業の展開にあたりましては、以下を基本方針

としております。 

・新卒採用情報から中途採用情報までの一貫した総合就職情報企業を目指す。 

・新規顧客の開拓と新商品の開発により売上・利益の拡大を目指す。 

・人員の増強並びに拠点の拡充を図り、成長のスピードを加速させる。 

・サービス・商品・営業手法のすべてにおいてニーズを先取りした差別化戦略を実行する。 

・組織の効率を高め、意思の伝達及び業務の迅速化を図る。 

・社会からの信頼や尊敬を集め、上場企業にふさわしい企業であり続けるべくコーポレート・ガバナンス及びコ

ンプライアンス体制の強化を図る。 

また、社会そして市場から信頼される企業であり続けることを目指して、経営基盤のさらなる安定を図り、か

つ経営効率を一層高めていくよう努力を続けてまいります。 

中長期的な経営戦略としては、前述の基本方針に基づき、スピードを重視し高成長・高収益・高付加価値企業

となるべく就職情報事業での競争力や商品力の強化に努める所存であります。 

商品面では、成長著しい第２新卒者・若手社会人対象の第２新卒専門就職サイト「Ｒｅ就活」並びに合同説明

会「Ｒｅ就活のイベント」、また新卒・第２新卒・若手社会人を中心とした「人材紹介事業」を収益の柱に育て

るべく人材、資金等を集中的に投入していく方針であり、さらなる関連商品を開発していく予定です。また、採

用にまつわる募集から入社後の戦力化までをトータルに実現するサービス体制を構築するべく外部企業との提携

等も積極的に進め、手薄であった商品分野の強化を図り、新たな顧客との接点を増やすことにより販売機会の創

出を実現し、売上拡大を図ってまいります。併せまして、当社の関東地区における売上規模がまだ小さいことか

ら、成長余地が十分に見込めると判断し、関東圏での営業体制の拡充を図り販売力強化に注力してまいります。 



(2) コーポレート・ガバナンスについて 

当社は、コーポレート・ガバナンスについて、会社の意思決定機関である取締役会の活性化並びに経営陣に対

する監視と、不正を防止する仕組みが企業統治であるとの考えを基本としております。 

当社は、監査役会制度を採用しており、監査役は4名で、うち3名は社外監査役です。社外監査役と当社との間

に人的、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。 

経営環境の変化に即応するため、毎月開催する定例の取締役会に加え、緊急を要する場合には、臨時取締役会

を開催し、議論・審議にあたっております。 

また、業務執行の迅速化と各部署が抱える問題点を把握し速やかに対処するため、取締役・監査役及び全国の

部署責任者による週間全事業会議をテレビ会議システムを通じて毎週開催すると共に、月1回は全員が一同に会し

本社にて月間全事業会議を開催しております。 

監査役（常勤）は常に取締役会及び週間全事業会議、月間全事業会議に出席し、適宜、意見の表明を行うとと

もに、内部監査担当者との連携を密にし、監査の実効性を高めております。 

３．本プランの概要 

(1) 目的 

当社は、大規模買付行為に対する当社株式の売却や、大規模買付者に対して当社の経営を委ねること等の適否

に関する 終的なご判断は、基本的には、株主の皆様のご意思に委ねられるべきものであると考えております。 

平成19年10月31日現在の当社の株式の状況は、別紙1に記載のとおり、現経営陣による安定した保有状況となっ

ており、当社役員およびその関係者並びに当社社員持株会（以下「当社役員等」といいます。）が当社発行済株

式総数の47.16％（総株主の議決権数に対する割合50.57％）を保有しております。 

一方で、当社は就職情報事業での競争力や商品力の強化に努めるべく、「人材紹介事業」への人的・資金的投

入や採用にまつわる募集から入社後の戦力化までをトータルに実現するサービス体制を構築するための外部企業

との提携等を図ってゆく所存です。 

現在、具体的な予定はありませんが、中長期的な事業領域の拡大や投資等に伴う資金調達の手段として、自己

資本の充実のための資本市場における資金調達もひとつの選択肢として考えられますが、仮にこれを実施する場

合には当社役員等の持株比率がさらに低下する可能性もあります。その他、今後他社と業務資本提携を行う等の

事由で株主構成が変化する可能性も否定はできませんし、役員の異動等によって持株比率が低下する可能性もあ

り、また、当社は上場会社であることから、大株主である役員等が各々の事情に基づき株式の譲渡その他の処分

をすることによって、現在の安定的な株主構成を維持できない事態も起こり得るものと考えております。 

当社は、大規模買付行為に応じるか否かのご判断を株主の皆様に適切に行って頂くためには、大規模買付者か

ら株主の皆様に適切な情報が提供されることが不可欠であるとともに、当社の経営を担う当社取締役会の大規模

買付行為に対する評価・意見・代替案を踏まえて頂くことによって、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否

かをより適切に判断することが可能になるものと考えております。 

当社取締役会は、大規模買付行為に関して必要かつ十分な情報と時間の確保を大規模買付者に対して求めたう

えで、株主の皆様が適切にご判断されること、当社取締役会による当該大規模買付行為に対する賛否の意見、又

は大規模買付者による大規模買付行為完了後の経営方針や事業計画等に対する当社の代替案を株主の皆様に対し

てご提示させて頂くこと、或いは、株主の皆様のために大規模買付者との交渉が場合によっては必要であるとの

結論に至りました。このような考え方のもとで、当社は本プランの導入を決定いたしました。 

なお、現時点において、当社株式に対する具体的な大規模買付行為に関する提案の事実およびその兆候がある

との認識はございません。 

また、平成19年10月31日現在における当社の大株主については、別紙1「当社の株式の状況」のとおりです。 

(2) 手続の設定 

本プランは、下記４．(1)に定義される当社株券等の20％以上の買付け若しくはこれに類似する行為又はその提

案が行われる場合に、大規模買付者に対し事前の情報提供を求める等、上記(1)の目的を実現するために必要な手

続を定めております。（詳細については下記「４．本プランの内容」をご参照下さい。） 

大規模買付者が本プランを遵守して、大規模買付行為を行おうとする場合は、下記「４．本プランの内容」(3)

①で定義される「取締役会評価期間」中は、大規模買付行為は禁止されます。 

(3) 特別委員会の利用等 

本プランに従った対抗措置の発動又は不発動等の判断については、当社取締役会の恣意的判断を排するため、

独立性の高い社外者等から構成される「特別委員会」の客観的な判断を 大限に尊重することとします。 



(4) 対抗措置の発動 

大規模買付者が本プランにおいて定められた手続を遵守せずに、当社株券等の買付け等を行う場合で、当社の

企業価値・株主共同の利益に対して明白に侵害をもたらすおそれがあると判断せざるを得ない場合等には、下記

４．(4)①に定義される対抗措置を発動します。 

大規模買付者が本プランにおいて定められた手続を遵守した場合でも、大規模買付行為が下記４．(4)②に定義

されるような場合は、下記４．(4)①に定義される対抗措置を発動することがあります。 

本プランに従って、対抗措置として新株予約権の無償割当てが当社取締役会により決議された場合、当該新株

予約権の権利行使又は当社による取得に伴って、買付者等以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、

買付者等の有する当社の議決権割合は、 大2分の1まで希釈化される可能性があります。 

４．本プランの内容 

(1) 対象となる大規模買付行為 

大規模買付行為とは、次のいずれかに該当する行為（但し、当社取締役会が予め同意した行為は除かれま

す。）若しくはその可能性のある行為とし、当該行為者を「大規模買付者」といいます。 

① 当社が発行者である株券等（注1）に関する当社の特定の株主の株券等保有割合（注2）が20％以上となる当該

株券等の買付けその他の取得（注3） 

② 当社が発行者である株券等（注4）に関する当社の特定の株主の株券等所有割合（注5）とその特別関係者（注

6）の株券等所有割合との合計が20％以上となる買付けその他の取得（注7） 

③ 上記①又は②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定の株主が、当社の他の株主（複数で

ある場合を含みます。以下本③において同じといたします。）との間で、当該他の株主が当該特定の株主の共

同保有者（注8）に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその

一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係（注9）を樹立する行為。

（注10）（ただし、当社が発行者である株券等につき当該特定の株主と当該他の株主の株券等保有割合の合計

が20％以上となるような場合に限ります。） 

（注1）金融商品取引法第27 条の23 第1 項に定義される株券等をいいます。以下別段の定めがない限り同じと

します。 

（注2）金融商品取引法第27 条の23 第4 項に定義される株券等保有割合をいいます。以下同じとしますが、か

かる株券等保有割合の計算上、(i)同法第27 条の2第7 項に定義される特別関係者、並びに(ii)当社の

特定の株主との間で本件に係るアドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機

関並びに大規模買付者の公開買付代理人（以下「契約金融機関等」といいます。）は、当社の特定の株

主の共同保有者とみなします。また、かかる株券等保有割合の計算上、当社の発行済株式の総数は、当

社が公表している直近の情報を参照することができるものとします。 

（注3）売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権を有すること及び金融商品取引法施行令第14 条の6 に規

定される各取引を行うことを含みます。 

（注4）金融商品取引法第27 条の2 第1 項に定義される株券等をいいます。以下本②において同じとします。 

（注5）金融商品取引法第27 条の2 第8 項に定義される株券等所有割合をいいます。以下同じとします。なお、

かかる株券等所有割合の計算上、当社の総議決権の数は、当社が公表している直近の情報を参照するこ

とができるものとします。 

（注6）金融商品取引法第27 条の2 第7 項に定義される特別関係者をいいます。ただし、同項第1 号に掲げる者

については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3 条第2 項で定める

者を除きます。なお、(i)共同保有者及び(ii)契約金融機関等は、当該特定の株主の特別関係者とみな

します。以下別段の定めがない限り同じとします。 

（注7）買付けその他の有償の譲受け及び金融商品取引法施行令第6 条第2 項に規定される有償の譲受けに類す

るものを含みます。 

（注8）金融商品取引法第27 条の23 第5 項に定義される共同保有者をいいます。以下同じとします。 

（注9）「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同

ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取引な

いし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係等の形成や、当該大規模買付者及び当該他

の株主が当社に対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎に行うものとします。 

（注10）上記③所定の行為がなされたか否かの判定は、当社取締役会が特別委員会の勧告に基づき合理的に行う

ものとします。なお、当社取締役会は、当該③の要件に該当するか否かの判定に必要と判断される範囲

において、当社の株主に対して必要な情報の提供を求めることがあります。 



(2) 意向表明書の提出及び情報提供の要求 

大規模買付行為を開始または実行しようとする大規模買付者は、事前に当社取締役会に対し、本プランに従う

旨の「意向表明書」をご提出して頂きます。なお、意向表明書には、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、

代表者の氏名、国内連絡先及び提案する大規模買付行為の概要を明示して頂きます。 

当社取締役会は、意向表明書を受領した日から１０営業日以内に、当社取締役会に対して、当初提供して頂く

「情報提供リスト」を大規模買付者に交付します。当該情報の具体的内容は、大規模買付者の属性又は大規模買

付行為の内容によって異なりますが、一般的な項目としては下記のとおりです。 

なお、当社取締役会は、大規模買付者から受領した意向表明書や情報提供リストに係る回答などを、速やかに

これを特別委員会に提供するものとします。特別委員会は、意向表明書や情報提供リストに係る回答に記載され

た内容が不十分であり、追加的な情報提供が必要であると判断した場合には、回答期限を定めた上で、買付者等

に対して自ら又は当社取締役会を通じて必要な情報を追加的に提出するよう書面にて求めることがあります。 

大規模買付者から意向表明書や情報提供リストに係る回答並びに特別委員会からの要求により追加的に提出さ

れた必要な情報に係る回答（以下、総称して「大規模買付情報」といいます。）を受領した場合、当社取締役会

は、特別委員会に諮問した上で、大規模買付情報の提供が完了した旨を証する書面を当該大規模買付者に交付す

ることとし、当該書面の交付後に、当該書面を交付した事実並びに交付日を開示いたします。また、当社取締役

会に提供された大規模買付情報について、当社株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、適

切と判断する時点で、その全部又は一部を開示いたします。 

また、特別委員会は、大規模買付者が本プランに定められた手続に従うことなく買付等を開始したものと判断

できる場合には、引き続き大規模買付情報の提出を求めて大規模買付者と協議・交渉等を行うべき特段の事情が

ある場合を除いて、原則として、当社取締役会に対して対抗措置を発動することを勧告し、当社取締役会は当該

勧告を 大限に尊重して、対抗措置を発動する場合があります。 

記 

［提供対象となる情報の項目］ 

a. 大規模買付者及びそのグループ（共同保有者(*1)、特別関係者及び組合員その他の構成員（ファンドの場合）を含

む。）の詳細。（具体的名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、（国内）連絡先、資本構成、財務内容等を含

む。） 

(*1) 金融商品取引法及び会社法で定義される共同保有者。 

(*2) 大規模買付者及びそのグループが自然人である場合は、勤務先の住所及び電話番号、主たる職歴(勤務ないし

職務に従事した法人又はその他の団体の主たる業務及び住所、各職務の始期及び終期を含む)、年齢及び国籍

を記載。 

b. 大規模買付者及びそのグループそれぞれが保有する当社の全ての有価証券、過去180日間において大規模買付者及び

そのグループそれぞれが行った当社有価証券に係る全ての取引（取引の性質、価格、取引の場所及び方法、取引の

相手方を含む。）及び当社有価証券に関して各開示者が締結した全ての契約、取決め及び合意（口頭によるものを

含み、また履行可能性の有無を問わない。）の内容。 

c. 大規模買付行為の目的、方法及び内容。（買付けの対価及び対価の種類、買付時期、関連する取引の仕組み、買付

方法の適法性、二段階買付けの可能性と予定している場合の内容、買付けの実現可能性等を含む。） 

d. 当社の有価証券を取得した後、第三者に譲渡すること等を目的とする場合は、当該第三者の概要(上記①に準じた内

容)及び大規模買付者及びそのグループとの関係、並びに当該第三者が当社有価証券を譲受ける目的及び譲受け後の

当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策並びに配当政策と当社及び当社グループのお客様、取引

先、従業員、地域関係者等への対応方針並びに具体的施策。 

e. 買付資金等の裏付け。（当該資金の提供者（実質的提供者を含む。）の具体的名称、調達方法、関連する取引の内

容を含む。） 

f. 買付等の価格の算定根拠。（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び買付けに係る一連の取引によ

