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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】
 

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

　

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期

決算年月 平成16年９月 平成17年９月 平成18年９月 平成19年９月 平成20年９月

売上高 （千円） 6,056,5538,828,8635,002,0345,817,7376,335,684

経常利益又は
経常損失(△)

（千円） △540,010 105,110△480,952△48,897△262,180

当期純利益又は
当期純損失(△)

（千円） △655,054△4,305,694462,656△602,815△479,357

純資産額 （千円） 2,304,6041,584,7563,473,7082,958,1772,485,567

総資産額 （千円） 3,374,8393,349,2164,087,3223,613,6603,492,674

１株当たり純資産額 （円） 49,996.9523,449.7740,086.2332,448.9127,363.92

１株当たり
当期純利益金額又は
当期純損失金額(△)

(円) △18,280.42△74,665.345,797.30△6,903.28△5,413.41

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額

（円） ― ― 5,788.73 ― ―

自己資本比率 （％） 68.3 47.3 84.4 79.5 69.4

自己資本利益率 （％） △36.1 △221.4 18.4 △19.1 △18.1

株価収益率 （倍） ― ― 3.44 ― ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △328,191△782,108△624,094 85,351△398,336

投資活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △187,461△3,384,977997,200△407,077△171,084

財務活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 404,5083,961,740447,328 113,069△60,032

現金及び現金同等物
の期末残高

（千円） 1,808,1561,602,8102,423,2442,214,5881,585,134

従業員数
[外、平均臨時雇用者数]

（名）
144
[46]

160
[36]

155
[48]

128
[39]

159
[40]

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第７期、第８期、第10期及び第11期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在

するものの１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

３．第９期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しております。
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(2）提出会社の経営指標等

　

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期

決算年月 平成16年９月 平成17年９月 平成18年９月 平成19年９月 平成20年９月

売上高 (千円) 5,238,7946,645,7104,524,1592,083,745587,720

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △415,437 167,526△449,694 120,565 176,737

当期純利益又は
当期純損失(△)

(千円) △544,385△4,436,207484,944△383,667△667,616

資本金 (千円) 2,275,4354,070,4764,770,9921,050,1151,050,115

発行済株式総数 (株) 48,396 69,882 88,321 90,852 90,852

純資産額 (千円) 2,449,8891,598,6213,505,4913,156,8272,515,975

総資産額 (千円) 3,513,3523,141,2763,950,4883,322,8543,412,804

１株当たり純資産額 (円) 53,148.8123,654.9340,455.7135,294.9428,099.09

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

１株当たり
当期純利益金額又は
当期純損失金額(△)

(円) △15,192.00△76,928.596,076.57△4,393.66△7,539.43

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益金額

(円) ― ― 6,067.59 ― ―

自己資本比率 (％) 69.7 50.9 88.1 94.1 72.9

自己資本利益率 (％) △28.6 △219.2 19.1 △11.6 △23.8

株価収益率 (倍) ― ― 3.28 ― ―

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

従業員数
[外、平均臨時雇用者数]

(名)
129
［43]

147
［32]

144
[46]

27
[12]

27
[1]

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第７期、第８期、第10期及び第11期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在

するものの１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

３．第９期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しております。 
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２ 【沿革】

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

ります。従いまして、被合併会社の主な沿革を、ご参考まで付記しております。

　

年月 沿革

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

開発を開始

平成12年５月 ㈱インデックスと合弁で「㈱コネクト（現㈱コネクトテクノロジーズ）」を設立（平成15年２月

売却）

平成12年11月 社外取締役・社外監査役を導入

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

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

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

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

社の旧本社と同住所に東京支社を設置)

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

キャスト及び興和国際有限公司が関連会社となる

（㈱トラスト・リンクは平成16年９月、興和国際有限公司は平成18年３月にそれぞれ全株式を売

却）

平成15年８月 ㈱アイキャスト株式を全株売却

平成15年11月 ネオ・コミュニケーションズ・オムニメディア㈱と資本業務提携（平成16年11月に提携解消）

平成16年１月 福岡支店を開設

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

（同社キャスティング事業部）を一部譲受

平成16年６月
連結子会社「㈱ゆんファクトリー」を「㈱ヒバライバンク」（現㈱オープンループリソーシズ）

に商号変更

平成16年８月 札幌支店を開設

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

個人情報漏えい抑制システム「AdmieSafe」を開発、販売を開始

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

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

表 （平成16年10月より営業開始）

㈱ヒューマンアウトソーシングの全株式を取得、連結子会社化

㈱トラスト・リンクの全株式を売却

平成17年２月 仙台支店を開設

平成17年３月 平成電電㈱との包括的提携の基本合意(平成17年２月締結)に基づき、業務提携契約書及び㈱

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

同社と締結（平成17年10月 平成電電㈱の民事再生手続開始の申立て後、両契約共解除）

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

平成17年４月 ㈲ディー・フロンティアを設立

平成17年５月 ㈲コールスタッフィング及び㈲ワイズマネージメント（現㈱オープンループパートナーズ）を設

立

平成17年６月 梅田支店を移転

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

平成17年７月 沖縄支店を開設

平成17年９月 金沢支店を開設、ハードディスク暗号化ソフトウェア「ShieldEyes-HDD」を開発、販売を開始
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年月 沿革

平成17年11月 厚木支店を開設

平成17年12月 ㈱オープンループインベストメントを設立 

平成18年２月 上野支店を開設

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

電電コミュニケーションズ ㈱（現 ＤＴコミュニケーションズ㈱）に営業譲渡

平成18年５月 東京支社を現所在地へ移転、「内部統制システム構築の基本方針」を策定

平成18年９月 ㈲グローリービジョンを㈱アスペイワークへと商号変更し、テレマーケティング事業向けに専門

性を強化した人材派遣業を開始

平成18年12月 ㈱トップランダーを設立

平成19年１月 ㈱オープンループ・アスクレピオス（メディ・メサイア㈱へ商号変更）を設立

平成19年２月 ㈱オープンループより㈱オープンループパートナーズに「ヒューマンリソーシズ事業」及び「Ｉ

Ｔセキュリティ事業」を譲渡

平成20年３月 メディ・メサイア㈱の全株式を売却

　

（ご参考）被合併会社（㈱トラストワーク）の沿革

　

年月 沿革

平成４年５月 ㈲長城を設立（東京都杉並区）

平成６年11月 株式会社へ組織変更、商号を㈱グレートウォールに変更

平成６年12月 本社を東京都新宿区に移転

平成９年10月 ㈱トラストワークに商号を変更

平成12年９月 ㈱トラストワーク一般労働者派遣業許可取得

平成13年５月 ㈱トラストワーク有料職業紹介事業許可取得

平成14年２月 本店を東京都新宿区へ移転

平成14年２月 ㈱ベンチャー・リンクと合弁で、㈱トラスト・リンクを設立

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

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

チャイジーとして加盟

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

平成15年３月 ㈱オープンループと合併（㈱トラストワークは解散）
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３ 【事業の内容】

当社グループは、㈱オープンループ(以下当社)及び連結子会社９社より構成されております。

当社グループは、かねてよりの懸案であった「戦略立案と事業遂行の機能分離」を図るため、平成19年２

月１日をもって持株会社体制へと移行致しました。従来当社において展開していた「ヒューマンリソーシ

ズ事業」及び「ＩＴセキュリティ事業」は、平成19年２月１日をもって、連結子会社である㈱オープンルー

プパートナーズに譲渡されております。今後、当社は持株会社としてグループ戦略立案とその遂行管理に特

化する一方、連結子会社である㈱オープンループパートナーズは、グループの中核企業としてその専門的展

開を図って参ります。

「ＩＴセキュリティ事業」は、ＩＴセキュリティ技術の開発・販売・ライセンス供与、製品への技術組

込、及びＩＴコンサルティング等から構成されています。

「ヒューマンリソーシズ事業」は「ゼネラルアウトソーシング事業」と「セールスアウトソーシング事

業」から構成され、「ゼネラルアウトソーシング事業」では、労働者派遣法に基づく一般労働者派遣事業、

また建設業法に基づく業務等幅広い分野において事業展開をしており、「セールスアウトソーシング事

業」ではＣＲＭ（コールセンター業務等の運営委託）関連およびセールスプロモーション関連の受託業務

を主としておこなっております。

㈱オープンループパートナーズ以下、連結子会社は、セールスプロモーション関連のアウトソーシングを

行う㈱トラスト・エスピー・キューブ、パート・アルバイトの日次給与決済ソフトウェアの開発・保守・

販売を行う㈱オープンループリソーシズ（旧社名　㈱ヒバライバンク）、テレマーケティング事業を全国展

開する企業顧客に向け、給与翌日銀行振込システムの活用とスタッフの専門性強化を特色とする人材派遣

業を行う㈱アスペイワーク、投資事業を行う㈱オープンループインベストメント、建設業を行う㈱トップラ

ンダー、ＣＲＭ関連業務を行う㈱ヒューマンアウトソーシング、㈱ディー・フロンティア（旧社名㈲ディー

・フロンティア）、㈲コールスタッフィングの計９社から構成されております。なお、㈱ディー・フロン

ティアは、平成20年10月に㈱ウィルエージェンシーに商号変更を致しました。

　メディ・メサイア㈱は、当連結会計年度において同社株式を全株売却致しました。

　

事業の系統図は、次のとおりであります。
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また、セグメント別事業主体ならびに事業内容は以下のとおりであります。

　

事業区分 事業主体 主な事業内容

ＩＴセキュリティ事業

㈱オープンループパートナーズ
（連結子会社）
・ＩＴセキュリティ本部

基礎・応用セキュリティ技術開発や製品・
サービスへの組込・販売・関連ＩＴコンサ
ルティング（当社出資比率100％）

㈱オープンループリソーシズ（連結
子会社）

「hibarai Engine」の開発・運用・販売
金融サービス業務（当社出資比率100％）

ヒューマンリソーシズ事業

ゼネラル
アウトソーシング事業

㈱オープンループパートナーズ
（連結子会社）
・ヒューマンリソーシズ本部

経営効率の改善を求めるニーズに対応した
アウトソーシング
イベント関連/飲食店舗運営/物流関連/各
種軽作業等
（当社出資比率100％）

㈱トップランダー
（連結子会社）

建設業（東京都知事認可(般-９)第127999
号)
（当社出資比率100％）

セールス
アウトソーシング事業

㈱オープンループパートナーズ
（連結子会社）
・ヒューマンリソーシズ本部

ＣＲＭ(コールセンター業務等の運営受託)
－インバウンド業務（顧客からの電話に対
する応答代行業務）

－アウトバウンド業務（顧客への電話によ
る勧誘・ヒアリング等の代行業務）

－データ入力業務等（上記業務に伴い発生
するデータ入力業務）

㈱ヒューマンアウトソーシング
㈱ディー・フロンティア
㈲コールスタッフィング
（連結子会社）

ＣＲＭインバウンド業務・ＣＲＭアウトバ
ウンド業務に関わるセールスアウトソーシ
ング事業（各社共、当社出資比率100％）

㈱トラスト・エスピー・キューブ
（連結子会社）

メーカーや販社の店頭販売業務の受託・短
期請負業務等のセ－ルスアウトソーシング
事業（当社出資比率100％）

㈱アスペイワーク
（連結子会社）

テレマーケティング事業向け人材派遣業
（当社出資比率49％）

その他の事業
㈱オープンループインベストメント
（連結子会社）

投資事業（当社出資比率100％）

(注) １．＿＿下線は、事業の種類別セグメント情報の区分です。

２.㈱ＮＡＪにつきましては、同社の議決権の25.8％を所有しておりますが、同社は平成19年５月31日に自己

破産を申請したため持分法の適用範囲から除外しております。
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４ 【関係会社の状況】

　

名称 住所
資本金又
は出資金
（千円）

主な事業の内容
議決権の
所有割合(％)

関係内容

(連結子会社)

㈱オープンループパートナーズ

(注)２，４

東京都

新宿区
100,000

ＩＴセキュリティ事業

ゼネラルアウトソーシング事業

セールスアウトソーシング事業

100.0

経営管理。ＣＭＳ（キャッシュ

マネージメント）契約。

役員の兼任　９名

㈱トラスト・エスピー・キューブ
東京都

新宿区
50,000セールスアウトソーシング事業 100.0

経営管理。ＣＭＳ（キャッシュ

マネージメント）契約。

役員の兼任　２名

㈱オープンループリソーシズ
東京都

新宿区
60,000ＩＴセキュリティ事業 100.0

経営管理。ＣＭＳ（キャッシュ

マネージメント）契約。

役員の兼任　２名

㈱オープンループインベストメン

ト 

東京都

新宿区
100,000その他の事業（投資業務） 100.0

経営管理。ＣＭＳ（キャッシュ

マネージメント）契約。

役員の兼任　２名

㈱トップランダー
東京都

渋谷区
9,000

ゼネラルアウトソーシング事業

（建設業　東京都知事認可（般-

９）第127999号）

100.0
経営管理。ＣＭＳ（キャッシュ

マネージメント）契約。

㈱ヒューマンアウトソーシング

(注)５

東京都

新宿区
100,000セールスアウトソーシング事業 100.0

経営管理。ＣＭＳ（キャッシュ

マネージメント）契約。

役員の兼任　２名

㈱アスペイワーク　(注)３，４
東京都

渋谷区
100,000セールスアウトソーシング事業 49.0

経営管理。

役員の兼任　２名

㈱ディー・フロンティア
東京都

新宿区
71,500セールスアウトソーシング事業 100.0

経営管理。ＣＭＳ（キャッシュ

マネージメント）契約。

役員の兼任　１名

㈲コールスタッフィング
東京都

新宿区
3,000セールスアウトソーシング事業 100.0

経営管理。ＣＭＳ（キャッシュ

マネージメント）契約。

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

２. 特定子会社に該当しております。

３．持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。

４．㈱オープンループパートナーズ及び㈱アスペイワークについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を

除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

　

主要な損益情報等
㈱オープンループパートナー
ズ

㈱アスペイワーク

(1)売上高 5,149,677千円 690,788千円

(2)経常利益または経常
損失（△）

△400,793千円 5,342千円

(3)当期純利益または当
期純損失（△）

△439,452千円 5,174千円

(4)純資産額 270,958千円 63,400千円

(5)総資産額 1,034,327千円 77,267千円

　
５．㈱ヒューマンアウトソーシングは債務超過会社で、債務超過の額は、平成20年９月末時点で2,003,590千円と

なっております。

　

EDINET提出書類

株式会社オープンループ(E05171)

有価証券報告書

  9/124



５ 【従業員の状況】

(1）連結会社における状況

平成20年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名）

ＩＴセキュリティ事業 1　[―]

ゼネラルアウトソーシング事業 74　[19]

セールスアウトソーシング事業 57　[20]

全社（共通） 27　[ 1]

合計 159　[40]

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

２．全社（共通）は、人事、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。

３．従業員数が前連結会計年度末に比べ31名（臨時雇用者を除く）増加しましたのは、主として拠点開設等事業

規模の拡大を見込み、定期採用14名の他、経験者を採用したことによるものです。

　