り生じることが予想されるシナジーの額とその算定根拠、そのうち少数株主に対して分配されるシナジーの額と算

定根拠等を含む。） 

g. 大規模買付行為完了後の当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策および配当政策。 

h. 大規模買付行為完了後の当社及び当社グループのお客様、取引先、従業員、地域関係者等への対応方針並びに具体

的施策。 

i. 大規模買付行為完了後の当社グループの経営において必要な許認可の維持の可能性および各種法令等の規制遵守の

可能性。 

j. 大規模買付行為に関し適用される可能性のある法令等に基づく規制事項、その他の法令等に基づく承認又は許認可

等の取得の可能性。 

k. その他、特別委員会が合理的に必要と判断する情報。 



(3) 大規模買付行為の内容の検討・大規模買付者との交渉及び代替案の検討 

① 取締役会における評価検討 

当社取締役会は、大規模買付者からの大規模買付情報の提供を完了した後、大規模買付行為が対価を現金（円

貨）のみとする公開買付けによる当社株券等の全ての買付けの場合には60日、その他の大規模買付行為の場合に

は90日を、当社取締役会による評価検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間（以下、「取締役会評価

期間」といいます。）として確保されるべきものと考えております。 

取締役会評価期間中、当社取締役会は特別委員会及び外部専門家等の勧告・助言等を得ながら、大規模買付情

報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を取り纏め、当該時点において適用ある法令等及び証券取

引所規則に基づいて適時適切に公表いたします。 

また、必要に応じて、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会

として株主の皆様へ代替案を提示することもあります。この場合についても、当該時点において適用ある法令等

及び証券取引所規則に基づいて適時適切に公表いたします。 

② 特別委員会の設置及び利用 

当社は、本プランが適正に運用されること、ならびに当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のため

に適切と考える方策を取る場合において、その判断の客観性、公正さ及び合理性を担保するために、当社取締役

会から独立した第三者機関として特別委員会を設置いたします。 

特別委員会は当社取締役会によって設置され、委員は３名以上で構成されることとします。特別委員の選任に

ついては、公正で合理的な判断を可能とするため、当社の業務執行を担う経営陣から独立している社外監査役ま

たは社外の有識者等（弁護士、公認会計士、実績ある企業経営者、学識経験者等又はこれらに準ずる者を含みま

す。）の中から選任するものとします。 

当社取締役会は、特別委員会の組成にあたり、以下の権限等を特別委員会に付与し、大規模買付者から提供さ

れる情報が必要かつ十分であるか否か、大規模買付者が本プランに定める手続きを遵守したか否か、大規模買付

行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく毀損するか否か及び対抗措置を採るか否か、本プランの修正

又は変更等の検討および判断について、当社取締役会の恣意性を排除するために、特別委員会に諮問することと

します。 

［特別委員会の権限等］ 

1．取締役会に対して、当社の企業価値及び株主共同の利益に資するか否かの観点から勧告等を行うものとす

る。 

2．大規模買付者に対し、前記(2)に定める意向表明書や情報提供リストに係る回答の記載内容が不十分である

と判断した場合は、情報の追加提出を求めることができる。 

3．大規模買付者から前記(2)に定める大規模買付情報が提出された場合、当社取締役会に対しても、意見及び

その根拠資料、代替案、その他適宜必要と判断する情報、資料等の提示を要求できる。 

4．必要な情報収集のため、当社取締役、監査役、従業員、その他必要と判断する者の出席を当社取締役会に要

求し、意見又は説明を求めることができる。 

5．職務を遂行するにあたり、当社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計

士、弁護士等)の助言を得ることができる。 

特別委員会は、当社取締役会から諮問を受けた事項について評価・検討し、特別委員会としての意見を慎重に

取り纏め、当社取締役会に対して勧告します。 

当社取締役会は、特別委員会による勧告を 大限に尊重した上で、対抗措置の発動又は不発動等その他必要な

決議を行うものとします。 

なお、本プラン導入時における特別委員会の委員の氏名および略歴は別紙2のとおりです。 

③ 株主に対する情報開示 

当社は、大規模買付者が出現した事実、大規模買付者から意向表明書が提出された事実、評価・検討が開始さ

れた事実、当社取締役会が特別委員会に代替案を提示した事実など及び大規模買付情報の概要その他の情報のう

ち、当社取締役会及び特別委員会等が、適切と判断する事項について、適切であると判断する時点で株主の皆様

に対して開示を行うものといたします。 



(4) 大規模買付行為がなされた場合の対応方針 

① 本プランに定める手続きを遵守しない場合 

大規模買付者が本プランに定める手続きを遵守しない場合には、大規模買付者の買付方法の如何にかかわら

ず、当社取締役会は当社の企業価値及び株主共同の利益の保護及び確保することを目的として、新株等の発行や

新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置（以下、「対抗措置」といいま

す。）の発動を決定する場合があります。 

大規模買付者が本プランに定める手続きを遵守したか否か、並びに対抗措置の発動又は不発動の是非について

は、外部専門家等の意見も参考にし、特別委員会の勧告を 大限に尊重して、当社取締役会が決定します。具体

的な手段については、その時点で も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとします。 

具体的対抗措置として、新株予約権の無償割当てを実施する場合の概要は下記(5)に記載のものといたします

が、これに限定するものではありません。 

なお、対抗措置を発動した場合であっても、以下のような場合、当社取締役会は、当該対抗措置を維持するこ

との是非について、改めて特別委員会に諮問するとともに、必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、発動

した対抗措置の中止又は撤回を検討するものとします。 

ｉ. 大規模買付者が大規模買付行為を中止若しくは撤回した場合 

ⅱ. 対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値及び株

主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持することが相当でないと判断される状

況に至った場合 

この場合、特別委員会は当社取締役会の諮問に基いて当該措置を維持することの是非について検討し、これを

当社取締役会に対して勧告を行います。 

当社取締役会は、対抗措置を維持するか否かの判断に際し、特別委員会の勧告を 大限に尊重するものとしま

す。特別委員会の勧告を踏まえた結果、当社取締役会が当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という

観点から対抗措置を維持することが相当でないと判断するに至った場合には、当社取締役会はその決議により、

発動した対抗措置を中止又は撤回し、速やかにその旨を開示いたします。 

② 本プランに定める手続きを遵守した場合 

大規模買付者が本プランに定める手続きを遵守した場合には、原則として、当社は対抗措置は不発動といたし

ます。この場合には、大規模買付者からの大規模買付提案に応諾するか否かは、当社株主の皆様において、大規

模買付提案及び当社が提示する大規模買付提案に対する評価・意見・代替案をご考慮の上、ご判断して頂くこと

となります。 

ただし、本プランに定める手続きが遵守されている場合であったとしても、大規模買付行為が当社の企業価値

及び株主共同の利益を著しく毀損すると判断せざるを得ない場合には、当社取締役会は特別委員会への諮問・特

別委員会からの勧告を経て、企業価値及び株主共同の利益の保護ないし確保を目的として対抗措置を発動するこ

とがあります。 

具体的には、大規模買付行為が次のいずれかに該当すると認められる場合には、企業価値及び株主共同の利益

を著しく毀損すると考えております。 



記 

a. 株券等を買い占め、その株券等について当社に対して高値で買取りを要求する行為 

b. 真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、専ら当社の株価を上昇させて当該株式を高値で当社関係者等

に引き取らせる目的で買収を行うような行為 

c. 当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その処分利益をもって

一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会をねらって高値で売り抜ける行為 

d. 当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等当社の犠牲の下に買付者等の利益を実現

する経営を行うような行為 

e. 当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為 

f. 強圧的二段階買付（ 初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を株主に対して不利に設

定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うことをいいます。）等株主に株式の売却を事実上

強要するおそれのある買付等である場合 

g. 買付等の条件（対価の価額・種類、買付等の時期、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性、買付等の後の経

営方針又は事業計画、買付等の後における当社の他の株主、従業員、顧客、取引先その他の当社に係る利害関係者

の処遇方針等を含みます。）が、当社の本源的価値に鑑みて、著しく不十分又は不適当な内容である場合 

h. 当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社の従業員、顧客、取引先等との関係、又は当社の社会的信用等の

著しい毀損により、当社の企業価値又は株主共同の利益に反する重大なおそれをもたらす買付等である場合 

i. 大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると判断される場合 

この場合においても、前記①と同様に、対抗措置を発動した場合であっても、次のような場合、当社取締役会

は、当該対抗措置を維持することの是非について、改めて特別委員会に諮問するとともに、必要に応じて外部専

門家等の助言を得ながら、発動した対抗措置の中止又は撤回を検討するものとします。 

ⅰ. 大規模買付者が大規模買付行為を中止若しくは撤回した場合 

ⅱ. 対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値及び株主

共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持することが相当でないと考えられる状況に

至った場合 

この場合、特別委員会は当社取締役会の諮問に基いて当該措置を維持することの是非について検討し、当社取

締役会に対して勧告を行います。 

当社取締役会は、対抗措置を維持するか否かの判断に際し、特別委員会の勧告を 大限に尊重するものとしま

す。 上記特別委員会の勧告を踏まえた結果、当社取締役会が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上とい

う観点から対抗措置を維持することが相当でないと判断するに至った場合には、当社取締役会はその決議によ

り、発動した対抗措置を中止又は撤回し、速やかにその旨を開示いたします。 



(5) 本新株予約権の無償割当ての概要 

本プランに基づいて、対抗措置として実施する場合の本新株予約権の無償割当ての概要は、以下のとおりで

す。（本新株予約権の詳細については、別紙3「本新株予約権無償割当ての要項」をご参照下さい。） 

① 本新株予約権の数 

本新株予約権の無償割当てに係る当社取締役会決議（以下、「本新株予約権無償割当決議」といいます。）に

おいて、別途定める割当期日（以下、「割当期日」といいます。）における当社の 終の発行済株式総数（但

し、同時点において当社の有する当社株式の数を控除します。）の1倍に相当する数を上限として、本新株予約権

無償割当決議において別途定める数とします。 

② 割当対象株主 

割当期日における当社の 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主（当社を除く）に対し、

その保有する当社株式１株につき本新株予約権1個を上限として本新株予約権無償割当決議において別途定める割

合で、無償で割り当てます。 

③ 本新株予約権の無償割当ての効力発生日 

本新株予約権無償割当決議において別途定める日とします。 

④ 本新株予約権の目的である株式の数 

本新株予約権１個当たりの目的である当社株式の数（以下、「対象株式数」といいます。）は、別途調整がな

い限り１株とします。 

⑤ 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の当社

株式１株当たりの価額は、１円を下限として当社株式１株の時価の2分の１の金額を上限とする金額の範囲内で、

本新株予約権無償割当決議において別途定める価額とします。なお、「時価」とは、新株予約権無償割当決議の

前日から遡って90日間（終値のない日を除きます。）の東京証券取引所における当社株式の普通取引の各日の終

値（気配表示を含みます。）の平均値とし、１円未満の端数は切り上げるものとします。 

⑥ 本新株予約権の行使期間 

本新株予約権無償割当決議において別途定める日を初日（以下、かかる行使期間の初日を「行使期間開始日」

といいます。）とし、1ヶ月間から3ヶ月間までの範囲で本新株予約権無償割当決議において別途定める期間とし

ます。但し、下記⑨ⅱ.の規定に基づいて当社が本新株予約権を取得する場合、当該取得に係る本新株予約権の行

使期間は、当該取得日の前営業日までとします。また、行使期間の 終日が行使に際して払い込まれる金銭の払

込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日を 終日とします。 

⑦ 本新株予約権の行使条件 

(Ⅰ)前記４．(1)に定義される大規模買付者、もしくは(Ⅱ)大規模買付者に該当する者から本新株予約権を当社

取締役会の承認を得ることなく譲り受けもしくは承継した者（以下、総称して「非適格者」といいます。）は、

原則として本新株予約権を行使することができません。 

また、外国の適用法令上、本新株予約権の行使において所定の手続が必要とされる非居住者も、原則として本

新株予約権を行使することができません。（但し、非居住者のうち当該外国の適用法令上適用除外規定が利用で

きる等の一定の者は行使することができるほか、非居住者の保有する本新株予約権も、下記⑨ⅱ.のとおり、当社

による当社株式を対価とする取得の対象となります。詳細については別紙3「本新株予約権無償割ての要項」をご

参照下さい。） 

⑧ 本新株予約権の譲渡 

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。 

⑨ 当社による本新株予約権の取得 

ｉ. 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取得することが適切であると当社

取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日において、全ての本新株予約権を無償で取得する

ことができるものとします。 

ⅱ. 当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する本新株予約権のうち当社取締役

会が定める当該日の前営業日までに未行使の本新株予約権の全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権

１個につき対象株式数の当社株式を交付することができます。当社はかかる本新株予約権の取得を複数回行

うことができます。 

ⅲ. 当社は、以上に加え、本新株予約権の無償割当決議において、別途本新株予約権の取得に関する事項（非適

格者からの本新株予約権の取得に関する事項を含みます。）を定める場合があります。 

なお、上記に用いられる用語の定義及び詳細については、別紙3「新株予約権無償割当ての要項」をご参照くだ

さい。 



(6) 本プランの導入手続 

本プランの導入については、以下のとおり、第30期定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただきまし

た。 

当社定款第15条に、下記の規定を新設する定款変更議案を、第30期定時株主総会に付議し、決議されました。 

変更後の当社定款第15条の規定に基づき、本定時株主総会における決議により、本プランに記載した条件に従

い本新株予約権の無償割当てに関する事項を決定する権限を当社取締役会に委任していただきます。 

記 

（新株予約権無償割当ての決定機関） 

第15条 

当会社は、新株予約権無償割当てに関する事項については、取締役会の決議によるほか、株主総会の決議または株主総

会の決議による委任に基づく取締役会の決議により決定する。 

(7) 本プランの有効期間、廃止及び変更 

当社第30期定時株主総会の決議による、本プランにおける本新株予約権の無償割当てに関する事項の決定権限

の委任期間（以下、「有効期間」といいます。）は、第30期定時株主総会終結後3年以内に終結する事業年度のう

ち 終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。 

ただし、有効期間の満了前であっても、以下の場合は本プランは当該時点で廃止されるものとします。 

●当社の株主総会において本プランに係る本新株予約権の無償割当てに関する事項の決定についての取締役会へ

の上記委任を撤回する旨の決議が行われた場合。 

●当社の株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた

場合。 

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、第30期定時株主総会決議による委任の趣旨に反し

ない場合（本プランに関連する法令、証券取引所規則等の新設又は改廃が行われ、係る新設又は改廃を反映する

のが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合、当社株主に不利益を与え

ない場合等を含みます。）、特別委員会に諮問した上で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。 

当社は、本プランが廃止、修正又は変更された場合には、当該廃止、修正又は変更の事実、及び（修正又は変

更の場合には）修正、変更の内容その他の事項について、情報開示を速やかに行います。 

５．株主の皆様等への影響 

(1) 本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

本プランの導入時点においては、株主総会決議に基づき、本新株予約権に関する新株予約権無償割当ての決定

権限を取締役会に対して委任して頂いているに過ぎず、本新株予約権の無償割当て自体は行われませんので、株

主及び投資家の皆様に直接具体的な影響が生じることはありません。 

(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

当社取締役会において、本新株予約権無償割当て決議を行った場合には、本新株予約権無償割当決議において

別途定める割当期日における株主の皆様に対し、その保有する当社普通株式1株につき本新株予約権1個を上限と

して本新株予約権無償割当決議において別途定める割合で本新株予約権が無償にて割り当てられます。 

仮に、株主の皆様が、本新株予約権の権利行使期間内に、金銭の払込みその他下記(3)「本新株予約権の無償割

当てに伴って株主の皆様に必要となる手続」②において詳述する本新株予約権の行使に係る手続を経なければ、

他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、その保有する当社株式が希釈化されることになります。 

ただし、当社は、下記(3)「本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続」③に記載する手

続により、非適格者以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、それと引換えに当社株式を交付することがあ

ります。当社がかかる取得の手続を取った場合、非適格者以外の株主の皆様は、本新株予約権の行使及び行使価

額相当の金銭の払込みをせずに、当社株式を受領することとなり、この場合、保有する当社株式1株あたりの価値

の希釈化は生じますが、原則として、保有する当社株式全体の価値の経済的な希釈化は生じません。 

なお、本新株予約権無償割当決議がなされた場合であっても、当社は特別委員会の勧告を 大限に尊重し、本

新株予約権の無償割当ての効力発生日までにおいては、本新株予約権の無償割当てを中止し、また、本新株予約

権の無償割当ての効力発生日後本新株予約権の行使期間開始日の前日までの間においては、本新株予約権を無償

にて取得する場合があります。これらの場合には、1 株あたりの当社株式の価値の希釈化は生じませんので、

1 株あたりの当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主又は投資家の皆様は、株価

の変動等により相応の経済的損害を被る可能性があります。 



(3)本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続 

① 名義書換の手続 

当社取締役会において、本新株予約権の無償割当てを実施することを決議した場合には、当社は、本新株予約

権の無償割当てに係る割当期日を公告いたします。この場合、割当期日における当社の 終の株主名簿又は実質

株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に本新株予約権が無償にて割り当てられますので、株主の皆様におか

れては、割当期日に間に合うよう、速やかに株式の名義書換手続を行っていただく必要があります。証券保管振

替機構に対する預託を行っている株券については、名義書換手続は不要です。 

なお、割当期日における当社の 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆様は、本新株

予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込の手続等は不要です。 

② 本新株予約権の行使の手続 

当社は、割当期日における当社の 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に対し、

原則として、本新株予約権の行使請求書（行使に係る本新株予約権の内容及び数、本新株予約権を行使する日等

の必要事項、並びに株主ご自身が非適格者でないこと等についての表明・保証条項、補償条項その他の誓約文言

を含む当社所定の書式によるものとします。）その他本新株予約権の権利行使に必要な書類を送付いたします。

本新株予約権の無償割当て後、株主の皆様においては、本新株予約権の権利行使期間内でかつ当社による本新株

予約権の取得の効力が発生するまでに、これらの必要書類を提出した上、原則として、本新株予約権１個あた

り、1円を下限として当社１株の時価の2分の1の金額を上限とする金額の範囲内で本新株予約権無償割当決議にお

いて定める行使価額に相当する金銭を払込取扱場所に払い込むことにより、本新株予約権1個につき原則として1

株の当社株式が発行されることになります。 

③ 当社による新株予約権の取得の手続 

当社は、前記４．(5)⑨に記載のとおり、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の

手続に従い、当社取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を取得します。このうち、非適格者以外の株

主の皆様から本新株予約権を取得し、これと引換えに当社普通株式を交付する場合には、かかる株主の皆様は、

行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による当該本新株予約権の取得の対価として、1個の本新株予約権

につき原則として1株の当社普通株式を受領することになります。なお、この場合、かかる株主の皆様には、別

途、ご自身が非適格者でないこと等についての表明・保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書

式による書面をご提出頂くことがあります。 

なお、本新株予約権無償割当て決議において、非適格者からの本新株予約権の取得、その他取得に関する事項

について定められる場合には、当社は、かかる定めに従った措置を講じることがあります。 

上記のほか、本新株予約権の割当て方法、名義書換方法、行使の方法及び当社による取得の方法の詳細につき

ましては、本新株予約権無償割当て決議において決定された後、株主の皆様に対して情報開示又は通知いたしま

すので、当該内容をご確認ください。 

６．本プランの合理性 

① 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること  

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上

のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開

示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を充足しています。 

② 当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること 

本プランは、大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様に適正に

ご判断して頂くために必要な情報や時間、あるいは当社取締役会による代替案の提示を受ける機会を確保するこ

と等を可能にするものであり、当社企業価値及び株主共同利益の確保・向上の目的により導入されるものです。 

③ 株主の合理的意思に依拠したものであること  

前記４．(6)に記載のとおり、本プランは、当社株主総会において、本プランに係る委任決議がなされることに

より導入されます。 

また、前記４．(7)に記載のとおり、本プランには有効期間を３年間とするサンセット条項が付されており、か

つ、当該有効期間満了の前であっても、当社株主総会において上述の委任決議を撤回する旨の決議がなされた場

合には、本プランはその時点で廃止されることとなりますので、本プランの存続の適否については、株主の皆様

のご意向を反映したものとなっております。  



④ 独立性の高い社外者の判断の重視 

当社は、本プランの運用並びに対抗措置発動等の運用に際して、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の

皆様のために実質的な判断を客観的に行う諮問機関として、特別委員会を設置する予定です。 なお、特別委員会

の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立し、当社及

び当社の経営陣との間に特別の利害関係を有していない社外監査役または社外有識者（弁護士、税理士、公認会

計士、学識経験者、投資銀行業務・当社の業務領域に精通する者、他社の取締役又は執行役として経験のある社

外者、又はこれらに準ずる者）の中から選任されるものとしております。  

⑤ 合理的な客観的発動要件の設定 

本プランは、前記４．(4)②に記載の通り、予め定められた合理的かつ詳細な客観的発動要件が充足されなけれ

ば発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保してい

るものといえます。 

⑥ デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと 

前記４．(7)に記載のとおり、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃

止することができるものとされており、大規模買付者が、当社株主総会で取締役を指名し、当該取締役で構成さ

れる取締役会により、本プランを廃止する可能性がありますので、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成

員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。 

また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の

交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。 

  

                             以 上 

［別紙 1］

当社の株式の状況 

平成19年10月31日現在の当社の大株主の状況は以下のとおりです。                         

 （注）上記のほか、当社が自己株式1,048,300株を保有しております。 

株 主 名  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（％） 

 中井 清和 1,643,400 10.56 

株式会社清和ホールディングス  1,500,000 9.64 

 茶野 光史 936,900 6.02 

 北野 信雄 758,500 4.87 

 茶野 直美 641,200 4.12 

 学情社員持株会 637,800 4.10 

 北野 明子 600,000 3.86 

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口） 
398,500 2.56 

バンク オブ ニューヨーク ジー

シーエム クライアント アカウン

ツ イーエルアールジー  

390,733 2.51 

 中井 洋子 319,200 2.05 



［別紙 2］

（特別委員 略歴） 

氏  名： 山田 定信   

生年月日： 昭和9年2月1日   

［略歴］ 

昭和31年   5月   朝日放送株式会社 入社                   

平成11年   6月   同 常務取締役                       

平成13年   6月   同 常勤顧問                        

平成15年   6月   同 顧問（現任）                      

平成19年   1月   当社社外監査役（現任）                   

※山田定信氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。 

 なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 

氏  名： 岩井 伸太郎   

生年月日： 昭和29年1月18日    

［略歴］ 

昭和54年     10月   等松・青木監査法人（現監査法人トーマツ）入社        

昭和61年   2月   公認会計士岩井伸太郎事務所開業（現任）           

平成元年   6月   フジ住宅株式会社 監査役（現任）              

平成2年    9月   北斗監査法人（現仰星監査法人）代表社員（現任）       

※なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。  

氏  名： 丑野 正仁  

生年月日： 昭和31年4月8日  

［略歴］ 

平成9年    4月   弁護士登録（大阪弁護士会）                 

平成9年    4月   田中義信法律事務所 入所                  

平成13年   12月   田中義信法律事務所 退所                  

平成14年   1月   うしの法律事務所  開設                  

※なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 

以 上 



［別紙 3］

新株予約権無償割当ての要項 

１．新株予約権無償割当てに関する事項の決定 

(1) 新株予約権の内容及び数 

株主に割り当てる新株予約権（以下、個別に又は総称して「本新株予約権」という。）の内容は下記２．に記

載されるところに基づくものとし、本新株予約権の数は、本新株予約権の無償割当ての取締役会決議（以下、

「本新株予約権無償割当決議」という。）において別途定める割当期日（以下、「割当期日」という。）におけ

る当社の 終の発行済株式総数（但し、同時点において当社の有する当社株式の数を控除する。）の1倍に相当す

る数を上限として、本新株予約権無償割当決議において別途定める数とする。 

(2) 割当対象株主 

割当期日における当社の 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された当社以外の株主に対し、その

保有する当社株式１株につき本新株予約権1個を上限として、本新株予約権無償割当決議において別途定める割合

で、本新株予約権を無償で割り当てる。 

(3) 本新株予約権の無償割当ての効力発生日 

本新株予約権無償割当決議において別途定める日とする。 

２．本新株予約権の内容 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

1）新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個当たりの目的である当社株式の数

（以下、「対象株式数」という。）は、１株とする。ただし、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、対

象株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとし、現金

による調整は行わない。 

調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率 

2）調整後対象株式数は、株式の分割の場合はその基準日の翌日以降、株式の併合の場合はその効力発生の翌日以

降、これを適用する。 

3）上記1）に定めるほか、株式無償割当て、合併、会社分割等当社の発行済株式総数（但し、当社の有する当社株

式の数を除く。）変更又は変更の可能性を生ずる行為を行う場合で、対象株式数の調整を必要とするときには、

株式無償割当て、合併、会社分割その他の行為の条件等を勘案の上、対象株式数につき合理的な調整を行うもの

とする。 

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

1）本新株予約権の行使に際して行う出資の目的は金銭とし、その価額は、本新株予約権の行使に際して出資される

財産の当社株式１株当たりの価額（以下、「行使価格」という。下記２）に定義される。）に対象株式数を乗じ

た価額とする。 

2）行使価格は、１円を下限として当社株式１株の時価の２分の１の金額を上限とする金額の範囲内で、本新株予約

権無償割当決議において別途定める価額とする。なお、「時価」とは、本新株予約権無償割当決議の前日から遡

って90日間（終値のない日を除く。）の東京証券取引所における当社株式の普通取引の各日の終値（気配表示を

含む。）の平均値とし、１円未満の端数は切り上げるものとする。 

(3) 本新株予約権の行使期間 

本新株予約権無償割当ての効力発生日又は本新株予約権無償割当決議において別途定める日を初日（以下、か

かる行使期間の初日を「行使期間開始日」という。）とし、１ヶ月間から3ヶ月間までの範囲で、本新株予約権無

償割当決議において別途定める期間とする。但し、下記(7)2）の規定に基づき当社による本新株予約権の取得が

なされる場合、当該取得に係る本新株予約権についての行使期間は、当該取得日の前営業日までとする。また、

行使期間の 終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日を

終日とする。 



(4) 本新株予約権の行使条件 

1）大規模買付者、もしくは大規模買付者に該当する者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り

受けもしくは承継した者（以下、総称して「非適格者」という。）は、本新株予約権を行使することができな

い。 

なお、大規模買付者は以下に定義される大規模買付行為若しくはその可能性のある行為を行う者をいう。 

① 当社が発行者である株券等（注1）に関する当社の特定の株主の株券等保有割合（注2）が20％以上となる当該

株券等の買付けその他の取得（注3） 

② 当社が発行者である株券等（注4）に関する当社の特定の株主の株券等所有割合（注5）とその特別関係者（注

6）の株券等所有割合との合計が20％以上となる買付けその他の取得（注7） 

③ 上記①又は②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定の株主が、当社の他の株主（複数で

ある場合を含みます。以下本③において同じといたします。）との間で、当該他の株主が当該特定の株主の共

同保有者（注8）に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその

一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係（注9）を樹立する行為。

（注10）（ただし、当社が発行者である株券等につき当該特定の株主と当該他の株主の株券等保有割合の合計

が20％以上となるような場合に限ります。） 

（注1）金融商品取引法第27 条の23 第1 項に定義される株券等をいう。以下別段の定めがない限り同じとす

る。 

（注2）金融商品取引法第27 条の23 第4 項に定義される株券等保有割合をいう。以下同じとするが、かかる株

券等保有割合の計算上、(i)同法第27 条の2第7 項に定義される特別関係者、並びに(ii)当社の特定の

株主との間で本件に係るアドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関並び

に大規模買付者の公開買付代理人（以下、「契約金融機関等」といいます。）は、当社の特定の株主の

共同保有者とみなす。また、かかる株券等保有割合の計算上、当社の発行済株式の総数は、当社が公表

している直近の情報を参照することができるものとする。 

（注3）売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権を有すること及び金融商品取引法施行令第14 条の6 に規

定される各取引を行うことを含む。 

（注4）金融商品取引法第27 条の2 第1 項に定義される株券等をいいます。以下本②において同じとする。 

（注5）金融商品取引法第27 条の2 第8 項に定義される株券等所有割合をいう。以下同じとする。なお、かかる

株券等所有割合の計算上、当社の総議決権の数は、当社が公表している直近の情報を参照することがで

きるものとする。 

（注6）金融商品取引法第27 条の2 第7 項に定義される特別関係者をいう。ただし、同項第1 号に掲げる者につ

いては、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3 条第2 項で定める者を

除く。なお、(i)共同保有者及び(ii)契約金融機関等は、当該特定の株主の特別関係者とみなす。以下

別段の定めがない限り同じとする。 

（注7）買付けその他の有償の譲受け及び金融商品取引法施行令第6 条第2 項に規定される有償の譲受けに類す

るものを含む。 

（注8）金融商品取引法第27 条の23 第5 項に定義される共同保有者をいう。以下同じとする。 

（注9）「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同

ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取引な

いし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係等の形成や、当該大規模買付者及び当該他

の株主が当社に対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎に行うものとする。 

（注10）上記③所定の行為がなされたか否かの判定は、当社取締役会が特別委員会の勧告に基づき合理的に行う

ものとする。なお、当社取締役会は、当該③の要件に該当するか否かの判定に必要と判断される範囲に

おいて、当社の株主に対して必要な情報の提供を求めることがある。 



2）1）にかかわらず、次の①乃至④の各号に記載される者は、大規模買付者に該当しないものとする。 

① 当社、当社の子会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第３項に定義される。）又は

当社の関連会社（同規則第８条第５項に定義される。） 

② 当社を支配する意図がなく上記1）①に記載する要件に該当することになった者である旨を当社取締役会が認め

た者であって、かつ、上記1）①の大規模買付者に該当することになった後10日間（但し、当社取締役会はかか

る期間を延長することができる。）以内にその保有する当社の株券等を処分等することにより該当しなくなっ

た者 

③ 当社による自己株式の取得その他の理由により、自己の意思によることなく、大規模買付者に該当することに

なった者である旨を当社取締役会が認めた者（但し、その後、自己の意思により当社の株券等を新たに取得し

た場合を除く。） 

④ その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値又は株主共同の利益に反しないと当社取締役会

が認めた者 

3）適用ある外国の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者に本新株予約権を行使させるに際し、①所定の手続の

履行もしくは②所定の条件（一定期間の行使禁止、所定の書類の提出等を含む。）の充足、又は③その双方（以

下、「準拠法行使手続・条件」と総称する。）が必要とされる場合には、当該管轄地域に所在する者は、当該準

拠法行使手続・条件が全て履行又は充足されたと当社取締役会が認めた場合に限り本新株予約権を行使すること

ができ、これが充足されたと当社取締役会が認めない場合には本新株予約権を行使することができない。なお、

当該管轄地域に所在する者に本新株予約権を行使させるに際し当社が履行又は充足することが必要とされる準拠

法行使手続・条件については、当社取締役会としてこれを履行又は充足する義務は負わない。また、当該管轄地

域に所在する者に本新株予約権の行使をさせることが当該管轄地域における法令上認められない場合には、当該

管轄地域に所在する者は、本新株予約権を行使することができない。 

4）上記3）にかかわらず、米国に所在する者は、当社に対し、①自らが米国1933年証券法ルール501(a)に定義する

適格投資家（accredited investor）であることを表明、保証し、かつ②その保有する本新株予約権の行使の結

果取得する当社普通株式の転売は東京証券取引所における普通取引（ただし、事前の取決めに基づかず、かつ事

前の勧誘を行わないものとする。）によってのみこれを行うことを誓約した場合に限り、当該本新株予約権を行

使することができる。当社は、かかる場合に限り、当該米国に所在する者が当該本新株予約権を行使するために

当社が履行又は充足することが必要とされる米国1933年証券法レギュレーションＤ及び米国州法に係る準拠法行

使手続・条件を履行又は充足するものとする。なお、米国における法令の変更等の理由により、米国に所在する

者が上記①及び②を充足しても米国証券法上適法に本新株予約権の行使を認めることができないと当社取締役会

が認める場合には、米国に所在する者は、本新株予約権を行使することができない。 

5）本新株予約権を有する者は、当社に対し、自らが非適格者に該当せず、かつ、非適格者に該当する者のために行

使しようとしている者ではないこと、及び本新株予約権の行使条件を充足していること等の表明・保証条項、補

償条項その他当社が定める事項を誓約する書面並びに法令等により必要とされる書面を提出した場合に限り、本

新株予約権を行使することができるものとする。 

6）本新株予約権を有する者が本(4)の規定により、本新株予約権を行使することができない場合であっても、当社

は、当該新株予約権を有する者に対して、損害賠償責任その他の責任を一切負わないものとする。 

(5) 本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 

増加する資本金及び資本準備金の額は、当社取締役会が本新株予約権無償割当決議において別途定める額とす

る。 

(6) 本新株予約権の譲渡 

1）本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要する。 

2）本新株予約権を譲渡しようとする者が日本国外に所在する者であって、上記(4)3）及び4）の規定により本新株

予約権を行使することができない者（非適格者を除く。）であるときは、当社取締役会は、次の事由等を勘案し

て上記1）の承認をするか否かを決定する。 

① 当該管轄地域に所在する者による本新株予約権の全部又は一部の譲渡による取得に関し、譲渡人及び譲受人が

作成し署名又は記名捺印した差入書（下記②乃至④に関する表明・保証条項、補償条項及び違約金条項を含

む。）が提出されているか否か  

② 譲渡人及び譲受人が非適格者に該当しないことが明らかであるか否か 

③ 譲受人が当該管轄地域に所在しない者であり、かつ、当該管轄地域に所在する者のために譲受けしようとして

いる者でないことが明らかであるか否か 

④ 譲受人が非適格者のために譲受しようとしている者でないことが明らかであるか否か 



(7) 当社による本新株予約権の取得 

1）当社は、本新株予約権の行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取得することが適切で

あると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日において、全ての本新株予約権を無償で取

得することができる。 

2）当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する本新株予約権のうち当社取締役会が

定める当該日の前営業日までに未行使の本新株予約権の全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権１個につ

き対象株式数の当社株式を交付することができる。当社はかかる本新株予約権の取得を複数回行うことができ

る。 

3）当社は、以上に加え、本新株予約権の無償割当決議において、別途本新株予約権の取得に関する事項（非適格者

からの本新株予約権の取得に関する事項を含みます。）を定めることができる。  

(8) 合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収合併、新設分割、株式交換及び株式移転の場合の本新株

予約権の交付及びその条件 

本新株予約権無償割当決議において別途決定する。 

(9) 新株予約権証券の発行 

本新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。 

(10) 法令の改正等による修正 

上記で引用する法令の規定は、平成19年12月12日現在施行されている規定を前提としているものであり、同日以

後、法令の新設又は改廃により、上記各項に定める条項又は用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合に

は、当社取締役会において、当該新設又は改廃の趣旨を考慮の上、上記各項に定める条項又は用語の意義等を適

宜合理的な範囲内で読み替えることができるものとする。 

３．その他 

その他必要な事項については、新株予約権無償割当決議において当社取締役会が定めるものとする。  

以 上 

特別委員会運営規則 

第1条 (目的) 

 本規則は、当社が平成19年12月12日の取締役会決議に基づいて公表した「会社の支配に関する基本方針及び当社株

式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)について」中に定める大規模買付行為を対象とする対応策(以下、

「本プラン」という。)の運用及び対抗措置の発動に関し、特別委員会が依るべき手続及び判断基準を定めることを目

的とする。なお、本規則において用いられる用語は、別途定義される場合を除き、本対応策において用いられる用語

と同じ意味を有するものとする。 

第2条 (特別委員会の設置) 

 当社は、大規模買付行為に関する取締役会の判断及び対応の客観性、公正性及び合理性を担保するため、取締役会

の諮問機関として特別委員会を設置する。 

第3条 (特別委員会の構成等) 

1．特別委員会を構成する委員(以下、「特別委員」という。)は、3名以上とする。 

2．特別委員は、当社の業務執行を行う取締役会から独立し、当社及び取締役会との間に特別の利害関係を有していな

い社外監査役または社外の有識者等（弁護士、公認会計士、実績ある企業経営者、学識経験者等またはこれらに準

ずる者を含む。）の中から取締役会が選任する。選任にあたっては、特別委員の役割に鑑み、企業経営に関する知

見、企業価値に関する見識、実務経験等を総合的に勘案する。 

3．当社は、特別委員との間で、委任契約書を締結するものとする。 

4．当社は、必要に応じ、当社の判断により、委員の氏名及び社外における役職名等の情報を公表することができるも

のとする。 



第4条 (特別委員の任期) 

1．特別委員の任期は、取締役会がその者を特別委員に選任しその者が特別委員への就任を承諾した日から、選任後3年

内に終了する事業年度のうち 終のものに関する当社定時株主総会の終結の時までとし、再任を認めるものとす

る。 

2．大規模買付者が当社に対し買付意向表明書を提出し、又は特別委員会が第10条第1項各号に規定される検討を開始し

た後、取締役会評価期間が終了するまでの間に、前項に定める任期が満了する場合において、当社が任期を満了す

る特別委員に対し特別委員として再任することを申し出たときは、当該特別委員は、委任契約書において特段の合

意がなされた場合を除き、特別委員への再任を拒めない。 

3．前項に基づく再任の場合、当該再任された特別委員は、大規模買付者による大規模買付行為が終了したとき又は取

締役会が対抗措置を発動し、その実行が終了したときのいずれか遅いときにおいて、特別委員を辞任することがで

きるものとし、辞任の申し出がない場合には、当該特別委員の任期は、その後 初に開催される定時株主総会終了

後の 初の取締役会の終結時までとする。 

4．取締役会が本対応策を廃止する旨の決議をした場合、特別委員の任期は、本対応策の廃止と同時に終了する。 

第5条 (特別委員の解任) 

 取締役会は、以下の事由が生じた場合、特別委員を解任することができる。 

(1) 特別委員が、重度の身体又は精神の障害その他の事由により、当社の特別委員としての業務を遂行できないものと

合理的に判断される場合 

(2) 特別委員が、特定株主グループ(議決権割合が20%以上のものに限る。以下、同じ。)に含まれる者又は特定株主グ

ループに含まれる者になろうとする者との間に、客観的かつ中立的な立場から勧告を行うことが困難であると合理

的に判断される関係を有していることを取締役会が認識した場合 

(3) 特別委員に法令、本対応策、本規則又は委任契約の違反又は不履行があった場合 

(4) 特別委員が第3条第2項第前段に定める者ではなくなった場合 

第6条 (報酬及び費用) 

1．当社は、特別委員に対し、合理的な金額の報酬を支払うことができる。 

2．当社は、特別委員に対し、特別委員がその職務を遂行するために負担すべき合理的な金額の費用を支払う。 

第7条 (善管注意義務) 

1．特別委員は、善良な管理者の注意をもって、忠実にその職務を遂行する。 

2．特別委員は、その職務を遂行するために必要となる当社の経営状況について、四半期に1回以上、当社の取締役から

その報告を受けるものとする。 

第8条 (特別委員会の開催) 

 特別委員会は、本規則に従い、必要に応じて随時開催する。 

第9条 (特別委員会の招集) 

1．特別委員会は、代表取締役又は各特別委員が招集する。 

2．特別委員会の招集は、書面、電磁的方法又は口頭による通知その他適当な方法により行う。 

3．特別委員会は、本社においてこれを開催する。但し、必要がある場合は、他の場所で開催することができる。 



第10条 (特別委員会の権能) 

1．特別委員会は、取締役会が特別委員会に諮問する、以下に規定する事項につき検討、審議を行い、取締役会に対し

て勧告を行う。取締役会は当該勧告を 大限尊重して、 終的な決定を行う。 

(1) 当社株式について大規模買付が行われる場合に、当社株主の適切な判断及び取締役会としての評価・意見形成・代

替案の提示のために必要かつ十分な情報が大規模買付者から提供されているか否かについての勧告、並びに大規模

買付者から必要かつ十分な情報が提供されていないときは、追加で一定の期限内に提供を求めるべき情報について

の勧告 

(2) 本プランに定める手続きが遵守された場合において、対抗措置を講じるか否かについての勧告 

(3) 本プランに定める手続きが遵守されていない場合において、対抗措置を講じるか否かについての勧告 

(4) 前2号の場合において、取締役会の講じる対抗措置が手段として相当か否かについての勧告 

(5) 対抗措置を発動する手続を開始した後において、当該対抗措置の発動を維持することが相当か否かについての勧告

(6) 対抗措置の発動を株主総会に諮るか否かについての勧告 

(7) その他、上記に関連する事項に関わる勧告 

2．特別委員会における前項の検討及び審議は特別委員のみで行い、取締役は検討又は審議の場に同席しない。但し、

特別委員会は、その検討及び審議に必要な情報を収集するために、取締役、従業員等又は監査役を出席させること

ができる。 

3．特別委員会は、取締役、従業員等又は監査役に対し、その検討及び審議に必要な当社に関する資料の提供を求める

ことができる。 

4．特別委員会は、当社の費用負担で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等)か

ら、その検討及び審議に必要な専門的な助言を得ることができる。 

第11条 (特別委員会の勧告) 