(2）提出会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数（名） 平均年令（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

27[ 1] 35.2 4.0 5,669

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

２．年間平均給与は、賞与を含んでおります。

　

(3）労働組合の状況

労働組合は結成されていませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1）業績

当連結会計年度(平成19年10月１日～平成20年９月30日)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した金融市場の混乱や原油・原材料価格の高騰を受け、世界経済および国内経済の

減速傾向が強まり、企業の業況感は厳しさを増しております。 

　人材派遣業界において、雇用情勢について有効求人倍率の低下が続いているほか、完全失業者数につい

ても六ヶ月連続して増加するなど、雇用環境は厳しさを増しております。また法令違反が発覚した大手企

業に対して行政処分が下され、労働者派遣法の改正に関する議論も活発化しております。

このような状況の中、当社はコンプライアンスの徹底を図り、既存事業拡大に努めると共に、労働者派

遣法の改正を視野に入れ、事業領域の拡大に努めました。 

　ＩＴセキュリティ事業においては、引続き高性能暗号ライブラリのカスタマイズ受託、セキュリティラ

イセンス販売を中心に、収益性を重視しつつ厳選した案件への取り組みを進めました。

　ヒューマンリソーシズ事業においては、顧客の要望とスタッフのニーズを適切な形でマッチングさせる

という派遣事業の基本に立ち返った事業展開を図りました。当社グループの主力となる連結子会社の㈱

オープンループパートナーズにおいては、営業基盤強化の為、平成19年11月に千葉支店、平成20年４月に

岡崎支店、平成20年５月に立川支店を、平成20年９月には新潟、長野、広島にそれぞれ拠点を新設し、期中

に合計６拠点の開設を実施し、新たに甲信越・中国地区をカバーする体制を整えました。また約20名の経

験者を採用し、営業を推進する為の体制を整えました。労働者派遣法の改正機運については、それをビジ

ネスチャンスと捉え、顧客に代わりパートやアルバイトスタッフの採用、賃金の支払等付随して発生する

業務を代行するサービスを開発し、顧客の幅広いニーズに対応し、多角的なサービスを提供できるよう、

その体制を整えました。㈱オープンループリソーシズ（平成20年５月２日付で㈱ヒバライバンクより商

号変更）においては、技術系の人材派遣に特化した事業を展開することと致しました。加えて、中華人民

共和国にて通信会社向けのコールセンター関連業務に関する収益機会を獲得する為、その準備を進めて

まいりました。

こうした取り組みの結果、当連結会計年度における連結売上高は、6,335百万円（前連結会計年度比

8.9％増、517百万円の増加）となりました。売上高の増加は、主力事業であるヒューマンリソーシズ事業

において、上期の人材派遣市場が底堅く推移し、テレマーケティング・物流・フードサービス等を中心に

事業が拡大したこと等によるものであります。 

　

セグメント別に見た売上高（売上高構成比）は、ＩＴセキュリティ事業が33百万円（0.5％）ゼネラル

アウトソーシング事業が3,083百万円（48.7％）、セールスアウトソーシング事業が3,218百万円

（50.8％）となっております。

事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりです。

　ＩＴセキュリティ事業

ＩＴセキュリティ事業は、㈱オープンループパートナーズＩＴセキュリティ本部及び連結子会社で

ある㈱オープンループリソーシズにおいて展開されております。

売上高は、前連結会計年度比27.1％減の33百万円となりました。

㈱オープンループパートナーズＩＴセキュリティ本部においては、セキュリティ製品のライセンス

販売及びコンサルティング売上を計上するとともに、経費の削減を進めて参りました。
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また、㈱オープンループリソーシズにおいては、「hibarai Engine」販売におけるパートナーとの提

携を進め、新規案件の受注・納品を進めました。

　ヒューマンリソーシズ事業（ゼネラルアウトソーシング事業及びセールスアウトソーシング事業）

ヒューマンリソーシズ事業は、㈱オープンループパートナーズヒューマンリソーシズ本部、㈱トラス

ト・エスピー・キューブ、㈱アスペイワーク並びに㈱トップランダーにおいて展開されております。㈱

トラスト・エスピー・キューブにおいては、セールスプロモーション関連の人材派遣事業を展開して

おります。㈱アスペイワークは、テレマーケティング事業を行う顧客に対して、給与翌日銀行振込シス

テムの活用とスタッフの専門性強化を特色とする人材派遣業を展開しております。㈱トップランダー

においては、建設業免許を取得し、建設事業を行っております。

当連結会計年度においては、経営効率化を趣旨としたグループ再編・組織変更に一定の目処が立ち

ました。当事業を取り巻く環境には厳しさがあるものの、顧客のニーズに応え、事業規模を拡大する為、

積極的に拠点展開を図りました。

①ゼネラルアウトソーシング事業

　ゼネラルアウトソーシング事業は、㈱オープンループパートナーズヒューマンリソーシズ本部のフー

ドサービス、ロジスティクス（物流）、セールスプロモーション事業となります。

　ゼネラルアウトソーシング事業における売上高は、前連結会計年度比1.3％増の3,083百万円となりま

した。スタッフ確保が課題であるものの、新規開設支店の柏支店、千葉支店、立川支店を中心にロジス

ティクス関連事業の受注規模が拡大しました。その他、フードサービス（飲食店向け派遣）、ストア

サービス（食料品の販売促進等）等の案件獲得が期を通じて進み、売上高は増加しました。

②セールスアウトソーシング事業

　セールスアウトソーシング事業は、㈱オープンループパートナーズヒューマンリソーシズ本部のＣＲ

Ｍ（コールセンター業務等の運営受託）事業となります。　

　セールスアウトソーシング事業における売上高は、前連結会計年度比18.5％増の3,218百万円となり

ました。北海道、東北、沖縄等の各地域において、顧客基盤が確立し、売上高が順調に増加しました。

　

(2）キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末

に対して629百万円減少し、1,585百万円となりました。これは営業活動により398百万円、投資活動により

171百万円、財務活動により60百万円、それぞれ使用したことによるものです。

明細は以下のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は398百万円（前連結会計年度は85百万円の資金の獲得）となりました。

増加要因として投資有価証券売却損159百万円等があったものの、減少要因として税金等調整前当期純損

失479百万円、前連結会計年度に計上した安全協力費返還引当金のうち94百万円を目的使用したこと等に

よるものです。
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(投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は171百万円（前連結会計年度は407百万円の資金の使用）となりまし

た。増加要因として定期預金の払戻による収入40百万円、貸付金の回収による収入43百万円等があったも

のの、減少要因として定期預金の預入による支出141百万円、有形固定資産の取得による支出41百万円、無

形固定資産の取得による支出43百万円及びその他投資活動による支出31百万円等があったことによるも

のです。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は60百万円（前連結会計年度は113百万円の資金の獲得）となりました。

減少要因として、社債の償還による支出60百万円等があったことによるものです。当連結会計年度におい

て社債の償還は完了いたしました。 

　

２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

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

在のところ生産実績は販売実績にほぼ一致しております。従って生産実績に関しては販売実績の欄をご

参照願います。

また、セールスアウトソーシング事業、ゼネラルアウトソーシング事業及びその他の事業では生産活動

を行っておりません。

　

(2）受注実績

当連結会計年度における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメント
受注高
（千円）

前連結会計年度比
（％）

受注残高
（千円）

前連結会計年度比
（％）

ＩＴセキュリティ事業 33,129 △27.1 ― ―

ゼネラルアウトソーシング事業 ― ― ― ―

セールスアウトソーシング事業 ― ― ― ―

その他の事業 ― ― ― ―

合計 33,129 △27.1 ― ―

(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．セールスアウトソーシング事業については受注時の業務量がその後の顧客の要望に合わせて変更することが

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

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

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメント
販売高
（千円）

前連結会計年度比
（％）

ＩＴセキュリティ事業 33,129 △27.1

ゼネラルアウトソーシング事業 3,083,782 1.3

セールスアウトソーシング事業 3,218,772 18.5

その他の事業 ― ―

合計 6,335,684 8.9

(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

　

相手先

前連結会計年度 当連結会計年度

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％）

㈱もしもしホットライン 980,845 16.9 1,351,491 21.3

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

３ 【対処すべき課題】

当社は、営業損失が継続していることから、継続企業の前提に関する重要な疑義が生じており、その解消

が当社の対処すべき重要な課題であると認識しております。その為、収益性判断の徹底とコスト構造の改革

を進め、経営資源の再配分と効率的なオペレーション体制の確立により、営業力を強化するとともに、顧客

基盤の再構築を図り、売上高の増加を伴う利益体質の実現を目指して参ります。採算ベースに達せずかつ将

来的にも採算化が見こみ難い案件・事業においては、“製品群の峻別”及び“不採算事業の再編”を、引き

続き実施して参ります。

　（主要業務別の課題）

[ ヒューマンリソーシズ事業 ] 

・ウェブ及びモバイルによる募集機能の高度化による、募集活動の費用対効果の向上 

・キャスティング業務の効率化(「カスタマーデータセンター室」の機能強化） 

・採算性の観点から、柔軟に新規出店及び統廃合等の出店施策を検討・実施 

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

・ゼネラルアウトソーシング事業においては、新規顧客開拓と既存顧客向けクロスセルを推進 

・業態別分社化推進による専門性強化 

・“給与翌日銀行振込”システムを高度化する基幹システムの更新 

[ ＩＴセキュリティ事業 ] 

・ＩＴコンサルティング・技術者派遣業務の運営安定化

上記課題を常に認識し、解消へ向け、早期に安定した収益基盤の確立を図って参ります。
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（株式会社の支配に関する基本方針について）

１．会社の支配に関する基本方針の内容

　当社取締役会は、株主の皆様が特定の者の大規模買付行為に応じて当社株式の売却を選択されるか否か

は、最終的には各株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。よって、大規模買付行為がな

されたときに、大規模買付者の提示する当社株式の対価、あるいは買付行為の妥当性について株主の皆様が

短期間で適切に判断するため、大規模買付者から以下の情報が、適切かつ十分に提供されることは当社株式

の継続保有を検討するうえで重要な判断材料であると考えます。 

（1）大規模買付行為が当社に与える影響 

（2）大規模買付者が当社経営に参画したときの経営方針や事業計画 

（3）当社の従業員を含むステークホルダーに対する方針等 

　同様に、当該大規模買付行為についての当社取締役会の意見も、当社株主の皆様にとっては重要な判断材

料となることに鑑み、当社取締役会は、当該情報が提供された後、大規模買付行為に対する当社取締役会と

しての意見形成のため、弁護士、公認会計士等の外部専門家等に助言を仰ぎながら慎重に検討し公表致しま

す。さらに、当社取締役会の判断により、大規模買付者との交渉内容や当社取締役会としての株主の皆様に

対する代替案の提示も行います。上記のプロセスを経ることにより、当社株主の皆様は、当社取締役会の意

見及び、大規模買付者の提案と、当社代替案が提示された場合にはその代替案を検討することが可能とな

り、大規模買付行為に応じて当社株式の売却の応否を適切に決定する機会を与えられることとなります。

２．基本方針実現のための具体的な取組み 

当社は、中期的な会社の経営戦略として、当社グループの主たる事業である人材派遣事業に経営資源を集

中させ、ＩＴセキュリティ事業においては、採算を重視した取組みを行って参ります。主たる事業に集中す

ることで、経営体質の改善と強化を進め、企業価値の最大化を図ります。こうした中で、当社取締役会は、株

主共同の利益を確保するため、大規模買付者の提案内容、当社取締役会の意見、代替案及び交渉・協議等の

内容を株主の皆様に提供していくため「企業価値向上のための買収防衛策としての情報開示ルール」(以

下「本ルール」といいます。) を導入することと致しました。なお、本ルールに基づき、平成19年８月23日開

催の取締役会において、当社株式の大規模買付行為に対する検討を行う上で、当社取締役会が助言を仰ぐた

めの外部専門家として２名の選任を決議しております。 

　

（本ルールの内容）

(１) 大規模買付行為 

  当社の発行する株券等を買い付ける者のうち、本ルールを遵守すべき対象となる者は、次の①②のいず

れか、又は双方に該当する者とします。 

①当該者を含む株主グループ（以下「大規模買付者グループ」といいます）の議決権割合を20%以上と

することを目的とする買付行為（以下「大規模買付行為」といいます）を行おうとする者（以下「大規

模買付者」といいます）。 

②当該買付けの結果、大規模買付者グループの議決権割合が20%以上となる大規模買付行為を行おうとす

る者。 

(２) 大規模買付者による必要情報の提供

①大規模買付者には、大規模買付行為を開始する前に、当社に対し以下の事項を記した意向表明書を提出

していただきます。 

 

（ア）買付者等及びそのグループの詳細 (具体的名称、資本構成、財務内容等を含みます。) 

（イ）買付等の目的、方法及び内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引の仕組み、
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買付等の方法の適法性、買付等の実行の蓋然性等を含みます。） 

（ウ）買付等の価額の算定根拠（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報並びに

買付等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内容、そのうち少数株主に対

して分配されるシナジーの内容を含みます。） 

（エ）買付等の資金の裏づけ（資金の提供者〔実質的提供者を含みます。〕の具体的名称、調達方法、関

連する取引の内容を含みます。） 

（オ）買付等の後の当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策 

（カ）買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客その他の当社に係る利害関係者の処遇方針 

②当社取締役会は、大規模買付者から提出を受けた意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者に対

し、当社取締役会が大規模買付者の行為が当社の企業価値または株主共同の利益を低下させる買収に該

当するか否かを判断するために必要と考える情報（以下これらを「必要情報」といいます。）の提供を

要請し、大規模買付者から提供された情報が十分ではないと考えた場合、大規模買付者に対して、再度、必

要情報の提供を要請します。 

③当社取締役会は、大規模買付者から意向表明書が提出された事実、及びその内容が、当社株主の皆様に

判断いただくために必要であると判断した場合、その全部または一部を開示します。 

 

（３）当社取締役会による検討

　当社取締役会による検討期間は、大規模買付者から必要情報の提供を受けた日から起算して90日以内の

期間とし、当社取締役会の判断により、必要があると判断した場合、延長期間と延長理由を開示したうえ

で、30日を上限としてこの期間を延長することができます。（以下「検討期間」といいます。） 

　当社取締役会は、外部専門家に助言を仰ぎ、当社取締役会としての意見を取りまとめ、公表します。大規

模買付行為は、当社取締役会の当該公表後にのみ大規模買付行為を開始することができるものとします。

　当社が、90日と検討期間を定めているのは、当社の営む主要事業が、人材アウトソーシング事業という多

様なステークホルダー、特に人材を供給している企業様の業務に与える影響、及び派遣社員を含めた当社

雇用の非正規従業員の生活に多大な影響を与えること等によるものです。 

　当社取締役会は、必要に応じ大規模買付者と大規模買付行為に関する条件等について交渉を行い、当社

取締役会として株主の皆様に対する代替案の提示を行うことがあります。 

 

（４）本ルールの適用例外

　当社取締役会は、上記(３)の検討期間の開始または終了の有無を問わず、大規模買付者による大規模買

付行為が当社の企業価値または株主共同の利益を低下させる大規模買付に該当しないと判断した場合、

以後本ルールを適用せず、また、対抗措置を発動しない旨を直ちに決議し、当社取締役会の判断により公

表します。 

 

（大規模買付行為がなされた場合の対応方針）

①大規模買付者が本ルールを遵守しなかった場合 

　当社取締役会は、大規模買付者が本ルールを遵守しなかった場合、会社法、金融商品取引法、その他関連

法令及び当社定款を遵守し、大規模買付者の買付手段及び当社の状況に応じ最も適切と判断した対抗措

置を発動します。 
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②大規模買付者が本ルールを遵守している場合 

　当社取締役会は、大規模買付者が本ルールを遵守している場合には、大規模買付行為に対する対抗措置

を発動しません。但し、当該大規模買付行為が当社の企業価値または株主共同の利益を著しく低下させる

と合理的に判断される以下の（ア）から（オ）のいずれかの場合には、前記①と同様の対抗措置を発動

することがあります。 

 

(ア)株式等を買い占め、その株式等につき当社に対して高値で買取りを要求する行為 

　(イ)当社の経営を一時的に支配して、当社グループ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 

　(ウ)当社グループ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 

　(エ)当社の経営を一時的に支配して、当社グループ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

を狙って高値で売り抜ける行為 

　(オ）その他、当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく低下させると合理的に判断される場合 

（株主の皆様・流通市場への影響）

前記記載の要件のいずれかに該当する場合には、当社取締役会は、株主共同の利益を守ることを目的と

して、対抗措置をとることがありますが、当該対抗措置の仕組上当社株主の皆様（大規模買付者を除きま

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

ません。当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合には、法令及び金融商品取引所の規則

等に従って、適時適切な開示を行います。 

 

３.上記取組みについての取締役会の判断

当社は、企業価値を安定的かつ持続的に向上させていくことこそが株主共同の利益の向上のために最

優先されるべき課題であると考え、上記取組みを行って参ります。そして、これらの取組みの実施を通じ

て当社の企業価値・株主共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映させていくこと

ができると判断しております。当該取組みは、大規模買付提案やこれに類似する行為がなされた際に、当

該買付け等に応じるべきか否かの判断材料となるよう、平素より適正なる企業運営や適切な情報の開示

に努めるものであります。その最終的な判断が株主の皆様の意思に委ねられていることから、提出会社の

企業価値ひいては株主共同の利益を確保し向上させるという目的に合致するものであり、提出会社の会

社役員の地位の維持を目的とするものではありません。 

 

なお、本ルールは、平成19年12月26日に開催された当社第10回定時株主総会において株主の皆様にご承

認をいただきましたが、その有効期限を「次回の株主総会まで」と定めていたことから、有効期限の平成

20年12月25日開催の第11回定時株主総会の終結の時をもって終了となりました。同時に株式会社の支配

に関する基本方針は終了いたしました。
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４ 【事業等のリスク】

下記及び文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループにおける事業展

開上のリスク要因となりうる事項を記載したものであり、事業等のリスクがこれらに限定されるものでは

ありません。また下記事項には不確実性が内在されていますので、将来生じる実際の結果と異なる可能性が

あります。

　

　①　法令と許認可について

　　イ）許認可

当社グループは有料職業紹介事業者及び一般労働者派遣事業者として、厚生労働大臣の許可を受け

ております。当連結会計年度末における取得者名、許可番号、取得年月日及び有効期限は下記の通りで

す。

　

許可の名称 所轄官庁 取得者名 許可番号 取得年月 有効期限

有料職業紹介
事業許可

厚生労働省

㈱オープンループ 01-ユ-300068平成16年２月 平成23年５月

㈱オープンループパートナー
ズ

13-ユ-301936平成19年２月 平成22年１月

㈱トラスト・エスピー・
キューブ

13-ユ-300456平成17年２月 平成25年１月

㈱アスペイワーク 13-ユ-302020平成19年３月 平成22年２月

一般労働者派遣
事業許可

厚生労働省

㈱オープンループ 般01-230060平成15年６月 平成24年２月

㈱オープンループパートナー
ズ

般13-302403平成19年２月 平成22年１月

㈱トラスト・エスピー・
キューブ

般13-080607平成15年６月 平成23年10月

㈱アスペイワーク 般13-301927平成18年８月 平成21年７月

　

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

示第37号）その他関係法令の規定に基づき、顧客企業との間で請負業務の範囲・業務内容につき確認

・合意を得た上で適切と判断されるものを、請負業務として受注しております。

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

分の３未満の労働時間の労働者についてはいわゆる適用除外者として規定されておりますが（健康保

険法第13条の２、厚生年金保険法第12条）、当社は関連法令遵守の観点より、社会保険加入対象者と適

用除外者の峻別を徹底して進めております。

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

法令等の改正等によりその影響を被った場合には、将来的事業展開及び業績に悪影響をおよぼす可能

性があります。

 

ロ）法的規制

当社グループのヒューマンリソーシズ事業を取り巻く環境として、法令違反が発覚した大手企業に

対して行政処分が下され、労働者派遣法の改正に関する議論が活発化し、平成20年４月１日付で「日雇

派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針」（い

わゆる「日雇派遣指針」）が施行され、更には「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」の改正（日雇派遣原則禁止法制化）の論議が高まっております。

これらの法令等の改正により、その対応の為、人材派遣事業の運営に関し、管理工数が増大し、販管費が

増大する可能性があります。 

　また、規定業種以外への労働者派遣においては、労働者派遣法の改正により派遣期間が原則１年（一
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定の要件を満たした場合は最長３年まで可能）を超える期間の派遣が認められないことから、平成21

年３月以降に派遣期間の制限日が集中し、顧客企業が派遣労働者の直接雇用に移行を促進することが

想定されることから、これらの法改正が当社グループの業績について、全般的に影響を与える可能性が

あります。 

　

　②社会保険料負担の増加について

当社グループの事業を取り巻く環境として、派遣スタッフの長期雇用化による、社会保険料負担が増

加傾向にあります。 

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

分の３未満の労働時間の労働者についてはいわゆる適用除外者として規定されておりますが（健康保

険法第13条の２、厚生年金保険法第12条）、当社は関連法令遵守の観点より、社会保険加入対象者と適

用除外者の峻別を徹底して進めております。 

　長期雇用スタッフの増加による社会保険料負担額が増大傾向にあることから、今後、顧客に対する請

求金額への転嫁や業務効率化などの内部努力によるコスト削減などによって吸収できない場合には、

当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。また今後上記法令等の改正等によりその影

響を被った場合には、将来的事業展開及び業績に悪影響をおよぼす可能性があります。 

 

　③事業に関するリスクについて

イ）スタッフの確保 

　当社グループの事業を推進するうえで、少子高齢化の進展に伴う若年層人口の減少が顕著になってお

り、今後もこの傾向は続くものと予想されております。当社のヒューマンリソーシズ事業におけるス

タッフの年齢層は若年層が中心となっていることから、若年者人口の減少は、当社グループが必要とす

る人材の確保を困難にし、必要人材の確保が出来ないことによる機会損失を招き、当社グループの業績

に悪影響を及ぼす可能性があります。 

　また、比較的低い参入障壁がもたらす当該事業において、同業企業の市場参入による競争の激化によ

り、受注価格の低価格化と併せて、スタッフ獲得のために支払給与を増額する傾向にあることから収益

率が悪化し、これらを顧客企業に対する請求価格への転嫁や内部努力によって吸収できない場合には、

当社グループの業績に悪影響を与える可能性もあります。 

ロ）個人情報・顧客情報の管理 

　当社グループにおいては人材派遣事業及びＩＴセキュリティ業務という事業特性上、数多くのスタッ

フの個人情報及び顧客情報を恒常的に取り扱っております。 

　平成17年４月施行の個人情報保護法等をはじめとする関連法令に基づき、当社は内部情報管理規程に

おいて個人情報保護規程を追加整備の上、営業部署において個人データが保存されている業務用パソ

コンの持ち出しの原則禁止・事前承認制による管理運用等、具体的な対策強化を通じた役職員への周

知徹底をはかっております。 

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

彼等に対する徹底した事前研修等の実施により、個人情報及び顧客情報等の適切な管理に努めており

ます。 

　しかしながら、万一何らかの理由によりそれらの情報等の紛失・改竄・漏洩等による問題が発生した

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

　なお、当社グループの中核企業である㈱オープンループパートナーズは、平成19年７月24日付けで、財
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団法人日本情報処理開発協会（ＪＩＰＤＥＣ）より「プライバシーマーク」の付与認定を受けており

ます。 

ハ）ネットワーク・情報システム 

　当社グループはＩＴセキュリティ事業、またヒューマンリソーシズ事業においてはスタッフへの給与

振込等、社内外に渡る資金決済フロー面等において、イントラネット・インターネットによる通信ネッ

トワークに依存しております。内部情報管理規程に基づき、社内システムの定期的点検の実施及びセ

キュリティ面の強化を進め事故のないよう万全を期してはおりますが、コンピュータウイルスの侵入

・停電・自然災害・各種システムトラブル等の発生によりシステムダウンが発生した場合、及び当該

システム又は顧客へ提供する関連サービスの復旧に時間を要する事態が発生した場合は、将来的事業

展開及び経営成績に悪影響をおよぼす可能性があります。 

 

④財務面等について

イ）信用リスク 

　当社グル－プは、営業活動において、取引先や投資先に関して発生するさまざまな信用リスクにさら

されています。当社グル－プは、その状況を定期的に見直し、必要な引当金等の検討並びに計上を行っ

ておりますが、今後、取引先や投資先の財政状態が悪化した場合は、引当金の積み増しや減損をせざる

を得なくなる可能性があり、当社グル－プの業績及び財政状態に悪影響を及ぼすおそれがあります。 

ロ）株価変動リスク 

　当社グループは、株価変動リスクを受けやすいさまざまな有価証券を保有しております。よって、株価

が下落した場合、保有する有価証券に評価損が発生し、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼ

す恐れがあります。 

　当社グループは、社内規程にのっとり、投資効果及びリスク要因を審査の上、慎重な経営判断に基づ

き、投資を決定することとしております。

　

５ 【経営上の重要な契約等】

（業務資本提携契約の解約）

当社は平成19年１月16日に㈱アスクレピオス及び同社の子会社である㈱アスクレピオス・ヒューマン・

リソーシスとの間で業務資本提携契約を締結したことにより、共同出資子会社㈱オープンループ・アスク

レピオス（平成19年７月にメディ・メサイア㈱に商号変更）を設立し、㈱アスクレピオス・ヒューマン・

リソーシスは当社株式5,000株を取得しました。 

　しかし、その後の事業環境の変化等により改めて検討がなされ、㈱アスクレピオス・ヒューマン・リソー

シスは当社株式を全株売却し、当社は、当社所有のメディ・メサイア㈱の株式を全株売却することとなり、

当連結会計年度において資本提携契約は解消いたしました。 

　メディ・メサイア㈱につきましては、当社の子会社でなくなった後、解散することが決定したため業務提

携契約につきましても終了致しました。 

　

６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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７ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 財政状態の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末より120百万円減少し3,492百万円となっております。

　流動資産については、前連結会計年度末に比べ174百万円減少し2,855百万円となりました。これは、有価

証券が580百万円増加、預け金が169百万円増加したものの、現金及び預金が928百万円減少し1,175百万円

となったこと等が主な要因となっております。 

　固定資産については、前連結会計年度末に比べ53百万円増加し636百万円となりました。これは、有形固

定資産の取得により41百万円、ソフトウェアの取得により無形固定資産が43百万円、それぞれ増加したも

のの、減損損失により75百万円の減少、投資有価証券が72百万円増加したことにより、投資その他の資産

が83百万円増加したことが主な要因となっております。 

　負債合計は351百万円増加し1,007百万円となりました。社債の償還60百万円及び前連結会計年度末に計

上した安全協力費返還引当金の目的使用により94百万円減少したものの、国債の購入等により未払金が

537百万円増加したことにより、流動負債は353百万円増加し1,005百万円となり、固定負債は１百万円減

少し１百万円となりました。 

　純資産合計は472百万円減少し2,485百万円となりました。資本金は1,050百万円、資本剰余金は　　　2,889

百万円といずれも前連結会計年度末と同額となっておりますが、利益剰余金について、当期純損失479百

万円の計上により、マイナス残高が前連結会計年度末の△637百万円から479百万円増加し△1,117百万円

となりました。 

　自己資本比率は、前連結会計年度末の79.5％から10.1ポイント減少し69.4％となっております。

　

(2) 経営成績の分析

当連結会計年度における連結売上高は、6,335百万円（前連結会計年度比8.9％増、517百万円の増加）

となりました。売上高の増加は、主力事業であるヒューマンリソーシズ事業において、上期の人材派遣市

場が底堅く推移し、テレマーケティング・物流・フードサービス等を中心に事業が拡大したこと等によ

るものであります。 

　売上総利益は、1,580百万円（同1.9％減、30百万円の減少）となり、 販売費及び一般管理費は、1,850百

万円（同10.0％増、168百万円の増加）、営業損失269百万円（前連結会計年度は営業損失71百万円）、経

常損失262百万円（前連結会計年度は経常損失48百万円）となりました。増収は図られたものの、長期雇

用スタッフの増加による法定福利費の増加、新たな事業展開に伴う諸設備への投資等、営業費用の増加を

吸収するに至らず、営業損失及び経常損失を計上することとなりました。 

　また特別損失として、平成20年３月31日に証券投資信託の償還を受けたことにより生じた取得原価と償

還金額の差額として159百万円を投資有価証券売却損として計上致しました。これらの結果、当期純損失

は、479百万円となりました。今後このような損失を発生させることがないよう、リスク管理の徹底を進め

つつ、損益の改善と黒字基調の確立を図って参ります。 
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［参考]四半期毎の業績推移

　
第１四半期

(自　平成19年10月１日
至　平成20年12月31日)

第２四半期
(自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日)

第３四半期
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

第４四半期
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

売上高 1,614 100.0 1,735 100.0 1,543 100.0 1,442 100.0

営業損失 94 △5.9 24 △1.4 74 △4.8 76 △5.3

経常損失 93 △5.8 20 △1.2 72 △4.7 75 △5.2

当期純損失 90 △5.6 168 △9.7 71 △4.6 148 △10.3

　

四半期毎の業績推移について見ると、営業損益及び経常損益は、第２四半期にコールセンター事業にお

ける受注が大きく伸びたものの、通期を通じて損失を計上することとなりました。第３四半期以降は、拠

点の新設に伴う諸設備への投資や経験者の大量採用に伴う人件費等が増加致しました。 

　また第２四半期において、証券投資信託の償還を受けたことにより、償還金額と取得原価との差額とし

て、投資有価証券売却損を計上した為、損失が増加しております。第４四半期においては、減損会計による

損失の計上により損益が悪化致しました。 

　当社は、今後、このような損失を発生させることがないよう、損益の改善と黒字基調の確立を図って参り

ます。 
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度中において実施した当社グループの設備投資の総額は、84百万円であります。