1．特別委員会の勧告の内容については、原則として特別委員会の委員全員が出席する(会議電話及びテレビ電話による

出席を含む。)委員会において、その過半数の賛成をもって決定する。 

2．特別委員会は、勧告内容を決定するに当たっては、別紙記載の対抗措置の発動の基準に従うものとする。 

3．特別委員会の勧告は、書面により行うものとする。 

4．前項の書面には、決議された結論及びかかる結論に至った理由の要旨を記載する。また、各特別委員は、同書面

に、自らの意見(第1項の方法により決議された結論に沿うものか否かを問わない。)を記載することができる。 

5．当社は、必要に応じ、当社の判断により、特別委員会の勧告を記載した書面の全部又は一部を公表することができ

るものとする。 

第12条 (議事録) 

 特別委員会の議事については、事務局が議事録を作成する。 

第13条 (事務局) 

 特別委員会の事務局は、管理部に置く。 

第14条 (規則の改廃) 

 本規則の改廃は、取締役会の決議をもって行う。 

以 上 

  



４【事業等のリスク】 

当社の事業その他に関するリスクについて、重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項及び当社の

事業活動を理解する上で重要と考えられる事項を以下に記載しております。なお、本項においては、将来に関する

事項が含まれておりますが、当該事項は有価証券報告書提出日現在において判断したものであります。 

（1）事業の特徴について 

当社は就職情報事業及びその他を行っております。 

当社は就職情報事業として、合同企業説明会（当社商品名「就職博」）の企画及び運営、就職情報誌等の媒体の

発行、就職・転職サイト（当社商品名「学情ナビ」及び「Re就活」）の運営のほか、顧客が採用活動の一環として

使用するダイレクトメールの制作・発送代行並びに電話代行等のアウトソーシング業務等を行っております。その

中でも、合同企業説明会につきましては、動員学生数・参加企業数及び開催回数等の実績で業界のトップ・クラス

にあり、平成19年10月期における当社の売上高の44.9％を占める主力商品であります。 

当社では、今後とも、合同企業説明会を中心とする就職情報事業の顧客基盤の拡大を図るとともに、顧客ニーズ

の商品への反映や高付加価値商品の育成に積極的に取り組み、競争力の維持・向上に努める方針でありますが、就

職情報業界における競争のさらなる激化、価格競争や競合企業による新商品の開発等が当社の業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

またその他として、SP（セールスプロモーション）と呼ばれる企業の販売促進ツールの企画・制作、マスメディ

ア4媒体（テレビ、ラジオ、新聞、雑誌）広告の企画・制作及び取次ぎ、企業ホームページの企画・制作等を行っ

ております。これらは、就職情報事業で開拓した顧客等との取引の中から付随して発生しているケースが多いこと

から、景気動向等の外部環境に加え、当社の就職情報事業の動向から影響を受ける可能性があります。 

最近2事業年度の事業の種類別の売上高は以下のとおりであります。 

（注）１．上記金額に消費税等は含んでおりません。 

２．（ ）内の数値は内数を記載しております。 

３. 従来、旧中途採用就職博は「中途採用商品」に含めていましたが、第30期より「新卒採用集合品（就職

博）」に商品区分を変更しています。なお、第29期の旧中途採用就職博2億78百万円につきましても、

「新卒採用集合品（就職博）」に含めて計上しております。 

事業の種類別の名称 

第29期 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

第30期 
（自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31日） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

就職情報事業 4,084,974 91.4 4,098,881 91.8 

  新卒採用集合品 2,570,810 57.5 2,560,078 57.4 

  （就職博） (1,996,601) (44.7) (2,003,121) (44.9) 

  新卒採用個別品 791,806 17.7 716,227 16.0 

  中途採用商品 722,358 16.2 822,575 18.4 

その他 382,373 8.6 364,085 8.2 

合計 4,467,347 100.0 4,462,967 100.0 



（2）事業環境について 

当社の就職情報事業は新規学卒者定期採用向け商品が中心であり、これらの商品は平成19年10月期における当社

の売上高の91.8％を占め、その多くは大学卒者の定期新規採用向けのものであります。 

就職情報業界に対する需要は求職者と求人者の需給関係による影響を受けます。パートやアルバイトの増加等に

みられる雇用形態の変化、通年採用や中途採用等の採用方法の多様化、少子化の進展、大学進学率の変化、景気変

動に伴う企業の採用動向等のさまざまな要因により上記の需給関係は変動しますが、その結果、当社の事業活動や

業績に影響が及ぶ可能性があります。 

（3）個人情報の管理について 

当社は、事業の性格上、就職活動を行う新規学卒者及び第2新卒者の住所、氏名、連絡先等の収集を必要としま

すが、当社ではこれらの個人情報等を企画部情報システムチームにて厳重に管理しております。 

当社は個人情報の収集とその利用に対する公的規制及び社会の関心の高さに対応し、取引先、大学就職部担当職

員等の関係者、学生の各方面からの信頼性を一層高め、質の高いサービスを提供するため、経済産業省の外郭団体

である「財団法人日本情報処理開発協会」が付与する「プライバシーマーク」の認定を平成10年より受けておりま

す。当社は就職情報業界において「プライバシーマーク」が認定された第１号であり、厳しい審査基準を維持でき

るよう「個人情報」の保持・管理に関して全社を挙げて取り組んでおります。 

当社では上記のとおり、個人情報等の管理について細心の注意を心掛けておりますが、当社において何らかの理

由により個人情報等の漏洩が生じた場合には、当社の顧客等に対する信頼の著しい低下等により、当社の事業展開

に影響が及ぶ可能性があります。 

（4）業績の季節的変動について 

当社の主要事業である就職情報事業、その中でも、新規学卒者定期採用向けの商品については、企業の新規学卒

者採用活動が活発に行われる11月から5月頃に売上が集中するため、当社の売上高は上半期に偏重する傾向があり

ます。また、営業費用は売上高ほど上半期に集中しないため、利益の偏重はより顕著になる傾向があります。 

最近2事業年度の上半期及び下半期の売上高と構成比は以下のとおりであります。 

（注）売上高に消費税等は含んでおりません。 

  
第29期 

（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

第30期 
（自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31日） 

  上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 

売上高（千円） 2,582,776 1,884,571 4,467,347 2,489,314 1,973,653 4,462,967 

構成比（％） 57.8 42.2 100.0 55.8 44.2 100.0 

売上総利益（千円） 1,485,443 1,220,254 2,705,697 1,432,551 1,141,361 2,573,913 

構成比（％） 54.9 45.1 100.0 55.7 44.3 100.0 

営業利益（千円） 811,975 418,924 1,230,898 723,154 309,737 1,032,891 

構成比（％） 66.0 34.0 100.0 70.0 30.0 100.0 

経常利益（千円） 831,182 445,517 1,276,699 772,777 340,196 1,112,974 

構成比（％） 65.1 34.9 100.0 69.4 30.6 100.0 



（5）法的規制等について 

(1）就職問題懇談会の申合せ及び日本経済団体連合会の倫理憲章等について 

当社の就職情報事業は、現在のところ直接の法的規制等は受けておりませんが、国公私立の大学、短期大学及

び高等専門学校で構成する就職問題懇談会による「大学、短期大学及び高等専門学校卒業予定者にかかる就職に

ついて」の申合せ、日本経済団体連合会による「新規学卒者の採用・選考に関する企業の倫理憲章」等、学校や

企業の団体による申合せ等は、当社が事業活動を行う上で考慮すべき事項であると考えております。また、当社

を含む就職情報事業主要企業11社が加盟する「日本就職情報出版懇話会」では、大学就職関係担当者等との協議

等を通年で行っており、加盟各社は上記の申合せ等を尊重した上での情報提供を行うことを遵守しております。

これまでに、法的規制や上記の申合せ等の変化が当社の事業活動に大きな影響を与えた事実はありませんが、

今後、これらが大きく変化した場合には当社の業績に影響が及ぶ可能性があります。 

(2）許認可事業について 

当社は、有料職業紹介事業及び労働者派遣事業を展開しており、職業安定法第30条第1項及び労働者派遣事業

の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第5条1項の許可を厚生労働大臣より受けて

おります。 

① 職業安定法  厚生労働大臣許可 27－ユ－020148 

② 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 

厚生労働大臣許可 般27－020410 

職業安定法に基づく厚生労働大臣許可の有効期限は平成23年5月31日までであり、その更新についての障害

は、現状においては、認識しておりません。 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律に基づく厚生労働大臣許

可の有効期限は平成22年７月31日であり、その更新についての障害は、現状においては、認識しておりません。

今後、これらの関係法規が改廃された場合や新たな法的規制が設けられた場合には、当社の事業が影響を受け

る可能性があります。 

５【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

６【研究開発活動】 

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）重要な会計方針及び見積り 

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。

この財務諸表の作成に当たりまして、必要と思われる見積りは、合理的な基準に基づいて実施しております。 

（2）財政状態の分析 

① 財政状態及び流動性 

当事業年度における当社の総資産を項目別に概略を述べますと、流動資産につきましては、自己株式の取得に

伴う現金預金減少等により5,075百万円（前期比6.8％減）となりました。固定資産につきましてはソフトウェア

の新規取得等により固定資産合計は1,861百万円（同6.7％増）となりました。以上の結果、総資産は6,936百万円

（同3.5％減）となりました。 

次に負債につきましては、税引前当期純利益の減少等に伴う未払法人税等の減少により、負債合計は922百万円

（同17.5％減）となりました。 

純資産につきましては、利益の獲得並びに自己株式の取得等より6,014百万円（同0.9％減）となり、この結

果、自己資本比率は前期末に比べ2.2ポイント上昇し86.7％となりました。 

② キャッシュ・フロー 

キャッシュ・フローの状況につきましては、「第２.事業の状況 1 業績等の概要（2）キャッシュ・フローの

状況」に記載しております。 

[キャッシュ・フローの参考資料] 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１．株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。 

２. 平成18年10月期及び平成19年10月期のインタレスト・カバレッジ・レシオについては、利払いが存在

しないため記載しておりません。 

３. 有利子負債がないため、債務償還年数については記載しておりません。 

  平成17年10月期 平成18年10月期 平成19年10月期 

自己資本比率（％） 85.2 84.5 86.7 

時価ベースの自己資本比率（％） 444.9 309.5 108.8 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 20,051.1 － － 



（3）経営成績の分析 

① 売上高 

当事業年度における売上高は、4,462百万円と前期比99.9％の横ばいとなりました。これは、当社の主たる事業

である就職情報事業の売上高が前期比0.3％増の4,098百万円にとどまったことが主因ですが、その背景は、多様

化する企業の採用ニーズを満たすべく、新卒採用商品の改善・改良・拡大を図るとともに、新卒採用の困難化に

比例して企業のニーズが高まっている中途採用、なかでも若手社会人・第2新卒の採用に特化した、「Re就活」事

業の強化を進めました。また、採用環境の急激な変化に対応すべく、組織の大幅な見直しを行い、迅速な商品開

発・営業機会の獲得を可能とする体制を整える一方、若手営業社員の早期育成・戦力化を目的とした「社員育成

プログラム」の改革を進めました。 

しかし、採用活動の激化に伴い、採用結果が不振であった企業、特に準大手・中小企業を中心に従来の採用手

法を見直さざるをえない企業が出始め、採用市場の盛り上がりに反して採用企画商品の販売が伸び悩む傾向が表

れたことによります。 

② 売上原価、販売費及び一般管理費 

当事業年度における売上原価は、1,889百万円と前期比7.2％の増加となりました。当事業年度の売上高が横ば

いであったのに比し、売上原価の伸びが7.2％になったのは、就職情報事業の中で特に就職博の告知費用の増加に

よるものであります。 

販売費及び一般管理費は、人員の増加、販促費の増加等により前期比4.5％増となりました。 

③ 営業利益、経常利益、当期純利益 

以上の結果、営業利益は前期比16.1％減の1,032百万円となり、また、営業外損益において本社ビルのテナント

収入等が寄与し、経常利益は前期比12.8％減の1,112百万円となりました。 

また、特別損失として、東京本部事務所移転に伴う設備等の除却が発生し、当期純利益は、前期比15.2％減の

638百万円となりました。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

当社は、当事業年度において、自社利用のソフトウェアを中心に109百万円の設備投資を行いました。 

２【主要な設備の状況】 

当社における、主要な設備は以下のとおりであります。 

（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、機械及び装置、工具、器具及び備品であります。 

２．上記以外に営業所建物等を賃借しており、年間賃借料は、81,314千円であります。 

３．従業員数の（ ）は、パート・嘱託社員・契約社員数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の計画 

１． 営業基盤の強化、新規顧客拡大のための投資であります。 

２． 平成17年9月16日の東京証券取引所の上場に際し、公募増資で得た資金については、設備投資資金として活

用する計画であり、選定中でありましたが、経済環境等の変化により不動産価格が急騰しており、適当な物件

が見つかっておりません。また、セミナーハウスに変わるもとして平成19年６月より、東京本部を約２倍に増

床し、有楽町セミナーハウスとして、それに対応いたしました。 

以上により、不動産価格が当初購入予定金額までに沈静化するまで購入を凍結することといたしました。 

なお、設備資金として、調達いたしました金額につきましては、投資案件が決定するまで安全性の高い定期

預金で運用いたします。 

（2） 重要な改修 

該当事項はありません。 

  平成19年10月31日現在

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別
の名称 

設備の内容 

帳簿価額（千円） 
従業 
員数 
（人）建物及び 

構築物 
土地 

(面積㎡) 
その他 合計 

本 社 

(大阪市北区) 
 就職情報事業 

販売業務・管理

施設 
496,074 

526,457 

(364.51) 
32,630 1,055,162 

81 

（5） 

事業所名 設備の内容 

投資予定金額 

資金調達方法 

着手及び完了予定年月 
完了後の増
加能力 総額 

(千円) 
既支払額
(千円) 

着手 完成予定 

セミナーハウス

（仮称） 
土地・建物 2,600,000 － 自己資金 （注２） （注２） （注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】 

②【発行済株式】 

（2）【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

（3）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 50,240,000 

計 50,240,000 

種類 
事業年度末現在発行数（株） 

（平成19年10月31日） 
提出日現在発行数（株） 
（平成20年1月29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 15,560,000 15,560,000 東京証券取引所市場第一部 － 

計 15,560,000 15,560,000 － － 



（4）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

(注）１．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

発行株数      250,000株 

発行価格      6,761.20円 

資本組入額      3,381円 

払込金総額   1,690,300千円 

２．資本準備金の資本組入れ 

資本組入額    235,350千円 

３. 株式分割 

１株を２株に分割 

４. 株式分割 

 １株を２株に分割 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（千株） 

発行済株式総
数残高(千株) 

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14年2月16日 

  
2,826 3,140 － 219,400 － 78,400 

平成14年5月31日 

  
500 3,640 200,000 419,400 129,000 207,400 

平成17年9月16日  

（注１） 
250 3,890 845,250 1,264,650 845,050 1,052,450 

平成17年9月20日 

（注２） 
－ 3,890 235,350 1,500,000 △235,350 817,100 

平成17年12月20日 

（注３） 
3,890 7,780 － 1,500,000 － 817,100 

平成18年11月1日 

（注４）  
7,780 15,560 － 1,500,000 － 817,100 



（5）【所有者別状況】 

（注）自己株式1,048,300株は、「個人その他」に10,483単元を含めて記載しております。 

（6）【大株主の状況】 

 (注）上記のほか、当社所有の自己株式、1,048千株（6.74％）があります。 

  平成19年10月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 
単元未満株
式の状況 

（株） 
政府及び地
方公共団体 

金融機関 
金融商品取
引業者 

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） － 34 30 45 32 6 4,653 4,800 － 

所有株式数

（単元） 
－ 15,325 3,134 21,548 8,474 18 107,081 155,580 2,000 

所有株式数の

割合（％） 
－ 9.84 2.01 13.85 5.45 0.01 68.84 100 － 

  平成19年10月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

中井 清和 堺市南区 1,643 10.56 

株式会社清和ホールディング

ス 
堺市南区新檜尾台1-16-10 1,500 9.64 

茶野 光史 大阪府池田市 936 6.02 

北野 信雄 大阪府八尾市 758 4.87 

茶野 直美 大阪府池田市 641 4.12 

学情社員持株会 大阪市北区梅田2-5-10 637 4.10 

北野 明子 大阪府八尾市 600 3.86 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海1-8-11 398 2.56 

バンク オブ ニューヨーク 

ジーシーエム クライアント 

アカウンツ イー エル ア

ールジー 

（常任代理人 株式会社三菱

東京UFJ銀行 決済事業部） 

VICTORIA PLAZA，111 BUCKINGHAM 

PALACE ROAD LONDON SW1W OSB U.K.

（東京都千代田区丸の内2-7-1）  

390 2.51 

中井 洋子 堺市南区 319 2.05 

計 － 7,826 50.29 



（7）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

（8）【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

  平成19年10月31日現在

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） 普通株式 1,048,300 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 14,509,700 145,097 － 

単元未満株式 2,000 － － 

発行済株式総数 15,560,000 － － 

総株主の議決権 － 145,097 － 

  平成19年10月31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（％） 

株式会社学情 
大阪府大阪市北区

梅田2-5-10 
1,048,300 － 1,048,300 6.7 

計 － 1,048,300 － 1,048,300 6.7 



２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 

会社法第155条第3号の規定に基づく普通株式の取得 

（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】 

会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく、取締役会決議による取

得 

（注）当期間における取得自己株式には、平成20年1月15日からこの有価証券報告書提出日までの取引は含めており

ません。 

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

取締役会（平成19年6月12日）での決議状況 

（取得期間 平成19年6月13日～平成19年10月24日） 
440,000 350,000,000 

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 440,000 296,280,600 

残存決議株式の総数及び価額の総額 － 53,719,400 

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） － 15.3 

当期間における取得自己株式 － － 

提出日現在の未行使割合（％） － 15.3 

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

取締役会（平成19年8月24日）での決議状況 

（取得期間 平成19年8月27日～平成19年10月24日） 
1,000,000 500,000,000 

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 608,300 289,729,800 

残存決議株式の総数及び価額の総額 391,700 210,270,200 

未行使割合（％） 39.2 42.1 

当期間における取得自己株式 － － 

 提出日現在の未行使割合（％） 39.2 42.1 

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

取締役会（平成19年12月12日）での決議状況 

（取得期間 平成19年12月13日～平成20年10月24日） 
1,000,000 600,000,000 

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 － － 

残存決議株式の総数及び価額の総額 1,000,000 600,000,000 

未行使割合（％） 100.0 100.0 

当期間における取得自己株式 212,300 87,518,720 

 提出日現在の未行使割合（％） 78.8 85.4 



（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】  

該当事項はありません。 

（4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】  

（注）当期間における保有自己株式数には、平成20年1月15日からこの有価証券報告書提出日までの取引は含めてお

りません。 

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 1,048,300 － 1,260,600 － 



３【配当政策】 

当社は、企業価値の 大化に向け、将来の事業拡大に必要不可欠な新規事業開発、人材育成などの成長投資を

優先とし、内部留保を確保いたします。成長のための内部留保を確保したあとの余剰資金につきましては、キャッ

シュ・フローの状態を勘案のうえ、可能な限り株主の皆様に還元していく所存です。この基本方針に基づき、平成

19年10月期の年間配当金については1株当たり13円00銭（うち中間配当5円）といたしました。なお、平成18年10月

31日を基準日として、平成18年11月1日付で1株を2株に分割しました結果、平成19年10月期の配当金は、実質的に

は前期比で2.6倍となりました。 

内部留保資金の使途につきましては、高度化する社内情報関連設備や、「学情ナビ」「Re就活」のためのソフト

ウェア開発資金等に充当し、事業拡大に努めてまいる所存です。 

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うこととしており、これらの剰余金の配当の決定機関

は、期末配当については、株主総会、中間配当については取締役会であります。 

また「取締役会の決議により、毎年4月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定め

ております。 

なお、当事業年度における剰余金の配当は以下のとおりであります。 

  

４【株価の推移】 

（1）【 近５年間の事業年度別 高・ 低株価】 

（注）1． 高・ 低株価は、平成16年12月12日までは日本証券業協会の公表のものであり、平成16年12月13日より平

成18年9月29日まではジャスダック証券取引所におけるものであり、平成18年10月2日以降は東京証券取引所

第一部におけるものであります。 

なお、第28期の事業年度別 高・ 低株価のうち、※は日本証券業協会の公表のものであります。  

2．□印は、株式分割（基準日平成18年10月31日、1株を2株に分割）による権利落後の株価を示しております。 

（2）【 近６月間の月別 高・ 低株価】 

決議 配当金の総額（千円） １株当たりの配当額（円） 

平成19年１月25日 

定時株主総会 
38,900 5 

平成19年６月12日 

取締役会 
77,800 5 

回次 第26期 第27期 第28期 第29期 第30期 

決算年月 平成15年10月 平成16年10月 平成17年10月 平成18年10月 平成19年10月 

高（円） 359 1,400 
10,150 

※ 1,520 

4,910 

      □ 1,475 
1,478 

低（円） 244 265 
1,521 

※ 1,110 

2,535 

       □  1,365 
416 

月別 平成19年５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 

高（円） 796 715 698 503 484 537 

低（円） 672 600 462 416 426 450 



５【役員の状況】 

（注）１．監査役金谷榮一、堀淸、山田定信は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。 

２．平成19年1月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間 

３．平成20年1月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間 

４．平成17年1月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間 

５．平成19年1月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（千株） 

取締役社長 

(代表取締役) 
  中井 清和 昭和23年９月13日生

昭和51年11月 当社創業 

昭和52年11月 当社設立、代表取締役社長（現

任） 

(注)２ 1,643 

専務取締役 
管理部、人事プ

ロジェクト 
茶野 光史 昭和23年８月２日生

昭和51年11月 当社創業 

平成元年12月 当社常務取締役 

平成17年２月 当社専務取締役（現任） 

(注)２ 936 

常務取締役 監査室室長 北野 信雄 昭和25年９月23日生
昭和51年11月 当社創業 

平成元年12月 当社常務取締役（現任） 
(注)２ 758 

取締役 

 新卒採用事業

部、Re就活事業

部、紹介・派遣

事業部 

片山 信人 昭和36年５月８日生

昭和61年４月 株式会社実鷹企画（当社前身）入

社 

平成16年４月 当社大阪営業本部ゼネラルマネー

ジャー 

平成17年10月 当社執行役員（大阪営業本部・京

都支社担当） 

平成19年３月 当社営業統括 執行役員 

平成20年１月 当社取締役（現任） 

(注)３ － 

常勤監査役   土屋 典重 昭和21年１月５日生

平成元年４月 ダイヤモンド電機株式会社入社 

  管理本部企画部長 

平成12年11月 当社入社 

  管理部ゼネラルマネージャー 

平成14年１月 当社常勤監査役（現任） 

(注)４ 5 

監査役   金谷 榮一 昭和２年８月30日生
昭和55年11月 株式会社新広社代表取締役副社長 

平成12年１月 当社監査役（現任） 
(注)５ － 

監査役   堀   淸 昭和23年７月４日生

平成12年10月 弁護士登録 

平成12年10月 中村泰雄法律事務所入所 

平成14年１月 当社監査役（現任） 

平成15年３月 堀淸弁護士事務所設立、代表（現

任） 

(注)４ 0 

 監査役   山田 定信 昭和９年２月１日生 

 昭和31年5月  朝日放送株式会社入社 

 平成７年6月  同社取締役 経理局長 

 平成11年6月  同社常務取締役 経理担当 

 平成15年6月  同社顧問（現任） 

 平成19年1月  当社監査役（現任） 

(注)５ － 

        計   3,344 



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、コーポレート・ガバナンスについて、会社の意思決定機関である取締役会の活性化並びに経営陣に

対する監視と、不正を防止する仕組みが企業統治であるとの考えを基本としております。 

（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会社の機関の基本説明 

当社は、監査役会制度を採用しております。当社の取締役は4名で、社外取締役は選任しておりません。ま

た、監査役は4名で、うち3名は社外監査役であります。社外監査役と当社との間に人的、資本的関係又は取引

関係、その他利害関係はありません。 

②取締役の定数 

当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。 

③取締役の選任の決議要件 

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3

分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって行う旨定款に定めております。また、

取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。 

④株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項 

当社は、事業環境の変化に対応した機動的な経営を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締

役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行なうことができる旨定款に定めております。 

⑤株主総会の特別決議要件 

当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権

の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めており

ます。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行なうこ

とを目的とするものであります。 

⑥内部統制システム及び監査役監査の状況 

当社の内部統制システムとしましては、経営環境の変化に即応するため毎月開催する取締役会に加え、緊急

を要する場合にはその都度臨時取締役会を開催し、議論・審議にあたっております。また、業務執行の迅速化

と各部署が抱える問題点を把握し速やかに対処するため、取締役・監査役及び全国の部署責任者による週間業

務報告会議をテレビ会議システムを通じて毎週開催すると共に、月1回は全員が一同に会し本社にて経営会議

を開催しております。監査役（常勤）は常に取締役会及び業務報告会議、経営会議に出席し、適宜、意見の表

明を行うとともに、内部監査担当者との連携を密にし、監査の実効性を高めております。 

⑦内部監査の状況 

当社は、内部牽制組織として社長直属の内部監査室（室長1名、内部監査人2名）を設置し、監査計画に基づ

き各部門の業務について監査を実施しております。監査の結果は速やかに社長に報告するとともに、被監査部

門に対して改善項目の指導を行い、改善状況の報告を求めることにより規程に基づく適正な業務運営を図って

おります。また、監査の実施にあたっては、監査役との連携を密にし、実効性を高めております。 

⑧会計監査の状況 

（ⅰ）会計監査業務を執行した公認会計士 指定社員 業務執行社員 梶浦和人 

指定社員 業務執行社員 和田稔郎 

（ⅱ）所属する監査法人         監査法人 トーマツ 

（ⅲ）会計監査業務に係る補助者     公認会計士3名 

会計士補等4名 

（注）１．継続関与年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。 

２．同監査法人または業務執行社員との間には利害関係はありません。 



（3）役員報酬の内容 

取締役及び監査役に対する報酬 

取締役                           85,234千円 

監査役                             12,217千円（うち社外監査役3,900千円） 

合計                           97,451千円 

（注） 上記の金額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額15,947千円(取締役4名分15,634

千円、監査役1名分313千円)が含まれております。 

なお、平成19年11月12日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を当期の決算期に関する定

時株主総会の終結日をもって廃止し、それまでの在任期間に対応する金額は対象役員の退任時に支払

うことを決議しております。 

また、役員退職慰労引当金制度廃止に関して、第30期定時株主総会において株主の皆様のご承認を

いただきました。 

（4）監査報酬の内容 

公認会計士法 (昭和23年法律第103号) 