その主な内訳は建物の取得13百万円、事務所移転等に伴う工具器具備品の取得27百万円、ソフトウェアの

取得25百万円、ソフトウェア仮勘定の取得17百万円となっております。

　

２ 【主要な設備の状況】

(1）提出会社

　

事業所名
（所在地）

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額

従業員数
(名)建物

（千円）

工具器具備
品

（千円）

ソフトウェ
ア

（千円）

ソフト
ウェア
仮勘定
（千円）

合計
（千円）

本社
(札幌市中央区)

全社(共通)
管理用設備
他

― 63 ― ― 63 ―[―]

東京支社
(東京都新宿区)

全社(共通)
管理用設備
他

418 4,30615,78619,07639,58827[ 1]
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(2）国内子会社

　

会社名
事業所名
（所在地）

事業の種類別
セグメント
の名称

設備の
内容

帳簿価額

従業員数
(名)建物

(千円)
車両
(千円)

工具器具
備品
(千円)

ソフト
ウェア
(千円)

合計
(千円)

㈱オープ
ンループ
パ ー ト
ナーズ

本社
(東京都新宿
区)他

ＩＴセキュリ
ティ事業

備品等 ― ― 450 ― 450
 

―[―]

ゼネラルアウ
トソーシング
事業

営業用
備品等

3,784 ― 7,395 ― 11,17971[19]

セールスアウ
トソーシング
事業

営業用
備品等

664 491 3,068 ― 4,22448[17]

全社(共通)
管理用
設備他

― ― 86 ―　 86 ―[―]

(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．各事業所における設備は僅少のため、まとめて表示しております。

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

す。

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設等

該当事項はありません。

　

(2）重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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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】

　

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 350,000

計 350,000

　

② 【発行済株式数】

　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年12月26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 90,852 150,852

㈱大阪証券取引所
ニッポン・ニュー
・マーケット－
「ヘラクレス」

―

計 90,852 150,852 ― ―

(注)　提出日現在発行数には、平成20年12月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

①　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権

（平成14年12月17日定時株主総会決議）

　平成15年６月６日発行の新株予約権につきましては、行使期間が平成20年１月31日に終了しました。

（平成15年12月17日定時株主総会決議）

(イ)

　

（平成16年２月27日発行）
事業年度末現在

（平成20年９月30日）
提出日の前月末現在
（平成20年11月30日）

新株予約権の数 3,197個(注)１ 3,197個(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 3,197株(注)１ 3,197株(注)１

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき　154,000円 同左

新株予約権の行使期間
平成18年１月１日から
平成25年12月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価額及び資本組入額

１株につき
発行価額　 154,000円
資本組入額　77,000円

同左

新株予約権の行使の条件 (注)２ (注)２

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)２ (注)２

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。

２．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項については、「(8）ストックオプション制度の

内容」をご参照ください。

　

(ロ)

　

（平成16年12月14日発行）
事業年度末現在

（平成20年９月30日）
提出日の前月末現在
（平成20年11月30日）

新株予約権の数 711個(注)１ 711個(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 711株(注)１ 711株(注)１

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき　161,800円 同左

新株予約権の行使期間
平成18年１月１日から
平成25年12月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価額及び資本組入額

１株につき
発行価額　 161,800円
資本組入額　80,900円

同左

新株予約権の行使の条件 (注)２ (注)２

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)２ (注)２

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。

２．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項については、「(8）ストックオプション制度の

内容」をご参照ください。
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（平成16年12月17日定時株主総会決議）

　

（平成17年２月８日発行）
事業年度末現在

（平成20年９月30日）
提出日の前月末現在
（平成20年11月30日）

新株予約権の数 2,805個(注)１ 2,805個(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 2,805株(注)１ 2,805株(注)１

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき　205,000円 同左

新株予約権の行使期間
平成17年２月９日から
平成26年12月16日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価額及び資本組入額

１株につき
発行価額　　205,000円
資本組入額　102,500円

同左

新株予約権の行使の条件 (注)２ (注)２

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)２ (注)２

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。

２．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項については、「(8）ストックオプション制度の

内容」をご参照ください。

　

（平成17年12月22日定時株主総会決議）

(イ)

　

（平成18年７月26日発行）
事業年度末現在

（平成20年９月30日）
提出日の前月末現在
（平成20年11月30日）

新株予約権の数 1,593個(注)１ 1,593個(注)１

新株予約権の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 1,593株(注)１ 1,593株(注)１

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき　33,872円 同左

新株予約権の行使期間
平成18年９月１日から
平成21年８月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価額及び資本組入額

１株につき
発行価額　　33,872円
資本組入額　16,936円

同左

新株予約権の行使の条件 (注)２ (注)２

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)２ (注)２

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。

２．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項については、「(8）ストックオプション制度の

内容」をご参照ください。

　

EDINET提出書類

株式会社オープンループ(E05171)

有価証券報告書

 27/124



(ロ)

　

（平成18年７月26日発行）
事業年度末現在

（平成20年９月30日）
提出日の前月末現在
（平成20年11月30日）

新株予約権の数 309個(注)１ 309個(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 309株(注)１ 309株(注)１

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき　33,872円 同左

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

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価額及び資本組入額

１株につき
発行価額　　33,872円
資本組入額　16,936円

同左

新株予約権の行使の条件 (注)２ (注)２

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)２ (注)２

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。

２．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項については、「(8）ストックオプション制度の

内容」をご参照ください。

　

（平成18年３月27日取締役会決議）

　平成18年４月12日発行の新株予約権につきましては、行使期間が平成20年４月11日に終了しました。

　

（平成20年10月27日取締役会決議）

（平成20年11月12日発行）
事業年度末現在

（平成20年９月30日）
提出日の前月末現在
（平成20年11月30日）

新株予約権の数 ― 34,000個(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

新株予約権の目的となる株式の数 ― 34,000株(注)１

新株予約権の行使時の払込金額 ― １株につき9,000円 (注)2、3

新株予約権の行使期間 ―
平成20年11月13日から
平成22年11月12日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価額及び資本組入額

―

１株につき
発行価額　　9,000円
資本組入額　4,500円

(注)2、3

新株予約権の行使の条件 ―
各新株予約権の一部行使はで
きない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ―
本新株予約権の譲渡について
は、当社取締役会の承認を要す
るものとする。

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

― ―

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。

 (1)本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式34,000株とする。但し、本項第(3)号により、割当株式数

（本項第(2)号に定義される。）が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当

株式数に応じて調整されるものとする。 

 (2)本新株予約権１個の目的である株式の数（以下「割当株式数」という。）は、当初１株とする。 

 (3)①当社が行使価額（第９項第(2)号に定義される。）の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式によって

調整されるものとする。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る割当株式数につい

てのみ行われるものとする。 
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調整後割当株式数
＝
調整前割当株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額

    ②調整後割当株式の適用日は、当該調整事由にかかる第10項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関

し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

    ③割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前割当株式数、

調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。

但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 

　　２．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 (1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

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

転（以下、当社の普通株式の発行又は移転を「交付」という。）する場合における株式１株当たりの払込金額

（以下「行使価額」という。）は、当初9,000円とする。

　　３．行使価額の調整

 (1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又

は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額

を調整する。
新発行・

×
1株当たりの

既発行
＋
処分株式数 払込金額

調整後
＝
調整前

×
株式数 時　　価

行使価額 行使価額 既発行株式数＋新発行・処分株式数

 (2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定

めるところによる。 

    ①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額（株式無償割当てを含む。）をもって当社普通株式を新たに

発行又は当社の有する当社普通株式を処分する場合 

　調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降こ

れを適用する。 

    ②株式分割により普通株式を発行する場合 

　調整後の行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適用する。

    ③本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証

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

　調整後の行使価額は、発行される証券又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の全てが当初の行使価額で

転換され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払

込期日（新株予約権が発行される場合は割当日）の翌日以降これを適用する。但し、その証券の募集のための

株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 

 (3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１円未満にとどまる限り

は、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を

算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を

使用する。

 (4)①行使価額調整式の計算については、１円未満の端数を四捨五入する。 

    ②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日

の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（当日付けで終値のない日数を除く。）

とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

    ③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合

は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当

社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。 

 (5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調

整を行う。 

　　①株式の併合、新設分割、吸収分割、合併又は自己の株式の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。

    ②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要

とするとき。 

    ③行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあ

たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

 (6)本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日がいずれかの

修正日と一致する場合には、本項第(2)号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。 

 (7)本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事

由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新

株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降

すみやかにこれを行う。
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②　合併によりその義務を承継した旧商法第280条ノ19に基づく新株引受権

（平成12年８月31日㈱トラストワーク定時株主総会決議）

　平成12年10月８日発行の新株引受権につきましては、行使期間が平成20年７月31日に終了しました。

（平成13年４月10日㈱トラストワーク臨時株主総会決議）

　平成13年６月１日発行の新株引受権につきましては、行使期間が平成20年７月31日に終了しました。

　

（平成13年８月30日㈱トラストワーク定時株主総会決議）

　

（平成13年10月１日発行）
事業年度末現在

（平成20年９月30日）
提出日の前月末現在
（平成20年11月30日）

新株予約権の数 ― ―

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 527株(注)１ 527株(注)１

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

新株予約権の行使期間
平成15年４月１日から
平成23年３月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価額及び資本組入額

１株につき
発行価額　　260,870円(注)１
資本組入額　130,435円

同左　　 (注)１

新株予約権の行使の条件 (注)２ (注)２

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)２ (注)２

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

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

整済みの数値を記載しております。

２．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項については、「(8）ストックオプション制度の

内容」をご参照ください。
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③　合併によりその義務を承継した旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権

（平成14年８月30日㈱トラストワーク定時株主総会決議）

　

（平成14年10月６日発行）
事業年度末現在

（平成20年９月30日）
提出日の前月末現在
（平成20年11月30日）

新株予約権の数 322個(注)１ 322個(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 729株(注)１ 729株(注)１

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

新株予約権の行使期間
平成15年４月１日から
平成23年３月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価額及び資本組入額

１株につき
発行価額　　173,913円(注)１
資本組入額　 86,957円

同左　　 (注)１

新株予約権の行使の条件 (注)２ (注)２

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)２ (注)２

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

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

付の合併に伴う調整済みの数値を記載しております。

２．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項については、「(8）ストックオプション制度の

内容」をご参照ください。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

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16年３月27日
（注）１

571 35,489 49,9621,334,06049,9621,252,460

平成16年６月１日
（注）２

1,515 37,004 149,9851,484,045149,9851,402,445

平成16年６月22日
（注）３

2,112 39,116 149,9521,633,997149,9521,552,397

平成16年７月24日
（注）４

7,624 46,740 575,6122,209,609575,6122,128,009

平成15年10月１日～
平成16年９月30日

（注）５
1,656 48,396 65,8262,275,43565,8262,193,835

平成17年３月18日
（注）６

21,000 69,3961,764,0004,039,4351,764,0003,957,835

平成17年７月２日
（注）７

― 69,396 ― 4,039,435△2,950,5991,007,235

平成16年10月１日～
平成17年９月30日

（注）８
486 69,882 31,0414,070,47631,0411,038,277

平成17年10月１日～
平成18年９月30日

（注）９
11,032 80,914 499,9154,570,391500,0841,538,361

平成18年４月12日
（注）10

2,739 83,653 99,9734,670,36599,9731,638,335

平成17年10月１日～
平成18年９月30日

（注）11
4,668 88,321 100,6274,770,992100,6271,738,962

平成19年２月22日
（注）12

― 88,321△3,770,9921,000,000△1,738,962 ―

平成18年10月１日～
平成19年９月30日

（注）13
2,531 90,852 50,1151,050,11550,115 50,115

(注) １．有償第三者割当

発行株数　　571株　　発行価格　175千円　　資本組入額　87千円

２．有償第三者割当

発行株数　1,515株　　発行価格　198千円　　資本組入額　99千円

３．有償第三者割当

発行株数　2,112株　　発行価格　142千円　　資本組入額　71千円

４．有償第三者割当

発行株数　7,624株　　発行価格　151千円　　資本組入額　75千円

５．新株予約権の行使による増加であります。

６．有償第三者割当

発行株数　21,000株　 発行価格　168千円　　資本組入額　84千円

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

び欠損てん補によるものであります。

８．新株予約権の行使による増加であります。

９．転換社債の株式転換によるものであります。

10．有償第三者割当

発行株数　2,739株　　発行価格　 73千円　　資本組入額　36千円

11．新株予約権の行使による増加であります。

12．資本金の額の減少は、無償減資による欠損填補およびその他資本剰余金への振替であります。資本準備金の額

の減少は、会社法第448条第１項の規定に基づき、その他資本剰余金へ振替えたものであります。

13．新株予約権の行使による増加であります。

14．平成20年11月12日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が60,000株、資本金及び資本準備

金がそれぞれ168,000千円増加しております。
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(5) 【所有者別状況】

平成20年９月30日現在

区分

株式の状況

端株の状況政府及び
地方公共
団体

金融機関
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)

― 3 10 41 14 5 4,4774,550 ―

所有株式数
(株)

― 126 1,94816,56325,351 49 46,81190,848 4

所有株式数
の割合(％)

― 0.14 2.14 18.2327.91 0.05 51.53100.00 ―

(注) １．自己株式2,305.2株は、「個人その他」に2,305株、「端株の状況」に0.2株含まれています。

２．上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の失念株式が７株含まれております。

　

(6) 【大株主の状況】

平成20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(％)

クオンツキャピタルアジアリミ
テッド
（常任代理人　ＡＧ株式会社）

東京都新宿区西落合１-28-14 21,127 23.25

株式会社クオンツ・キャピタル 東京都千代田区紀尾井町４－13 10,127 11.15

株式会社三州石川組 東京都江東区大島１丁目１-13-601 4,545 5.00

ユービーエスエージーシンガ
ポール
（常任代理人　シティバンク銀行
株式会社）

東京都品川区東品川２丁目３番14号 2,000 2.20

石原　將光 静岡県田方郡函南町 1,984 2.18

駒井　滋 東京都港区 1,920 2.11

吉川　修 名古屋市中村区 1,698 1.87

岩崎　裕明 福井県福井市 1,094 1.20

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目９－１ 964 1.06

ステートストリートバンクアン
ドトラストカンパニー505086
(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)

東京都中央区日本橋兜町６番７号 735 0.81

計 ― 46,194 50.85

(注) １．発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位以下を四捨五入して表示しております。

２．上記のほか、自己株式が2,305.2株あります。

３．前事業年度末現在主要株主であった株式会社クオンツは、当事業年度末では主要株主ではなくなりました。

４．前事業年度末現在主要株主でなかったクオンツキャピタルアジアリミテッドは、当事業年度末では主要株主

となっております。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の個数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
(自己保有株式)
普通株式　2,305

― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 88,543　　　　　88,543 ―

端株 普通株式      4 ― ―

発行済株式総数          90,852 ― ―

総株主の議決権 ― 　　　　　88,543 ―

(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７株（議決権７個）含ま

れております。

２．端株には当社所有の自己株式0.2株が含まれています。

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
㈱オープンループ

北海道札幌市中央区
北一条西３丁目２番地

2,305 ― 2,305 2.54

計 ― 2,305 ― 2,305 2.54
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(8) 【ストックオプション制度の内容】