第2条第1項に規定する業務に基づく監査報酬        13,000千円 

その他の報酬                         －千円 



第５【経理の状況】 

１．財務諸表の作成方法について 

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17年11月1日から平成18年10月31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18年11月１日から平成19年10月31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。 

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、前事業年度（平成17年11月1日から平成18年10月31日まで）

の財務諸表について、また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（平成18年11月1日

から平成19年10月31日まで）の財務諸表について、監査法人トーマツにより監査を受けております。 

３．連結財務諸表について 

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 



【財務諸表等】 

（1）【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 

   
前事業年度 

（平成18年10月31日） 
当事業年度 

（平成19年10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   4,864,636 4,068,266 

２．受取手形  13,556 4,147 

３．売掛金  393,583 543,090 

４. 金銭の信託  － 302,749 

５．未成制作費 ※１ 21,561 19,505 

６．前払費用  67,754 71,503 

７．繰延税金資産  89,426 68,005 

８．その他  4,485 6,307 

９．貸倒引当金  △10,728 △8,058 

流動資産合計  5,444,276 75.7 5,075,516 73.2

Ⅱ 固定資産    

（1）有形固定資産    

１．建物  665,528 676,304   

減価償却累計額  131,907 533,620 156,285 520,018 

２．構築物  6,159 6,159   

減価償却累計額  2,940 3,219 3,397 2,762 

３．機械及び装置  3,428 3,428   

減価償却累計額  1,636 1,791 1,890 1,537 

４．工具、器具及び備
品 

 60,280 77,844   

減価償却累計額  27,481 32,798 40,112 37,731 

５．土地  542,897 542,897 

有形固定資産合計  1,114,327 15.5 1,104,947 15.9

（2）無形固定資産    

１．ソフトウェア  68,226 121,342 

２．電話加入権  6,505 6,505 

無形固定資産合計  74,731 1.0 127,848 1.8

 



   
前事業年度 

（平成18年10月31日） 
当事業年度 

（平成19年10月31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  268,985 278,620 

２．長期前払費用  875 － 

３．繰延税金資産  154,061 154,230 

４．差入保証金  63,158 105,918 

５．その他  74,321 96,037 

６．貸倒引当金  △6,500 △6,500 

投資その他の資産合計  554,902 7.7 628,308 9.1

固定資産合計  1,743,961 24.3 1,861,103 26.8

資産合計  7,188,238 100.0 6,936,620 100.0 

     

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  91,269 171,398 

２．未払金  86,590 30,941 

３．未払費用  17,506 13,611 

４．未払法人税等  380,511 162,984 

５．未払消費税等  45,609 7,747 

６．前受金  8,408 39,387 

７．預り金  8,602 6,921 

８．前受収益  11,357 10,210 

９．賞与引当金  118,890 113,176 

流動負債合計  768,745 10.7 556,380 8.0

     

     

 



  
前事業年度 

（平成18年10月31日） 
当事業年度 

（平成19年10月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅱ 固定負債   

１．役員退職慰労引当金 327,800 343,747 

２．預り保証金 20,812 22,008 

固定負債合計 348,612 4.8 365,755 5.3

負債合計 1,117,358 15.5 922,135 13.3

 （純資産の部）   

 Ⅰ  株主資本   

１．資本金 1,500,000 20.9 1,500,000 21.6

２．資本剰余金   

（1）資本準備金 817,100 817,100   

（2）その他資本剰余金 844,226 844,226   

資本剰余金合計 1,661,326 23.1 1,661,326 24.0

３．利益剰余金   

（1）利益準備金 8,455 8,455   

（2）その他利益剰余金   

別途積立金 1,800,000 1,800,000   

繰越利益剰余金 1,114,636 1,636,298   

利益剰余金合計 2,923,091 40.7 3,444,753 49.6

４．自己株式 － － △586,010 △8.4

株主資本合計 6,084,418 84.7 6,020,069 86.8

 Ⅱ  評価・換算差額等   

  １．その他有価証券評価 
    差額金 

△13,538 △0.2 △5,583 △0.1

評価・換算差額等合計 △13,538 △0.2 △5,583 △0.1

純資産合計 6,070,879 84.5 6,014,485 86.7

負債純資産合計 7,188,238 100.0 6,936,620 100.0

    



② 【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年11月１日 
至 平成19年10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 4,467,347 100.0 4,462,967 100.0 

Ⅱ 売上原価 1,761,649 39.4 1,889,053 42.3

売上総利益 2,705,697 60.6 2,573,913 57.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１．販売促進費 95,440 103,495   

２．役員報酬 103,804 81,504   

３．給与及び手当 574,008 636,309   

４．賞与 77,355 79,311   

５．賞与引当金繰入額 115,966 110,392   

６．退職給付費用 7,560 4,549   

７．役員退職慰労引当金繰
入額 

16,145 15,947   

８．福利厚生費 113,861 109,473   

９．旅費交通費 47,386 47,738   

10．通信費 21,166 19,103   

11．事務用消耗品費 27,480 34,359   

12．支払手数料 48,191 45,186   

13．賃借料 62,320 81,314   

14．減価償却費 46,554 52,340   

15．貸倒引当金繰入額 9,001 －   

16．その他 108,554 1,474,799 33.0 119,995 1,541,021 34.5

営業利益 1,230,898 27.6 1,032,891 23.2

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息 3,129 13,229   

２. 有価証券利息 1,936 2,348   

３．受取配当金 2,155 2,245   

４．受取家賃 51,557 52,892   

５. 投資有価証券売却益 － 18,000   

６．その他 4,175 62,953 1.4 11,141 99,857 2.2

    
 



  
前事業年度 

（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅴ 営業外費用   

１．賃貸資産原価 13,748 13,060   

２. 株式交付費 3,217 1,799   

３. 自己株式買付手数料 － 3,845   

４．その他 187 17,152 0.4 1,070 19,775 0.5

経常利益 1,276,699 28.6 1,112,974 24.9

Ⅵ 特別損失   

１．固定資産除却損 ※１ － － － 4,645 4,645 0.1

税引前当期純利益 1,276,699 28.6 1,108,328 24.8

法人税、住民税及び事
業税 

546,671 454,151   

法人税等調整額 △22,536 524,135 11.7 15,814 469,966 10.5

当期純利益 752,564 16.9 638,361 14.3

    



売上原価明細書 

  
前事業年度 

（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31日） 

区分 金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 人件費 43,376 2.5 47,655 2.5

Ⅱ 経費   

発送費 457,776 448,160   

会場費 341,288 348,072   

放送・掲載費 281,971 345,446   

印刷費 171,578 194,538   

その他 465,658 1,718,273 97.5 505,178 1,841,398 97.5

売上原価合計 1,761,649 100.0 1,889,053 100.0 

    



③ 【株主資本等変動計算書】 

前事業年度（自 平成17年11月1日 至 平成18年10月31日） 

  

 （注1）平成18年1月26日の定時株主総会決議における配当19,450千円及び平成18年6月12日開催の取締役会決議に

よる配当38,900千円であります。  

 （注2）平成18年1月26日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

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 

別 途 
積立金 

繰越利益 
剰 余 金 

平成17年10月31日 残高 
（千円） 

1,500,000 817,100 844,226 1,661,326 8,455 1,400,000 844,921 2,253,377 5,414,703 

事業年度中の変動額                  

剰余金の配当（注1）             △58,350 △58,350 △58,350 

当期純利益             752,564 752,564 752,564 

役員賞与の支給（注2）             △24,500 △24,500 △24,500 

別途積立金の積立て（注2）           400,000 △400,000 － － 

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） 

－ － － － － 400,000 269,714 669,714 669,714 

平成18年10月31日 残高 
（千円） 

1,500,000 817,100 844,226 1,661,326 8,455 1,800,000 1,114,636 2,923,091 6,084,418 

 

評価・換算差額等 

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10月31日 残高 
（千円） 

△7,021 △7,021 5,407,682 

事業年度中の変動額      

剰余金の配当（注1）     △58,350 

当期純利益     752,564 

役員賞与の支給（注2）     △24,500 

別途積立金の積立て（注2）     － 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

△6,516 △6,516 △6,516 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

△6,516 △6,516 663,198 

平成18年10月31日 残高 
（千円） 

△13,538 △13,538 6,070,879 



当事業年度（自 平成18年11月1日 至 平成19年10月31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 

利 益 
準備金 

その他利益剰余金 

別 途 
積立金 

繰越利益 
剰 余 金 

平成18年10月31日 残高 
（千円） 

1,500,000 817,100 844,226 8,455 1,800,000 1,114,636 － 6,084,418 

事業年度中の変動額                

剰余金の配当           △116,700   △116,700 

当期純利益           638,361   638,361 

自己株式の取得             △586,010 △586,010 

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） 

－ － － － － 521,661 △586,010 △64,348 

平成19年10月31日 残高 
（千円） 

1,500,000 817,100 844,226 8,455 1,800,000 1,636,298 △586,010 6,020,069 

 

評価・換算差額等 

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18年10月31日 残高 
（千円） 

△13,538 △13,538 6,070,879 

事業年度中の変動額      

剰余金の配当     △116,700 

当期純利益     638,361 

自己株式の取得     △586,010 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

7,954 7,954 7,954 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

7,954 7,954 △56,394 

平成19年10月31日 残高 
（千円） 

△5,583 △5,583 6,014,485 



④ 【キャッシュ・フロー計算書】 

   
前事業年度 

（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年11月１日 
至 平成19年10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 

  

税引前当期純利益  1,276,699 1,108,328

減価償却費  56,281 61,170

賞与引当金の増加額
（△減少額） 

 26,995 △5,713

退職給付引当金の減少
額 

 △1,153 －

役員退職慰労引当金の
増加額 

 16,145 15,947

受取利息及び受取配当
金 

 △7,220 △17,823

投資有価証券売却益  － △18,000

売上債権の増加額  △145,460 △140,098

仕入債務の増加額  5,071 80,129

その他  15,279 △59,484

    

小計  1,242,637 1,024,454

利息及び配当金の受取
額 

 6,000 16,228

法人税等の支払額  △446,617 △667,020

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 802,020 373,663

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 

 △2,400,000 －

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △34,756 △38,741

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △39,927 △92,346

金銭の信託による支出  － △300,000

投資有価証券の売却に
よる収入  

 － 20,500

投資有価証券の取得に
よる支出 

 △101,980 △480

差入保証金の払込によ
る支出 

 － △42,759

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △2,576,663 △453,828

 



   
前事業年度 

（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

     自己株式の取得による
支出 

 － △589,855

配当金の支払額  △58,309 △116,243

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △58,309 △706,098

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 － －

Ⅴ 現金及び現金同等物の減
少額 

 △1,832,952 △786,264

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 3,412,205 1,579,252

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

 1,579,252 792,988

    



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

① 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） 

その他有価証券 

① 時価のあるもの 

同左 

  ② 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

② 時価のないもの 

同左 

２．運用目的の金銭の信託の

評価基準及び評価方法 
－ 時価法を採用しております。 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。ただ

し、平成10年4月1日以降に取得した

建物（付属設備を除く）については

定額法を採用しております。なお、

建物の主な耐用年数は15～38年であ

ります。 

(1）有形固定資産 

同左 

  (2）無形固定資産 

定額法を採用しております。な

お、自社利用のソフトウェアについ

ては社内における利用可能期間（5

年）に基づく定額法を採用しており

ます。 

(2）無形固定資産 

同左 

 



項目 
前事業年度 

（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31日） 

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勘

案し、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）賞与引当金 

従業員の賞与支給に充てるため、

当期に負担すべき支給見込額を計上

しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務見込額

及び年金資産残高に基づき、当期末

に発生していると見込まれる額を計

上しております。 

(3）退職給付引当金 

同左 

  (4）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 

なお、平成19年11月12日開催の取

締役会において、役員退職慰労金制

度を当期の決算期に関する定時株主

総会の終結日をもって廃止し、それ

までの在任期間に対応する金額は対

象役員の退任時に支払うことを決議

しております。 

 



会計処理方法の変更 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31日） 

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．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

手許現金、随時引出し可能な預金

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ケ月以内に償

還期限の到来する短期投資からなっ

ております。 

同左 

７．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。 

消費税等の会計処理 

同左 

前事業年度 
（自 平成17年11月1日 
至 平成18年10月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年11月1日 
至 平成19年10月31日） 

１．固定資産の減損に係る会計基準 

当事業年度から、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。これによる損益に与える影響はあ

りません。 

２．役員賞与に関する会計基準 

当事業年度から「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。 

この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益が26,645千円減少してお

ります。 

－ 

３．貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 

当事業年度から「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。 

従来の基準に従った「資本の部」合計に相当する

金額は6,070,879千円であります。 

なお、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。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（平成18年10月31日） 

当事業年度 
（平成19年10月31日） 

※１ 未成制作費 

出版物の制作等の制作途中にあるもので、すで

に、制作等の終了した工程に係る費用の支出額及び

支払の確定した金額であります。 

※１ 未成制作費 

同左 

前事業年度 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31日） 

※１ ※１ 固定資産除却損の内容は、次のとおりです。 

－ 

建物          4,483千円 

工具、器具及び備品    162千円 

計           4,645千円 



（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自平成17年11月1日 至平成18年10月31日） 

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 

                                                （単位：株） 

（注）発行済株式数の増加は、平成17年12月20日付をもって普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったことによ

る増加分であります。 

  

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

3.配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

次のとおり付議いたしました。 

  前期末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 

 発行済株式        

普通株式 3,890,000 3,890,000 － 7,780,000 

合計 3,890,000 3,890,000 － 7,780,000 

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1月26日 

定時株主総会 
普通株式 19,450 5 平成17年10月31日 平成18年1月26日 

平成18年6月12日 

取締役会 
普通株式 38,900 5 平成18年4月30日 平成18年7月10日 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年1月25日 