当社はストックオプション制度を採用しております。

①　以下の制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき当社取締役、監査役、従業員及び社

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

当該制度の内容は次のとおりであります。

　

(平成14年12月17日定時株主総会の内容)

平成15年６月６日発行の新株予約権につきましては、行使期間が平成20年１月31日に終了しました。

　

(平成15年12月17日定時株主総会の内容)

(イ)

　

決議年月日 平成15年12月17日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役・監査役　 8名
当社従業員　　　　　80名
当社子会社の従業員　 7名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 3,968株

新株予約権の行使時の払込価額 １株につき　154,000円

新株予約権の行使期間 平成18年１月１日から平成25年12月31日まで

新株予約権の行使の条件

各新株予約権の一部行使はできない。
対象者が死亡した場合には、新株予約権の相続は認められないものとす
る。退任及び退職の場合の取扱い、その他の権利行使条件については、平
成15年12月17日開催の株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づ
き、当社が対象者との間で締結する新株予約権付与契約において定める
ものとする。

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

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―

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

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

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

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

調整により割当株式数が０となる場合には、かかる調整は行わないものとする。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

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

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

式数を調整する。

２．発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。

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

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

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
新規発行又は処分前の１株当たり株価

既発行株式数＋新規発行株式数

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

生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割または併合の比率

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

もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込価額の調整を行う。

３．新株予約権の付与後、一部の付与者の異動及び退職等により、提出日の前月末日（平成20年11月30日）現在の

付与対象者の区分及び株数は、当社取締役５名（2,700株）、当社従業員８名（231株）、当社子会社の取締役

１名（５株）、当社子会社の従業員27名（201株）及び当社取締役であった者２名（60株）、合計3,197 　　株
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となっております。

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

　

(ロ)

　

決議年月日 平成15年12月17日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役・監査役　 8名
当社従業員　　　　　67名
当社子会社の取締役　 1名
当社子会社の従業員　10名
当社の社外協力者　　 3名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 1,032株

新株予約権の行使時の払込価額 １株につき　161,800円

新株予約権の行使期間 平成18年１月１日から平成25年12月31日まで

新株予約権の行使の条件

各新株予約権の一部行使はできない。
対象者が死亡した場合には、新株予約権の相続は認められないものとす
る。退任及び退職の場合の取扱い、その他の権利行使条件については、平
成15年12月17日開催の株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づ
き、当社が対象者との間で締結する新株予約権付与契約において定める
ものとする。

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

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―

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

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

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

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

調整により割当株式数が０となる場合には、かかる調整は行わないものとする。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

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

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

式数を調整する。

２．発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。

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

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

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
新規発行又は処分前の１株当たり株価

既発行株式数＋新規発行株式数

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

生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割または併合の比率

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

もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込価額の調整を行う。
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３．新株予約権の付与後、一部の付与者の異動及び退職等により、提出日の前月末日（平成20年11月30日）現在の

付与対象者の区分及び株数は、当社取締役・監査役８名（221株）、当社従業員８名（123株）、当社子会社の

従業員23名（262株）、当社監査役であった者１名(10株)及び当社の社外協力者３名（95株）、合計711 　株と

なっております。

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

　

(平成16年12月17日定時株主総会の内容)

　

決議年月日 平成16年12月17日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　５名
当社従業員　18名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 3,000株

新株予約権の行使時の払込価額 １株につき　205,000円

新株予約権の行使期間 平成17年２月９日から平成26年12月16日まで

新株予約権の行使の条件

各新株予約権の一部行使はできない。
対象者が死亡した場合には、新株予約権の相続は認められないものとす
る。退任及び退職の場合の取扱い、その他の権利行使条件については、平
成16年12月17日開催の株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づ
き、当社が対象者との間で締結する新株予約権付与契約において定める
ものとする。

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

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―

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

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

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

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

調整により割当株式数が０となる場合には、かかる調整は行わないものとする。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

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

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

式数を調整する。

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

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

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

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

の終値とする。）のいずれか高い金額とし、１円未満の端数は切り上げる。

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

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割または併合の比率

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

日（平成20年11月30日）現在の付与対象者の区分及び株数は、当社取締役５名（2,400株）、当社従業員　５名

（185株）及び当社子会社の従業員８名（220株）、合計2,805株となっております。
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(平成17年12月22日定時株主総会の内容)

(イ)

　

決議年月日 平成17年12月22日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役　５名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 1,593株

新株予約権の行使時の払込価額 １株につき　33,872円

新株予約権の行使期間 平成18年９月１日から平成21年８月31日まで

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社及び当社
子会社の取締役、監査役、従業員並びに社外協力者等の地位にあること
を要する。

②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。
③その他の新株予約権の行使の条件は、本総会以後に開催される取締役
会決議による。

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

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―

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

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

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

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

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

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率

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

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

式数を調整する。

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

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

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

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

直近日の終値とする。）のいずれか高い金額とし、１円未満の端数は切り上げる。

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

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割または併合の比率

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

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

することができる。
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(ロ)

　

決議年月日 平成17年12月22日

付与対象者の区分及び人数
当社従業員　　　　　20名
当社子会社の従業員　１名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 407株

新株予約権の行使時の払込価額 １株につき　33,872円

新株予約権の行使期間 平成19年12月23日から平成27年12月21日まで

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社及び当社
子会社の取締役、監査役、従業員並びに社外協力者等の地位にあること
を要する。

②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。
③その他の新株予約権の行使の条件は、本総会以後に開催される取締役
会決議による。

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

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―

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

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

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

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

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

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率

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

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

式数を調整する。

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

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

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

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

直近日の終値とする。）のいずれか高い金額とし、１円未満の端数は切り上げる。

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

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割または併合の比率

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

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

することができる。

３．新株予約権の付与後、一部の付与者の異動及び退職等により、提出日の前月末日（平成20年11月30日）現在の

付与対象者の区分及び株数は、当社従業員６名（147株）及び当社子会社の従業員９名（162株）、合計309株

となっております。
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②　以下の制度は、合併によりその義務を承継した旧商法第280条ノ19に基づくものであり、当社取締役、

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

のであります。当該制度の内容は次のとおりであります。

　

(平成12年８月31日㈱トラストワーク定時株主総会の内容)

平成12年10月８日発行の新株予約権につきましては、行使期間が平成20年７月31日に終了しました。

(平成13年４月10日㈱トラストワーク臨時株主総会の内容)

平成13年６月１日発行の新株予約権につきましては、行使期間が平成20年７月31日に終了しました。

(平成13年８月30日㈱トラストワーク定時株主総会の内容)

　

決議年月日 平成13年８月30日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　 4名
当社従業員　45名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 669株

新株予約権の行使時の払込価額 １株につき　260,870円

新株予約権の行使期間 平成15年４月１日から平成23年３月31日まで

新株予約権の行使の条件

被付与者が取締役または使用人の地位を失った場合は原則として権利行
使不能。
その他の権利行使条件については、平成13年８月30日開催の定時株主総
会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当社が対象者との間で締
結する新株引受権付与契約において定めるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定の禁止

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―

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

しております。

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

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

 
調整後発行価額

 
＝
既発行株式数×

新規発行前
の発行価額

＋
新規発行
株式数

×
１株当たり
払込金額

既発行株式数＋新規発行株式数

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

る１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後発行価額＝調整前発行価額×
１

株式分割・株式併合の比率

４．新株引受権の付与後、一部の付与者の異動又は退職等により、提出日の前月末日（平成20年11月30日）現在の

付与対象者の区分及び株数は、当社取締役２名（345株）、当社従業員５名（74株）、当社子会社の取締役１名

（４株）、当社子会社の従業員15名（93株）及び社外協力者１名（11株）、合計527株となっております。
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③　以下の制度は、合併によりその義務を承継した旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づくも

のであり、当社取締役、当社及び当社子会社従業員に対し新株予約権を付与することを下記株主総会

において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。

　

(平成14年８月30日㈱トラストワーク定時株主総会の内容)

　

決議年月日 平成14年８月30日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　 4名
当社従業員　74名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数 930株

新株予約権の行使時の払込価額 １株につき　173,913円

新株予約権の行使期間 平成15年４月１日から平成23年３月31日まで

新株予約権の行使の条件

被付与者が取締役または使用人の地位を失った場合は原則として権利行
使不能。
その他の権利行使条件については、平成14年８月30日開催の定時株主総
会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当社が対象者との間で締
結する新株予約権付与契約において定めるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定の禁止

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―

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

しております。

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

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

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

　　　調整後株式数＝調整前株式数×株式分割・併合の比率

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

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

ス方式）により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

 
調整後払込金額

 
＝
既発行株式数×

新規発行前
の発行価額

＋
新規発行
株式数

×
１株当たり
払込金額

既発行株式数＋新規発行株式数

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

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

のとする。

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

くは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

４．発行日後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げるものとする。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

株式分割・株式併合の比率

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

日（平成20年11月30日）現在の付与対象者の区分及び株数は、当社取締役２名（523株）、当社従業員６　名

（87株）、当社子会社の取締役１名（４株）及び当社子会社の従業員18名（115株）、合計729株となっており

ます。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 旧商法第220条ノ６の規定に基づく端株の買取請求による

普通株式の取得

　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

旧商法第220条ノ６の規定に基づく端株の買取請求による普通株式の取得

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 3.6 32

当期間における取得自己株式 3.8 25

　
(注)　当期間における取得自己株式には、平成20年12月１日から有価証券報告書提出日までの端株の買取りによる株

式数は含めておりません。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に
係る移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他
（―）

― ― ― ―

保有自己株式数 2,305.2 ― 2,309 ―

(注)　当期間における保有自己株式数には、平成20年12月１日からこの有価証券報告書提出日までの端株の買取りによ

る株式は含まれておりません。

　

EDINET提出書類

株式会社オープンループ(E05171)

有価証券報告書

 42/124



３ 【配当政策】

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

点を置きつつ、企業価値及び将来のキャッシュ・フロー増大を目指していく方針です。

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

から必要と想定される内部留保の確保をはかりながら、安定的な財務体質のもとでその実施の有無を検討

していく所存です。

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を基本方針としております。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。

しかしながら当社は設立以来利益配当の実績を有しておらず、また現時点において実施の可能性及び実

施時期等についても未定でありますが、経営方針、今後の経営計画及び各期の経営業績を考慮に入れ、でき

るだけ早期の株主への利益還元の実施が可能となるよう、今後とも検討を続けていく方針です。

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

登録株式質権者に対し、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当（以下「中間配当金」という。）をす

ることができる。」旨を定款に定めております。

　

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期

決算年月 平成16年９月 平成17年９月 平成18年９月 平成19年９月 平成20年９月

最高（円） 338,000 318,000 169,000 43,500 33,100

最低（円） 88,000 123,000 18,100 16,240 6,250

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

ます。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別 平成20年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 14,450 13,300 14,900 13,290 12,000 9,500

最低（円） 10,300 10,800 10,810 9,800 8,420 6,250

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

ます。
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５ 【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)

駒　井　　　滋 昭和43年５月26日

平成４年４月 ㈱日本エル・シー・エー入社

(注)２ 1,920

平成９年７月 ㈱トラストワーク代表取締役社長

就任

平成15年３月 当社代表取締役社長就任（現任）

平成16年６月 ㈱ヒバライバンク(現㈱オープン

ループリソーシズ）代表取締役社

長就任

平成16年９月 ㈱ヒューマンアウトソーシング代

表取締役社長就任（現任）

平成18年11月 ㈱オープンループパートナーズ代

表取締役社長就任（現任）

取締役
副社長

棈　松　　　修 昭和44年１月13日

平成４年４月 ㈱ベンチャー・リンク入社

(注)２ 654

平成13年１月 ㈱トラストワーク取締役副社長就

任

平成15年３月 当社専務取締役就任

平成15年５月 取締役副社長就任（現任）

平成16年７月 ヒューマンリソーシズ本部長就任

平成18年９月 ㈱アスペイワーク代表取締役社長

就任（現任）

取締役 内　田　友　幸 昭和44年１月２日

平成７年５月 ㈲ゆんファクトリー（現㈱オープ

ンループリソーシズ）設立　取締

役就任

(注)２ 636平成11年１月 ㈱ゆんファクトリーに組織変更 代表

取締役社長に就任

平成15年10月 当社入社 ＩＴセキュリティ本部長就

任

平成15年12月 取締役就任（現任）

取締役 荒　川　宏　樹 昭和40年１月14日

昭和60年４月 富士通㈱入社

(注)２ 105

平成元年10月 ㈱ビー・ユー・ジー入社

平成８年４月 北海道地図㈱入社

平成10年１月 当社入社

平成10年12月 取締役就任（現任）

平成15年３月 札幌研究センター長就任
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役 社長室長 佐　藤　憲　治 昭和40年４月13日

昭和63年４月 野村證券㈱入社

(注)２ ―

平成11年12月 ソフトバンク・インベストメント

㈱入社

平成16年10月 同社営業企画部部長就任

平成18年３月 TRNコーポレーション㈱管理本部

長就任

平成18年３月 ㈱TOKYO Capital（現TRNアセッツ

㈱）取締役就任

平成18年４月 同社代表取締役就任

平成18年５月 TRNコーポレーション㈱取締役就

任

平成20年３月 ㈱レアルジール（現TRNアセッツ

㈱）代表取締役就任

平成20年４月 TRNアセッツ㈱代表取締役就任

平成20年10月 ㈱エスケイ・キャピタル代表取締

役(現任)

平成20年11月 当社入社　社長室長就任（現任）

平成20年12月 取締役就任（現任）

取締役 板　橋　雄　弘 昭和40年６月21日

昭和63年４月 野村證券㈱入社

(注)２ ―

平成11年12月 ㈱浅沼技研入社

平成13年５月 ㈱オートサーバー入社

平成14年７月 ㈱UFJキャピタル（現三菱UFJキャ

ピタル㈱）入社

平成16年７月 みずほ証券㈱入社

平成17年８月 ㈱T・ZONEホールディングス（現

MAGねっと㈱）入社

平成17年９月 同社（現MAGねっと㈱）取締役就

任

㈱T・ZONE戦略研究所取締役就任

㈱IPO・IR研究所代表取締役就任

平成17年11月 ㈱T・ZONEキャピタル取締役就任

平成18年４月 ㈱T・ZONEストラテジィ取締役就

任

平成19年２月 ㈱一高たかはし入社

平成19年５月 ㈱アイトリート代表取締役就任

（現任）

平成20年12月 当社取締役就任（現任）

監査役
(常勤)

駒　込　　　勝 昭和20年８月17日

昭和41年４月 クラウン㈱入社

(注)３ 7

昭和44年９月 山水電気㈱入社

昭和60年６月 ㈱セガ・エンタープライゼス入社

昭和63年３月 八重洲無線㈱入社

平成５年５月 ㈱アクセル専務取締役就任

平成13年５月 ㈱トラストワーク入社

平成13年８月 同社取締役経営管理本部長就任

平成15年11月 ㈱ミミコム常務取締役就任

平成18年12月 当社監査役就任（現任）

監査役 濱　中　　　徹 昭和31年６月16日

昭和55年４月 ㈲相互美建入社

(注)４ 20

昭和56年１月 上正路㈲入社

昭和60年２月 濱中徹税理士事務所（現任）

平成12年７月

平成20年10月

当社監査役就任（現任）

㈱オーバルマネージメント代表取

締役就任（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数
(株)

監査役 丸　山　弘　昭 昭和21年３月14日

昭和45年４月 日本合成ゴム㈱（現JSR㈱）入社

(注)３ 11

昭和47年４月 ㈱第一会計計算センター（現㈱ダ

イテック）入社

昭和49年４月 監査法人伊東会計事務所入所

昭和56年10月 ㈱アタックス設立

昭和60年３月 同社代表取締役就任（現任）

平成12年８月 ㈱トラストワーク監査役就任

平成15年３月 当社監査役就任（現任）

監査役 三　好　正　也 昭和３年７月３日

昭和29年１月 経済団体連合会入局

(注)３ ―

昭和61年４月 (財)経済広報センター専務理事就

任

昭和63年５月 (社)経済団体連合会事務総長就任

平成９年５月 (社)世界貿易センター(東京)副会

長就任（現任）

平成12年６月 ㈱エフエムジャパン（現 ㈱

J-WAVE）代表取締役会長兼社長就

任

平成13年４月 ㈱ミヨシ・ネットワークス代表取

締役就任（現任）

平成13年８月 ㈱トラストワーク監査役就任

平成15年３月 当社監査役就任（現任）

監査役 阿　部　英　雄 昭和36年３月16日

平成６年４月 検事任官

(注)４ ―

平成18年３月 検事退官

平成18年６月 弁護士登録

平成19年10月 阿部綜合法律事務所開設(現任)

平成19年12月 当社監査役就任（現任）

計 3,353

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

す。

２．任期は、平成20年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．任期は、平成18年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．任期は、平成19年12月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．所有株式数は提出日現在のものであります。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

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

運営される取締役会および経営会議の開催により、経営および業務執行上の重要事項に関わる決定を行

なっています。

(2）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

①　基本説明

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

役５名（うち社外監査役は４名）で構成されております。当社の最高意思決定機関として、月１回以上

取締役会を開催しております。また、取締役会及び社長の経営意思決定の補佐・経営情報の共有・実務

的観点を重視した様々な重要事項の審議等を主眼に、原則として毎週、各部長以上の参加により経営会

議を開催しております。

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

りチェックすると共に、客観的・中立的立場からの助言を行っております。

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

は会計監査人と適宜協議の場を設け、相互に連携して会社の適切な業務執行と開示体制を確保するた

めの活動を行っております。

コンプライアンスの観点より、経営執行状況に関わる法務面からの検証として、取締役会においては

顧問弁護士の同席による適宜アドバイス、また経営会議においては法務関連報告等の恒常的実施がな

されております。平成19年11月より、監査役会からの要請に基づき、コンプライアンス機能の強化、経営

の透明性及び健全性を推進・確保することを目的とし、３名の外部専門家を招聘し、コンプライアンス

委員会を設置致しました。

②　内部監査及び監査役監査の状況

内部監査室１名による点検の実施及び監査役５名による内部統制の運用状況の評価により内部統制

の強化を行っております。

③　会計監査の状況

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

実施しております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成

については以下のとおりです。

・業務を執行した公認会計土の氏名

指定社員　業務執行社員　　原　伸之、若槻　明

・会計監査業務に係る補助者の構成

公認会計士２名、公認会計士試験合格者２名、その他２名

④　社外取締役及び社外監査役との関係

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

関係において、該当事項はございません。
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(3）リスク管理体制の整備の状況

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

よるクロスチェック・多層的な承認体制を全般に構築しております。

(4）役員報酬の内容

社内取締役の年間報酬総額 72,200千円

監査役の年間報酬総額 10,055千円

（内、社外監査役の年間報酬総額 7,655千円）

(5）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報酬　16,200千円

(6）コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの実施状況

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

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

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

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

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

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

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

の規定する「ディスクロージャー・ポリシー」に基づき、投資情報として重要と判断した場合には積極

的かつ公平に開示を行なうべく努めております。また、当社への理解を深めていただけるよう、ウェブサ

イトの充実等を通じた　ＩＲ情報発信の強化を含む様々な改善をはかっております。

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

る検討を重ねてまいります。

(7）取締役の定数

当社の取締役は５名以内とする旨を定款に定めております（なお当有価証券報告書提出日現在におい

て、平成20年12月25日開催の定時株主総会の決議により取締役の定数を５名以内から７名以内に変更し

ております）。

(8）取締役選任及び解任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、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、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の解任決議は、議決権を行使できる株主の議

決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めておりま

す。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。

(9）株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

(自己株式の取得）

当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって同条

第１項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これ

は経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。
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(剰余金の配当等の決定機関）

当社は、会社法第454条第５項の規定に基づき、取締役会の決議によって中間配当をすることができる

旨を定款に定めております。これは剰余金の中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主の皆様へ

の機動的な利益還元を行うことを目的としております。

(取締役の責任免除）

当社は、取締役の責任免除について、取締役会の決議によって会社法第423条第１項の賠償責任につい

て、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た

額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役の責任免除を取締役会

の権限とすることにより、取締役が期待される役割をより適切に行えるようにするためであります。

(監査役の責任免除）

当社は、監査役の責任免除について、取締役会の決議によって会社法第423条第１項の賠償責任につい

て、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た

額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。これは、監査役の責任免除を取締役会

の権限とすることにより、監査役が期待される役割をより適切に行えるようにするためであります。

(10)株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める決議は、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以上をもって行う旨を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、株主総会の運営を円滑に行うことを目的

とするものであります。
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第５ 【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

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

第28号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前連結会計年度(平成18年10月１日から平成19年９月30日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に

基づき、当連結会計年度(平成19年10月１日から平成20年９月30日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に

基づいて作成しております。

　

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

以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度(平成18年10月１日から平成19年９月30日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、

当事業年度(平成19年10月１日から平成20年９月30日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成

しております。

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、前連結会計年度（平成18年10月１日から平

成19年９月30日まで）及び前事業年度（平成18年10月１日から平成19年９月30日まで）並びに当連結会計

年度（平成19年10月１日から平成20年９月30日まで）及び当事業年度（平成19年10月１日から平成20年９

月30日まで）の連結財務諸表及び財務諸表について、ビーエー東京監査法人により監査を受けております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

　
前連結会計年度
(平成19年９月30日)

当連結会計年度
(平成20年９月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

　１．現金及び預金 ※１ 2,104,803 1,175,807

　２．受取手形及び売掛金 705,816 691,835

　３．有価証券 ※２ ― 580,647

　４. 営業投資有価証券 4,707 2,296

　５．たな卸資産 1,266 2,427

  ６. 預け金 ※２ ― 348,885

　７．その他 253,824 104,256

　　　貸倒引当金 △40,280 △50,445

　　　流動資産合計 3,030,13783.9 2,855,71081.8

Ⅱ　固定資産

　１．有形固定資産

　　(1）建物及び構築物 8,980 12,014

　　　　減価償却累計額 △1,941 7,038 △4,513 7,501

　　(2）車両運搬具 8,827 6,292

　　　　減価償却累計額 △2,604 6,222 △5,800 491

　　(3）工具器具備品 34,013 43,762

　　　　減価償却累計額 △15,217 18,795 △30,195 13,566

　　　　有形固定資産合計 32,0560.9 21,5590.6

　２．無形固定資産

　　(1）のれん 6,565 336

　　(2）ソフトウェア 9,683 ―

　　(3）その他 3,877 0

　　　　無形固定資産合計 20,1260.5 336 0.0

　３．投資その他の資産

　　(1）投資有価証券 ※２ 268,588 340,633

　　(2）長期貸付金 15,000 15,000

　　(3）破産更生債権等 1,675,624 1,681,353

　　(4）その他 122,980 134,662

　　　　貸倒引当金 △1,550,853 △1,556,582

　　　　投資その他の資産合計 531,34014.7 615,06717.6

　　　　固定資産合計 583,52316.1 636,96418.2

　　　　資産合計 3,613,660100.0 3,492,674100.0
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　 前連結会計年度
(平成19年９月30日)

当連結会計年度
(平成20年９月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

　１．買掛金 142,215 143,371

　２．１年以内償還予定社債 60,000 ―

　３. 未払金 ※２ ― 618,622

　４．未払法人税等 16,249 9,048

　５．賞与引当金 39,318 46,512

　６．安全協力費返還引当金 117,799 23,596

　７．その他 276,572 164,570

　　　流動負債合計 652,15418.0 1,005,72128.8

Ⅱ　固定負債

　１．繰延税金負債 1,846 605

　２．その他 1,481 779

　　　固定負債合計 3,3280.1 1,3850.0

　　　負債合計 655,48218.1 1,007,10628.8

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１．資本金 1,050,11529.1 1,050,11530.1

　２．資本剰余金 2,889,08879.9 2,889,08882.7

　３．利益剰余金 △637,910△17.6 △1,117,267△32.0

　４．自己株式 △360,117△10.0 △360,149△10.3

　　　株主資本合計 2,941,17581.4 2,461,78670.5

Ⅱ　評価・換算差額等

　　　その他有価証券
　　　評価差額金

△67,811△1.9 △38,798△1.1

　　　評価・換算差額等合計 △67,811△1.9 △38,798△1.1

Ⅲ　新株予約権 31,4460.9 27,8910.8

Ⅳ　少数株主持分 53,3661.5 34,6891.0

　　　純資産合計 2,958,17781.9 2,485,56771.2

　　　負債純資産合計 3,613,660100.0 3,492,674100.0
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② 【連結損益計算書】

　
前連結会計年度

(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 5,817,737100.0 6,335,684100.0

Ⅱ　売上原価 4,207,11772.3 4,755,57775.1

　　売上総利益 1,610,62027.7 1,580,10624.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 1,681,79428.9 1,850,09329.2

　　営業損失 71,174△1.2 269,986△4.3

Ⅳ　営業外収益

　１．受取利息 30,887 4,972

　２．受取配当金 1,691 696

　３．受取手数料 2,222 1,967

　４．投資事業組合投資利益 ― 2,531

　５．助成金収入 610 610

　６．その他 396 35,8070.6 196 10,9740.2

Ⅴ　営業外費用

　１．支払利息 290 78

　２．株式交付費 2,217 2,439

　３．投資事業組合投資損失 8,992 ―

　４．支払手数料 445 145

　５．その他 1,584 13,5300.2 504 3,1680.0

　　経常損失 48,897△0.8 262,180△4.1

Ⅵ　特別利益

　１．投資有価証券売却益 4,103 ―

　２．関係会社株式売却益 ― 15,819

　３．新株予約権戻入益 ― 4,1030.1 4,903 20,7220.3
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　 前連結会計年度
(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅶ　特別損失

　１．投資有価証券売却損 3,931 159,519

　２．投資有価証券評価損 124,145 154

　３．関係会社株式評価損 ※３ 301,599 ―

　４．固定資産除却損 ※２ 5,042 521

　５．減損損失 ※６ ― 77,535

　６．過年度賃金手当 ※４ 16,363 ―

　７．安全協力費返還引当金
　　　繰入額

※５ 117,799568,8829.8 ― 237,7303.8

　　税金等調整前
　　当期純損失

613,676△10.5 479,188△7.6

　　法人税、住民税及び事業税 11,7720.2 9,6650.2

　　少数株主損失 22,6330.4 9,4960.2

　　当期純損失 602,815△10.3 479,357△7.6
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　平成18年10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 自己株式 株主資本合計

平成18年９月30日残高（千円） 4,770,9923,018,543△3,985,657△360,117 3,443,761

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 50,115 50,115 － － 100,230

　減資 △3,770,9921,100,0102,670,982 － －

　資本剰余金の取崩 － △1,279,5801,279,580 － －

　当期純損失 － － △602,815 － △602,815

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

△3,720,877△129,455 3,347,747 － △502,585

平成19年９月30日残高（千円） 1,050,1152,889,088△637,910 △360,117 2,941,175

　

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 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９月30日残高（千円） 4,431 4,431 25,515 － 3,473,708

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 － － － － 100,230

　減資 － － － － －

　資本剰余金の取崩 － － － － －

　当期純損失 － － － － △602,815

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)

△72,243 △72,243 5,931 53,366 △12,945

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

△72,243 △72,243 5,931 53,366 △515,530

平成19年９月30日残高（千円） △67,811 △67,811 31,446 53,366 2,958,177
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当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年９月30日残高（千円） 1,050,1152,889,088△637,910 △360,117 2,941,175

連結会計年度中の変動額

　当期純損失 ― ― △479,357 ― △479,357

　自己株式の取得 ― ―　 ― △32 △32

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)

― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

― ― △479,357 △32 △479,389

平成20年９月30日残高（千円） 1,050,1152,889,088△1,117,267△360,149 2,461,786

　

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 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19年９月30日残高（千円） △67,811 △67,811 31,446 53,366 2,958,177

連結会計年度中の変動額

　当期純損失 ― ―　 ― ― △479,357

　自己株式の取得 ― ― ― ― △32

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)

29,012 29,012 △3,555 △18,676 6,780

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

29,012 29,012 △3,555 △18,676 △472,609

平成20年９月30日残高（千円） △38,798　　 △38,798 27,891 34,689 2,485,567
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
　

前連結会計年度
(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　　　税金等調整前当期純損失（△） △ 613,676 △ 479,188

　　　減価償却費 13,094 26,177

　　　のれん償却額 6,128 6,233

　　　貸倒引当金の増加額 34,761 15,893

　　　賞与引当金の増減額 △ 7,810 7,194

　　　安全協力費返還引当金の増減額 117,799 △ 94,203

　　　受取利息及び受取配当金 △ 32,578 △ 5,668

　　　支払利息 290 78

　　　株式交付費 2,217 2,439

　　　投資事業組合投資利益 ― △ 2,531

　　　投資事業組合投資損失 8,992 ―

　　　固定資産除却損 5,042 521

　　　投資有価証券評価損 124,145 154

　　　関係会社株式評価損 301,599 ―

　　　投資有価証券売却益 △ 4,103 ―

　　　関係会社株式売却益 ※２ ― △ 15,819

　　　投資有価証券売却損 3,931 159,519

　　　減損損失 ― 77,535

　　　売上債権の増減額 △ 26,477 11,458

　　　たな卸資産の増減額 956 △ 1,160

　　　未収消費税等の増減額 3,599 △ 811

　　　仕入債務の増減額 △ 3,750 1,155

　　　未払金の増減額 17,952 △ 9,246

　　　未払費用の増減額 51,955 △ 37,903

　　　未払消費税等の減少額 △ 45,687 △ 2,311

　　　その他 143,860 △ 11,178

小計 102,244 △ 351,661

　　　利息及び配当金の受取額 32,398 5,602

　　　利息の支払額 △ 336 △ 121

　　　法人税等の支払額 △ 48,953 △ 12,156

　　　供託金の支払額 ― △ 40,000

　　営業活動によるキャッシュ・フロー 85,351 △ 398,336
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　 前連結会計年度
(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　定期預金の預入による支出 ― △141,318