定時株主総会 
普通株式 38,900 利益剰余金 5 平成18年10月31日 平成19年1月26日



 当事業年度（自平成18年11月1日 至平成19年10月31日） 

 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 

                                                （単位：株） 

（注1）発行済株式数の増加は、平成18年11月1日付をもって普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったことによる

増加分であります。  

（注2）自己株式数の増加は、取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。 

  

 2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

 3.配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

次のとおり付議いたしました。 

  前期末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 

発行済株式        

普通株式（注1） 7,780,000 7,780,000 － 15,560,000 

合計 7,780,000 7,780,000 － 15,560,000 

自己株式         

普通株式（注2） － 1,048,300 － 1,048,300 

合計 － 1,048,300 － 1,048,300 

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1月25日 

定時株主総会 
普通株式 38,900 5 平成18年10月31日 平成19年1月26日 

平成19年6月12日 

取締役会 
普通株式 77,800 5 平成19年4月30日 平成19年7月9日 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年1月25日 

定時株主総会 
普通株式 116,093 利益剰余金 8 平成19年10月31日 平成20年1月28日



（キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31日） 

キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物

の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物

の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

（平成18年10月31日現在） （平成19年10月31日現在）

現金及び預金勘定 4,864,636千円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △3,285,384千円

現金及び現金同等物 1,579,252千円

現金及び預金勘定 4,068,266千円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △3,275,278千円

現金及び現金同等物 792,988千円

前事業年度 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年11月１日 
至 平成19年10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 

重要性のあるリース取引はありませんので、記載を省

略しております。  
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．前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券 

前事業年度（自平成17年11月1日 至平成18年10月31日） 

該当事項はありません。 

当事業年度（自平成18年11月1日 至平成19年10月31日） 

３．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） 

前事業年度（自平成17年11月１日 至平成18年10月31日）及び当事業年度（自平成18年11月１日 至平成19年

10月31日） 

当社は、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。 

（ストック・オプション等関係） 

前事業年度（自平成17年11月１日 至平成18年10月31日）及び当事業年度（自平成18年11月１日 至平成19年10

月31日） 

該当事項はありません。 

  種類 

前事業年度（平成18年10月31日） 当事業年度（平成19年10月31日） 

取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの 

(1）株式 2,494 5,449 2,955 3,154 4,090 935 

(2）債券 － － － － － － 

(3）その他 － － － － － － 

小計 2,494 5,449 2,955 3,154 4,090 935 

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの 

(1）株式 80,407 57,610 △22,796 80,254 71,675 △8,579 

(2）債券 204,409 201,460 △2,949 202,646 200,890 △1,756 

(3）その他 － － － － － － 

小計 284,817 259,070 △25,746 282,900 272,565 △10,335 

合計 287,311 264,520 △22,791 286,055 276,655 △9,400 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

20,500 18,000 － 

種類 
前事業年度（平成18年10月31日） 当事業年度（平成19年10月31日） 

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券     

非上場株式 4,465 1,965 



（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は、主として適格退職年金制度を採用しております。 

２．退職給付債務に関する事項 

３．退職給付費用に関する事項 

  
前事業年度 

（平成18年10月31日） 
当事業年度 

（平成19年10月31日） 

退職給付債務（千円） 

年金資産（千円） 

前払年金費用（千円） 

△105,804 

108,886 

3,081 

「退職給付引当金」及び「前

払年金費用」は、貸借対照表の

表示上、両者を相殺しておりま

す。 

なお、相殺した額は、当事業

年度末において9,645千円であ

ります。 

△115,562 

126,429 

10,866 

  
前事業年度 

（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31日） 

勤務費用（千円） 

年金資産増加額（千円） 

その他（千円） 

退職給付費用（千円） 

16,858 

△8,759 

96 

8,195 

11,983 

△5,870 

96 

6,208 



（税効果会計関係） 

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 

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 

    （単位：千円） 

  前事業年度 
（平成18年10月31日） 

当事業年度 
（平成19年10月31日） 

繰延税金資産（流動） 

賞与引当金 

未払事業税 

その他 

合計 

  

繰延税金資産（固定） 

役員退職慰労引当金 

その他有価証券評価差額金 

その他 

小計 

繰延税金負債（固定） 

前払年金費用 

繰延税金資産の純額（固定） 

  

48,269 

30,103 

11,053 

89,426 

  

  

133,086 

9,253 

12,972 

155,312 

  

1,251 

154,061 

  

45,949 

14,019 

8,035 

68,005 

  

  

139,561 

3,823 

15,257 

158,642 

  

4,411 

154,230 

  前事業年度 
（平成18年10月31日） 

当事業年度 
（平成19年10月31日） 

  

  

  

  

法定実効税率と税効

果会計適用後の法人

税等の負担率との間

の差異が法定実効税

率の100分の5以下で

あるため注記を省略

しております。 

法定実効税率と税効

果会計適用後の法人

税等の負担率との間

の差異が法定実効税

率の100分の5以下で

あるため注記を省略

しております。 



（持分法損益等） 

前事業年度（自平成17年11月１日 至平成18年10月31日）及び当事業年度（自平成18年11月１日 至平成19年

10月31日） 

該当事項はありません。 

  



【関連当事者との取引】 

前事業年度（自平成17年11月１日 至平成18年10月31日）及び当事業年度（自平成18年11月１日 至平成19年

10月31日） 

該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

（注）1株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

前事業年度 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31日） 

1株当たり純資産額 780円32銭

1株当たり当期純利益 96円73銭

1株当たり純資産額 414円46銭

1株当たり当期純利益 41円61銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について

は、新株予約権の発行等がなく潜在株式がないため記載

しておりません。 

当社は、平成17年12月20日付けで株式1株につき2株の

株式分割を行っております。これにより、発行済株式数

は、3,890,000株増加いたしました。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における1株当たり情報は、それぞれ以下

のとおりであります。 

前事業年度 

1株当たり純資産額           691円92銭 

1株当たり当期純利益          63円56銭 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について

は、新株予約権の発行等がなく潜在株式がないため記載

しておりません。 

当社は、平成18年11月1日付けで株式1株につき2株の株

式分割を行っております。これにより、発行済株式数

は、7,780,000株増加いたしました。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における1株当たり情報は、それぞれ以下

のとおりであります。 

前事業年度 

1株当たり純資産額           390円 16 銭 

1株当たり当期純利益         48円 36 銭 

  
前事業年度 

（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31日） 

当期純利益（千円） 752,564 638,361 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 752,564 638,361 

期中平均株式数（株） 7,780,000 15,342,848 



（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年11月１日 
至 平成19年10月31日） 

平成18年7月31日開催の当社取締役会の決議に基づき、

次のように株式分割による新株式を発行しております。 

－ 

１．平成18年11月1日付をもって普通株式1株につき2株に

分割します。 

（1）分割により増加する株式数 

普通株式             7,780,000株 

（2）分割方法 

平成18年10月31日 終の株主名簿及び実質株

主名簿に記載された株主の所有株式数を、1株に

つき2株の割合をもって分割します。 

２．配当起算日 

平成18年11月1日 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

事業年度及び当事業年度における1株当たりの情報はそれ

ぞれ以下のとおりになります。 

前事業年度 当事業年度 

1株当たり純資産額 1株当たり純資産額 

345円96銭 390円16銭 

1株当たり当期純利益 1株当たり当期純利益 

31円78銭 48円36銭 

－ 

平成19年12月12日開催の当社取締役会において、会社

法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、自己株式を取得すること及びそ

の具体的な取得方法について決議し、取得方法について

下記のとおり決議いたしました。 

自己株式取得に関する取締役会の決議内容 

① 取得する株式の種類 

 当社普通株式 

② 取得する株式の総数 

1,000,000株 

③ 取得する期間 

平成19年12月13日～平成20年10月24日 

④ 取得価格の総額 

600百万円（上限） 

⑤ 取得の方法 

東京証券取引所の市場取引 



⑤ 【附属明細表】 

 【有価証券明細表】 

【株式】 

【債券】 

 【有形固定資産等明細表】 

 【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

投資有価証券 
その他有

価証券 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（千円） 

日本管財㈱ 23,500 71,675 

その他（5銘柄） 5,101 6,055 

計 28,601 77,730 

投資有価証券 
その他有

価証券 

銘柄 券面総額（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 

円建永久劣後債（三井住友銀行） 100,000 101,010 

    円建永久劣後債（三菱東京UFJ銀行） 100,000 99,880 

計 200,000 200,890 

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 665,528 17,176 6,400 676,304 156,285 26,294 520,018 

構築物 6,159 － － 6,159 3,397 457 2,762 

機械及び装置 3,428 － － 3,428 1,890 254 1,537 

工具、器具及び備品 60,280 18,959 1,395 77,844 40,112 13,863 37,731 

土地 542,897 － － 542,897 － － 542,897 

有形固定資産計 1,278,294 36,135 7,795 1,306,634 201,686 40,869 1,104,947 

無形固定資産               

ソフトウェア 95,302 73,417 － 168,719 47,376 20,300 121,342 

電話加入権 6,505 － － 6,505 － － 6,505 

無形固定資産計 101,807 73,417 － 175,224 47,376 20,300 127,848 

長期前払費用 875 － 875 － － － － 



 【借入金等明細表】 

     該当事項はありません。  

 【引当金明細表】 

（注）貸倒引当金の当期減少額（その他）は、債権の回収による戻入額7,913千円及び洗替による戻入額1,800千円

であります。 

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 17,228 7,336 293 9,713 14,558 

賞与引当金 118,890 113,176 118,890 － 113,176 

役員退職慰労引当金 327,800 15,947 － － 343,747 



（2）【主な資産及び負債の内容】 

① 流動資産 

イ．現金及び預金 

ロ．受取手形 

(イ)相手先別内訳 

(ロ)期日別内訳 

区分 金額（千円） 

現金 892 

預金   

当座預金 151,730 

普通預金 639,734 

定期預金 3,275,278 

別段預金 630 

小計 4,067,373 

合計 4,068,266 

相手先 金額（千円） 

㈱アサツー デイ・ケイ 1,470 

㈱フジタカ 1,176 

㈱北三 630 

日本ビジネスコンピューター㈱ 428 

㈱ダイビス 293 

その他 150 

合計 4,147 

期日別 金額（千円） 

平成19年11月 2,549 

12月 525 

平成20年１月 1,073 

合計 4,147 



ハ．売掛金 

（イ）相手先別内訳 

（ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

（注）当期発生高には消費税等が含まれております。 

② 流動負債 

イ．買掛金 

（3）【その他】 

 該当事項はありません。 

相手先 金額（千円） 

平和商事㈱ 15,769 

㈱長谷工コーポレーション 13,769 

㈱ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 11,058 

㈱リコー 7,912 

㈱ワシントン靴店 7,865 

その他 486,715 

合計 543,090 

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 

393,583 4,686,115 4,536,608 543,090 89.3 36.48 

相手先 金額（千円） 

㈱近宣 京都 20,142 

㈲Ｈ＆Ｋファクトリー 11,219 

日本システム技術㈱ 8,868 

㈱ＮＰＣコーポレーション 6,705 

エフ・エフ・ケー㈱ 6,450 

その他 118,012 

合計 171,398 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

 （注） 平成18年1月26日開催の定時株主総会において定款が変更がされ、会社の公告方法は電子公告となりました。 

事業年度 11月１日から10月31日まで 

定時株主総会 １月中 

基準日 10月31日 

株券の種類 100株券 1,000株券 10,000株券 

剰余金の配当の基準日 ４月30日 10月31日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え   

取扱場所 
大阪市中央区北浜四丁目５番33号 

住友信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
大阪市中央区北浜四丁目５番33号 

住友信託銀行株式会社 

取次所 住友信託銀行株式会社 全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

単元未満株式の買取り   

取扱場所 
大阪市中央区北浜四丁目５番33号 

住友信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
大阪市中央区北浜四丁目５番33号 

住友信託銀行株式会社 

取次所 住友信託銀行株式会社 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（注） 

電子公告 

（アドレス http://company.gakujo.ne.jp） 

ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができないとき

は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 

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）有価証券報告書及びその添付書類 （自平成17年11月１日 至平成18年10月31日） 

事業年度（第29期）                 平成19年1月29日近畿財務局長に提出 

（2）半期報告書           （自平成18年11月１日 至平成19年4月30日） 

（第30期中）                    平成19年7月24日近畿財務局長に提出 

    （3）臨時報告書  

平成19年9月5日近畿財務局長に提出 

証券取引法第24条の5第1項及び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）に

基づく臨時報告書であります。 

（4）自己株券買付け状況報告書 

報告期間（自平成19年６月13日 至平成19年６月30日）平成19年７月11日近畿財務局長に提出 

報告期間（自平成19年７月１日 至平成19年７月31日）平成19年８月３日近畿財務局長に提出 

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11日近畿財務局長に提出 

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５日近畿財務局長に提出 

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７日近畿財務局長に提出 

報告期間（自平成19年12月13日 至平成19年12月31日）平成20年１月10日近畿財務局長に提出 

自己株券買付け状況報告書の訂正報告書 

報告期間（報告期間平成19年９月１日 至平成19年９月30日）平成19年11月12日近畿財務局長に提出 

  報告期間（報告期間平成19年10月１日 至平成19年10月31日）平成19年11月12日近畿財務局長に提出 

(5)大量保有報告書                    平成19年９月26日近畿財務局長に提出 

(6)変更報告書（大量保有） 

                             平成19年10月19日近畿財務局長に提出 

                             平成19年12月25日近畿財務局長に提出 

 

  



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19年１月25日 

株式会社学情      

  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 髙木 將雄  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 和田 稔郎  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

社学情の平成17年11月１日から平成18年10月31日までの第29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、キャッシュ・フロー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

学情の平成18年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業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。 

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20年１月25日 

株式会社学情      

  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 梶浦 和人 印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 和田 稔郎 印 

         

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

いる株式会社学情の平成18年11月１日から平成19年10月31日までの第30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、キャッシュ・フロー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

学情の平成19年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業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。 

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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