　　　定期預金の払戻による収入 ― 40,235

　　　投資有価証券の取得による支出 △1,503,145 ―

　　　投資有価証券の売却・償還による収入 1,451,221 839

　　　関係会社株式の取得による支出 △351,000 △5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による収入

※２ ― 13,774

　　　貸付金の回収による収入 3,113 43,475

　　　有形固定資産の取得による支出 △15,503 △41,567

　　　無形固定資産の取得による支出 △11,650 △43,314

　　　敷金・保証金の増加 △33,747 △14,864

　　　敷金・保証金の減少 17,939 3,073

　　　その他 35,694 △31,412

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △407,077 △171,084

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　社債の償還による支出 △60,000 △60,000

　　　株式の発行による収入 97,782 ―

　　　自己株式の取得による支出 ― △32

　　　割賦債務支払による支出 △712 ―

　　　少数株主の払込による収入 76,000 ―

　　財務活動によるキャッシュ・フロー 113,069 △60,032

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △208,656 △629,453

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,423,244 2,214,588

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,214,588 1,585,134
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　
前連結会計年度

(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

　当社グループは、前連結会計年度において、当期純利益

462,656千円を計上したものの、営業損失として445,001

千円、経常損失として480,952千円を計上しております。

また、当連結会計年度においては、営業損失71,174千円、

経常損失48,897千円、当期純損失602,815千円を計上して

おります。

　以上を鑑み、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。

　当社グループは、前連結会計年度において、営業損失

71,174千円、経常損失48,897千円、当期純損失602,815千

円を計上し、当連結会計年度においては、営業損失

269,986千円、経常損失262,180千円、当期純損失479,357

千円を計上しております。

　以上を鑑み、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。

　

　

　当該状況に対応すべく、当社グループは、「本業集中に

よる企業価値の最大化」に取り組んでおります。

　自社の強みを生かし、経営資源を主たる事業に集中する

ことで、経営体質の改善と強化を進め、企業価値の最大化

を図ります。

　投資事業等への取り組みについては、案件を厳密に精査

し、主たる事業とのシナジー効果が見込まれないものへ

の出資は一切行わないものと致します。

　収益性判断の徹底とコスト構造の改革を進め、経営資源

の再配分と効率的なオペレーション体制の確立により、

営業力を強化するとともに、顧客基盤の再構築を図り、売

上高の増加を伴う利益体質の実現を目指して参ります。

　採算ベースに達せずかつ将来的にも採算化が見込み難

い案件・事業においては、“製品群の峻別”及び“不採

算事業の再編”を、引き続き実施して参ります。

　以上の施策により、継続企業の前提に関する重要な疑義

を解消できるものと判断しております。従って、連結財務

諸表は継続企業を前提として作成されており、このよう

な重要な疑義の影響を反映しておりません。　

　このような状況下、当社株式は当連結会計年度に監理ポ

スト割当てを解除され、これを機に中長期的な経営戦略

として中期経営計画を策定し「経営資源を主たる事業に

集中し、経営体質の改善と強化を進め、企業価値の最大化

に努める」取り組みを開始しました。 

　一方、当社グループの主たる事業である人材派遣業界を

取り巻く環境は厳しさを増し、業界大手企業の法令違反

の影響で労働者派遣法の改正に関する議論も活発化され

ており、業界全体が厳しい環境となってきております。 

　当該状況に対応すべく、労働者派遣法の改正について

は、それをビジネスチャンスと捉え、顧客に代わりパート

やアルバイトスタッフの採用、賃金の支払等付随して発

生する業務を代行するサービスを開発するなど、顧客の

幅広いニーズに対応した、多角的なサービスを提供でき

る新規ビジネスへの取り組みを開始しています。また、既

存事業においては法令遵守の下、コスト構造の改革を引

続き推進し、従前からの「本業集中による企業価値の最

大化」に基づき、営業体制を強化し、新設拠点においては

「地域戦略の推進」「人員配置並びに営業の効率化」を

図った事業戦略を遂行し、利益体質の実現を目指して参

ります。 　

　 　以上の施策により、継続企業の前提に関する重要な疑義

を解消できるものと判断しております。従って、連結財務

諸表は継続企業を前提として作成されており、このよう

な重要な疑義の影響を反映しておりません。 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　
前連結会計年度

(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

１．連結の範囲に関する事項

　　連結子会社の数　10社

　　連結子会社の名称

　　　㈱オープンループパートナーズ、㈱トラスト・エス

ピー・キューブ、㈱ヒバライバンク、㈱オープンルー

プインベストメント、㈱アスペイワーク、㈱トップラ

ンダー、㈱ヒューマンアウトソーシング、メディ・メ

サイア㈱、㈲ディー・フロンティア、㈲コールスタッ

フィング

 

　　　上記のうち、㈱トップランダー及びメディ・メサイア

㈱については、当連結会計年度において新たに設立

したため、連結の範囲に含めております。

　　　なお、前連結会計年度に㈲ワイズマネージメントから

㈱トップランダーへ商号変更した連結子会社は、当

連結会計年度において㈱オープンループパートナー

ズへ商号変更しております。また、当連結会計年度に

設立された㈱オープンループ・アスクレピオスはメ

ディ・メサイア㈱へ商号変更しております。

１．連結の範囲に関する事項

　　連結子会社の数　９社

　　連結子会社の名称

　　　㈱オープンループパートナーズ、㈱トラスト・エス

ピー・キューブ、㈱オープンループリソーシズ（旧

社名㈱ヒバライバンク）、㈱オープンループインベ

ストメント、㈱アスペイワーク、㈱トップランダー、

㈱ヒューマンアウトソーシング、㈱ディー・フロン

ティア（旧社名㈲ディー・フロンティア）、㈲コー

ルスタッフィング

　　　なお、前連結会計年度において連結子会社でありまし

たメディ・メサイア㈱は、当連結会計年度において

同社株式を全株売却致しました。

　　　当連結会計年度において、㈱ヒバライバンクは㈱オー

プンループリソーシズに、㈲ディー・フロンティア

は㈱ディー・フロンティアに商号変更しておりま

す。

２．持分法の適用に関する事項

　　持分法を適用していない関連会社

　　　当連結会計年度において株式取得した㈱ＮＡＪにつ

きましては、同社の議決権の25.8％を所有しており

ますが、同社より提示された資料及び説明の内容に

ついて株式価値に影響を及ぼす重大な疑義が生じた

ことから、当社は株式譲渡人等に対し損害賠償等の

請求を行うことを決議しました。そのため持分法の

適用範囲から除外しております。なお㈱ＮＡＪは平

成19年５月31日に自己破産を申請しております。

２．持分法の適用に関する事項

　　持分法を適用していない関連会社

　　　㈱ＮＡＪにつきましては、同社の議決権の25.8％を所

有しておりますが、同社は平成19年５月31日に自己

破産を申請したため持分法の適用範囲から除外して

おります。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　　連結子会社のうち、㈲ディー・フロンティア、㈲コール

スタッフィングの決算日は３月31日、㈱オープンルー

プインベストメントの決算日は12月31日であります。

連結財務諸表の作成にあたって、これらの連結子会社

については、連結決算日現在で実施した仮決算に基づ

く財務諸表を使用しております。

　　㈱オープンループインベストメントは当連結会計年度

より決算日を12月31日へ変更しております。

　なお、その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　　連結子会社のうち、㈲コールスタッフィングの決算日

は３月31日、㈱オープンループインベストメントの決

算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成にあ

たって、これらの連結子会社については、連結決算日現

在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しており

ます。

　　㈱ディー・フロンティアは当連結会計年度より決算日

を９月30日へ変更しております。

　なお、その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。
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　 前連結会計年度
(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

４．会計処理基準に関する事項

　(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

　　①　有価証券

　 (イ) 満期保有目的の債券
　　　　　―――――

　 (ロ) その他有価証券

　　　　  時価のあるもの

　　　　　連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）

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

   (イ) 満期保有目的の債券
　　　　  償却原価法（定額法）

　 (ロ) その他有価証券

　　　　  時価のあるもの

同左

　　　　　時価のないもの

　　　　　　移動平均法による原価法

　　　　　時価のないもの

同左

　　　　投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出

資金

　　　　　投資事業有限責任組合損益のうち、当社及び一部の

連結子会社に帰属する持分相当損益を「営業外

損益」に計上するとともに「営業投資有価証

券」及び「投資有価証券」を加減する方法

　　　  投資事業有限責任組合への出資金

 

　　　　　投資事業有限責任組合損益のうち、当社に帰属する

持分相当損益を「営業外損益」に計上するとと

もに「営業投資有価証券」及び「投資有価証

券」を加減する方法

　　②　たな卸資産 　　②　たな卸資産

　　　貯蔵品

　　　　個別法に基づく原価法

　　　　　ただし、貯蔵品のうち作業着等については最終仕入

原価法

　　　貯蔵品

同左

　(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

　　①　有形固定資産

　　　　定率法

　　　　主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ３～15年

車両運搬具及び工具器具備品 ２～15年

　　　　なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産につ

いては、３年間で均等償却する方法を採用してお

ります。

　(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

　　①　有形固定資産

同左

　　②　無形固定資産

　　　イ）のれん

　　　　　５年による定額法を採用しております。

　　②　無形固定資産

　　　イ）のれん

同左

　　　ロ）自社利用のソフトウェア

　　　　　社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法を採用しております。

　　　ロ）自社利用のソフトウェア

　　　　　　　　　 同左

　(3）重要な繰延資産の処理方法

　　株式交付費

　　　支出時に全額費用処理しております。

　(3）重要な繰延資産の処理方法

　　株式交付費

同左

　(4）重要な引当金の計上基準

　　①　貸倒引当金

　　　　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

　(4）重要な引当金の計上基準

　　①　貸倒引当金

同左
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　 前連結会計年度
(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

　　②　賞与引当金

　　　　従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち

当連結会計年度に負担すべき金額を計上しており

ます。

　　②　賞与引当金

同左

　　③　安全協力費返還引当金

　　　　任意拠出の「安全協力費」を登録スタッフへ返還す

るために、過去２年間にわたって徴収した安全協

力費の返還見込額および返還に要する諸費用の見

込額を計上しております。

　　③　安全協力費返還引当金

　　　　　　　　　 同左

(5）重要なリース取引の処理方法

　　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項

　消費税等の会計処理

　　税抜方式によっております。なお、一部の連結子会社は

免税事業者であるため税込方式によっております。

(6）その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項

　消費税等の会計処理

　　　　　　　　　 同左

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評

価法によっております。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６．のれんの償却に関する事項

　　のれんの償却については、５年間の均等償却を行って

おります。ただし金額的重要性がない場合は、発生した

連結会計年度に一括して償却しております。

６．のれんの償却に関する事項

同左

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　　連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及

び現金同等物）は手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資からなっております。

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

　
前連結会計年度

(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

（企業結合に係る会計基準）

　当連結会計年度から「企業結合に係る会計基準」(企業

会計審議会平成15年10月31日)及び「事業分離等に関す

る会計基準」(企業会計基準委員会　平成17年12月27日　

企業会計基準第７号)ならびに「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準

委員会　平成17年12月27日　企業会計基準適用指針第10

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。

　　　　　　　　　―――――

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の

一部改正）

　当連結会計年度から、改正後の「自己株式及び準備金の

額の減少等に関する会計基準」(企業会計基準委員会　最

終改正平成18年８月11日　改正企業会計基準第１号)及び

「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の

適用指針」(企業会計基準委員会　最終改正平成18年８月

11日　改正企業会計基準適用指針第２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。

 　　　　　　　　　―――――

　

表示方法の変更

　
前連結会計年度

(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

　　　　　　　　　――――――― 　（連結貸借対照表）

 「預け金」は前連結会計年度まで、流動資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度に

おいて、資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記し

ました。なお、前連結会計年度末の「預け金」は179,587

千円であります。

「未払金」は前連結会計年度まで、流動負債の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度に

おいて、負債及び純資産の合計額の100分の５を超えたた

め区分掲記しました。なお、前連結会計年度末の「未払

金」は81,115千円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　営業活動によるキャッシュ・フローの「前払費用の増

減額」は、当連結会計年度において、金額的重要性が乏し

くなったため「その他」に含めております。なお、当連結

会計年度の「その他」に含まれている「前払費用の増加

額」は△6,912千円であります。

　（連結キャッシュ・フロー計算書）

「供託金の支払額」は、前連結会計年度は営業活動によ

るキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示してお

りましたが、金額的重要性が増したため区分掲記してお

ります。なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含まれている「供託金の支

払額」は5,459千円であります。
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追加情報

　
前連結会計年度

(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

（当社株式の監理ポスト割当て解除について）

　当社株式は㈱大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マー

ケット―「ヘラクレス」市場において、平成18年10月１

日より監理ポストに割当てられておりましたが、㈱大阪

証券取引所における審査の結果、当社が「上場審査基準

に準じて㈱大阪証券取引所が定める基準に適合」すると

認められたため、平成19年10月27日付で監理ポスト割当

てを解除されました。

　―――――
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注記事項

(連結貸借対照表関係)

　
前連結会計年度
(平成19年９月30日)

当連結会計年度
(平成20年９月30日)

※１　担保差入資産

現金及び預金 59,757千円

計 59,757千円

※１　担保差入資産

現金及び預金 90,696千円

計 90,696千円

　　　なお、上記に対する債務はありません。 　　　なお、上記に対する債務はありません。

※２　　　　　――――――――

 

※２　当連結会計年度において購入約定した有価証券取

引について、受渡日が当連結会計年度末を過ぎて到来

するものは以下の通りであります。 

①有価証券（１年内に償還する国債）349,319千円 

　　　　約定日　平成20年９月29日　

　　　　受渡日　平成20年10月２日 

②投資有価証券（１年を超えて償還する国債）　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　199,844千円 

　　　　約定日　平成20年９月29日　

　　　　受渡日　平成20年10月２日 

　これらは連結会計年度末において未払金となってお

りますが、受渡日において預け金及び有価証券の一部

にて決済しております。
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(連結損益計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

役員報酬 81,100千円

給与手当 538,641千円

賞与 79,125千円

賞与引当金繰入額 36,326千円

雑給 31,360千円

法定福利費 139,146千円

募集費 151,194千円

減価償却費 13,094千円

賃借料 146,540千円

支払手数料 111,619千円

通信費 50,463千円

貸倒引当金繰入額 34,761千円

のれん償却額 6,128千円

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

役員報酬 82,255千円

給与手当 601,361千円

賞与 78,339千円

賞与引当金繰入額 43,416千円

雑給 36,941千円

法定福利費 134,123千円

募集費 154,120千円

減価償却費 26,177千円

賃借料 187,237千円

支払手数料 131,382千円

通信費 53,000千円

貸倒引当金繰入額 15,937千円

のれん償却額 6,233千円

※２　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

建物及び構築物 2,678千円

工具器具備品 2,363千円

計 5,042千円

※２　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

工具器具備品 521千円

計 521千円

※３　関係会社株式評価損

　　　関係会社株式評価損301,599千円は、持分法非適用関

連会社の㈱ＮＡＪに対するものであります。

　　　当連結会計年度において、当社は、㈱ＮＡＪの発行済

株式数の25.8％に相当する同社株式270株を取得し

ました。その後持分法を適用するための精査の過程

で、同社より提示された資料及び説明の内容につい

て株式価値に影響を及ぼす重大な疑義が生じたこと

から、当社は株式譲渡人等に対し、損害賠償等の請求

を行なうことを決議し、同社を持分法の適用範囲か

ら除外することに致しました。そのため、株式取得価

額351,000千円のうち、回収の見通しが不確定の

301,599千円を関係会社株式評価損として計上して

おります。なお、㈱ＮＡＪは平成19年５月31日に自己

破産を申請しております。

※３　　　　　――――――――

※４　過年度賃金手当

　　　新宿労働基準監督署の指導に基づく時間外割増賃金

等の遡及額を計上しております。

※４　　　　　　――――――――

※５　安全協力費返還引当金繰入額

　　　連結子会社において、登録スタッフより、民間の傷害

・物損保険等の保険料の一部に充当するため「安全

協力費」を任意にて徴収しておりましたが、新宿労

働基準監督署より、その勘定・使途等が明白ではな

いことを主旨として、過去２年間に遡及して返還す

るよう指導を受けました。そのため、返還すべき安全

協力費の返還見込額及び返還に要する諸費用の見込

額を安全協力費返還引当金として計上をしておりま

す。

※５　　　　　　――――――――
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　 前連結会計年度
(自　平成18年10月１日
  至　平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成19年10月１日
  至　平成20年９月30日)

※６　　　　　　―――――――― ※６　減損損失

　当社グループは、当連結会計年度において以下のと

おり減損損失を計上しております。

（減損損失を認識した資産及び減損損失の金額）

 

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

東京都
新宿区

共用資産管理
用設備他

建物及び構築物 2,121

工具器具備品 7,711

ソフトウェア 16,079

リース資産 1,587

ソフトウェア仮勘
定

19,076

電話加入権 2,397

小計 48,974

東京都
新宿区

セールスアウ
トソーシング
事業営業用備
品等

建物及び構築物 6,627

工具器具備品 5,760

ソフトウェア 9,195

小計 21,583

その他 営業用資産等

建物及び構築物 1,482

車両運搬具 3,457

工具器具備品 1,958

ソフトウェア 0

電話加入権 79

小計 6,977

合計 77,535

（資産のグルーピングの方法）

　営業用資産については、各支店を基礎として、収支

把握単位・経営管理単位を勘案してグルーピングし

ております。また、当社保有資産については複数の資

産グループのキャッシュ・フロー生成に寄与するこ

とから共用資産としております。

（減損損失の認識に至った経緯）

　当社グループは、営業活動から生ずる損益が継続し

てマイナスであるため、資産のグルーピングを行っ

たのち資産グループから得られる割引前将来キャッ

シュ・フローの総額と帳簿価額との比較を行いまし

たが、前者が下回る資産グループがあったことから、

これらの資産グループについて減損損失を認識する

こととしました。

（回収可能価額の算定方法）

　回収可能価額については正味売却価額と使用価値

のいずれか高い方の金額により測定しております。

　使用価値については、将来キャッシュ・フローを

8.5％の割引率で割り引いて算定しております。
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30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
　

前連結会計年度末
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

　普通株式 88,321 2,531 ― 90,852

自己株式

　普通株式 2,301.6 ― ― 2,301.6

(注)　普通株式の発行済株式総数の増加2,531株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。

　
２．新株予約権に関する事項
　

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社
（親会社）

平成18年新株予約権 普通株式 40,506― 2,53137,9753,450

ストック・オプショ
ンとしての新株予約
権

― ― ― ― ― 27,996

合計 ― ― ― ― ― 31,446

(注) １．平成18年新株予約権の当連結会計年度減少額は、新株予約権の行使によるものであります。

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

計年度末残高 7,013千円）が含まれております。その他の上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なもので

あります。
　
３．配当に関する事項

　　該当事項はありません。
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当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30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
　

前連結会計年度末
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

　普通株式 90,852 ― ― 90,852

自己株式

　普通株式 2,301.6 3.6 ― 2,305.2

(注)　普通株式の自己株式の増加3.6株は、端株の買取りによるものであります。

　
２．新株予約権に関する事項
　

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社
（親会社）

平成18年新株予約権 普通株式 37,975― 37,975 ― ―

ストック・オプショ
ンとしての新株予約
権

― ― ― ― ― 27,891

合計 ― ― ― ― ― 27,891

(注) １．平成18年新株予約権の当連結会計年度減少額は、行使期間の満了による失効であります。

２．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。
　
３．配当に関する事項

　　該当事項はありません。
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

（平成19年９月30日現在)
 

現金及び預金勘定 2,104,803千円

流動資産その他に含まれる
預け金勘定

179,587千円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △10,045千円

担保に供している定期預金 △59,757千円

現金及び現金同等物 2,214,588千円

※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

（平成20年９月30日現在)
 

現金及び預金勘定 1,175,807千円

現金及び現金同等物の範囲に含めた
有価証券

231,328千円

現金及び現金同等物の範囲に含めた
預け金

348,885千円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △80,189千円

担保に供している定期預金 △90,696千円

現金及び現金同等物 1,585,134千円

※２　　　　　　　―――――― ※２  株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の内訳

　株式の売却によりメディ・メサイア㈱が連結子会

社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の

内訳並びにメディ・メサイア㈱株式の売却価額と売

却による収入(純額)との関係は次のとおりでありま

す。

 

流動資産 14,879千円

固定資産 6,292千円

流動負債 △2,810千円

少数株主持分 △9,180千円

関係会社株式売却益 15,819千円

当該会社株式の売却価額 25,000千円

当該会社の現金及び現金同等物 11,225千円

差引　当該会社売却による収入 13,774千円
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(リース取引関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

　①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

　①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

減損損失
累計額
相当額

期末残高
相当額

建物付属
設備

2,089 69 ― 2,020

工具器具
備品

44,33133,6914,1426,497

合計 46,42033,7614,1428,517

取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

減損損失
累計額
相当額

期末残高
相当額

建物付属
設備

2,067 482 ― 1,585

工具器具
備品

20,17114,1033,5192,548

合計 22,23914,5863,5194,133

　②　未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 5,016千円

１年超 7,904千円

　合計 12,920千円

リース資産減損勘定の残高 4,142千円

　②　未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 3,907千円

１年超 3,961千円

　合計 7,869千円

リース資産減損勘定の残高 2,970千円

　③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 13,155千円

リース資産減損勘定の取崩額 11,266千円

減価償却費相当額 12,434千円

支払利息相当額 452千円

　③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 5,612千円

リース資産減損勘定の取崩額 2,758千円

減価償却費相当額 2,509千円

支払利息相当額 258千円

減損損失 1,587千円

　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
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(有価証券関係)

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　

区分

前連結会計年度（平成19年９月30日） 当連結会計年度（平成20年９月30日）

連結貸借対照
表計上額
（千円）

時価
(千円)

差額
（千円）

連結貸借対照
表計上額
（千円）

時価
(千円)

差額
（千円）

時価が連結貸
借対照表計上
額を超えるも
の

国債・地方債
等

― ― ― ― ― ―

小計 ― ― ― ― ― ―

時価が連結貸
借対照表計上
額を超えない
もの

国債・地方債
等

― ― ― 549,163548,885 △278

小計 ― ― ― 549,163548,885 △278

合計 ― ― ― 549,163548,885 △278

　

２．その他有価証券で時価のあるもの

　

区分

前連結会計年度（平成19年９月30日） 当連結会計年度（平成20年９月30日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの

株式 1,604 6,152 4,547 804 2,296 1,491

小計 1,604 6,152 4,547 804 2,296 1,491

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の

株式 285,962215,449△70,512126,24886,564　△39,684

小計 285,962215,449△70,512126,24886,564△39,684

合計 287,567221,602△65,965127,05388,860△38,193

　

３．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　
前連結会計年度

（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）
当連結会計年度

（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

売却額（千円）
売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

売却額（千円）
売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

1,451,221 4,103 3,931 41,724 ― 159,519

　

４．時価評価されていない有価証券

　

区分

前連結会計年度
（平成19年９月30日）

当連結会計年度
（平成20年９月30日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

　　非上場株式 12,162 12,162

　　ＭＭＦ等 ― 231,328

投資事業有限責任組合及び
それに類する組合への出資金

39,531 42,062

(注)　前連結会計年度において、時価のあるその他有価証券について122,255千円、時価のないその他有価証券について

1,889千円の減損処理を実施しております。
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当連結会計年度において、時価のないその他有価証券について154千円の減損処理を実施しております。

　

　　５. 満期保有目的の債券の今後の償還予定額

　

１年以内
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超(千円)

国債・地方債等 349,319 199,844 ― ―

合計 349,319 199,844 ― ―

前へ　　　次へ
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(デリバティブ取引関係)

１．取引の状況に関する事項

　
前連結会計年度

(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

(1）取引の内容

　　利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引

及び金利キャップ取引であります。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

　　デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針

であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　　デリバティブ取引は、借入金利の将来の金利市場にお

ける利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用

しております。

(3）取引の利用目的

同左

(4）取引に係るリスクの内容

　　金利スワップ取引及び金利キャップ取引は市場金利の

変動によるリスクを有しております。なお、デリバティ

ブ取引の契約先は信用度の高い金融機関であるため、

相手先の契約不履行による信用リスクはほとんどない

と判断しております。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

　　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限

及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、財務経

理部が決裁担当者の承認を得て行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

　

２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（平成19年９月30日）

重要性が低いため記載を省略しております。

　

当連結会計年度（平成20年９月30日）

期末残高がないため、該当事項はありません。
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(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

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

・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

(1）ストック・オプションの内容

　

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

付与日 平成12年10月８日 平成13年６月１日 平成13年10月１日

付与対象者の区分及び数
当社取締役　　　　　3名
当社従業員　　　 　37名

当社取締役　　　　　3名
当社従業員　　　 　18名

当社取締役　　　　　4名
当社従業員　　　 　45名

ストック・オプションの
数(注)１

普通株式　 146株 普通株式　 476株 普通株式　 669株

権利確定条件 (注)２ (注)２ (注)２

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあ
りません。

対象勤務期間の定めはあ
りません。

対象勤務期間の定めはあ
りません。

権利行使期間
平成13年８月１日から
平成20年７月31日まで

平成13年８月１日から
平成20年７月31日まで

平成15年４月１日から
平成23年３月31日まで

　

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

付与日 平成14年２月７日 平成14年10月６日 平成15年６月６日

付与対象者の区分及び数
当社取締役　　　　　6名
当社従業員　　　 　25名
　

当社取締役　　　　　4名
当社従業員　　　　 74名
　

当社取締役・監査役　9名
当社従業員　　　　103名
当社子会社の従業員　8名

ストック・オプションの
数(注)１

普通株式　 290株 普通株式　 930株 普通株式　3,850株

権利確定条件 (注)２ (注)２ (注)２

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあ
りません。

対象勤務期間の定めはあ
りません。

対象勤務期間の定めはあ
りません。

権利行使期間
平成16年１月１日から
平成18年12月31日まで

平成15年４月１日から
平成23年３月31日まで

平成15年７月１日から
平成20年１月31日まで

　

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

付与日 平成16年２月27日 平成16年12月14日 平成17年２月８日

付与対象者の区分及び数

当社取締役・監査役　8名
当社従業員　　　　 80名
当社子会社の従業員　7名
　
　

当社取締役・監査役　8名
当社従業員　　　　 67名
当社子会社の取締役　1名
当社子会社の従業員 10名
当社の社外協力者　　3名

当社取締役　　　　　5名
当社従業員　　　　 18名
　
　
　

ストック・オプションの
数(注)１

普通株式　3,968株 普通株式　1,032株 普通株式　3,000株

権利確定条件 (注)２ (注)２ (注)２

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあ
りません。

対象勤務期間の定めはあ
りません。

対象勤務期間の定めはあ
りません。

権利行使期間
平成18年１月１日から
平成25年12月31日まで

平成18年１月１日から
平成25年12月31日まで

平成17年２月９日から
平成26年12月16日まで
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株主総会決議日 平成17年12月22日 平成17年12月22日

付与日 平成18年７月26日 平成18年７月26日

付与対象者の区分及び数
当社取締役　　　　　5名
　

当社従業員　　　　 20名
当社子会社の従業員　1名

ストック・オプションの
数(注)１

普通株式 1,593株 普通株式 　407株

権利確定条件 (注)２ (注)２

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあ
りません。

対象勤務期間の定めはあ
りません。

権利行使期間
平成18年９月１日から
平成21年８月31日まで

平成19年12月23日から
平成27年12月21日まで

(注) １．付与数を株式数に換算して記載しております。

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

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

当社が対象者との間で締結する付与契約において定めるものとする。

　

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

①　ストック・オプションの数

　

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

付与日 平成12年10月８日 平成13年６月１日 平成13年10月１日

権利確定後　　　　 (株)

前連結会計年度末 61 333 529

権利行使 ― ― ―

失効 4 ― ―

当連結会計年度末残 57 333 529

　

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

付与日 平成14年２月７日 平成14年10月６日 平成15年６月６日

権利確定後　　　　 (株)

前連結会計年度末 25 761 1,763

権利行使 ― ― ―

失効 25 14 108

当連結会計年度末残 ― 747 1,655

　

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

付与日 平成16年２月27日 平成16年12月14日 平成17年２月８日

権利確定後　　　　 (株)

前連結会計年度末 3,334 868 2,920

権利行使 ― ― ―

失効 110 62 55

当連結会計年度末残 3,224 806 2,865
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株主総会決議日 平成17年12月22日 平成17年12月22日

付与日
平成18年７月26日

（当社取締役への付与分）
　

平成18年７月26日
（当社及び当社子会社従業員

への付与分）

権利確定前　　　　 (株)

前連結会計年度末 ― 407

付与 ― ―

失効 ― 30

権利確定 ― ―

未確定残 ― 377

権利確定後　　　　 (株)

前連結会計年度末 1,593 ―

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―

失効 ― ―

当連結会計年度末残 1,593 ―

　

②　単価情報

　

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

付与日 平成12年10月８日 平成13年６月１日 平成13年10月１日

権利行使価格　　　 (円) 173,913 173,913 260,870

行使時平均株価　　 (円) ― ― ―

公正な評価単価
(付与日)　　　　　 (円)

― ― ―

　

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

付与日 平成14年２月７日 平成14年10月６日 平成15年６月６日

権利行使価格　　　 (円) 701,056 173,913 79,500

行使時平均株価　　 (円) ― ― ―

公正な評価単価
(付与日)　　　　　 (円)

― ― ―

　

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

付与日 平成16年２月27日 平成16年12月14日 平成17年２月８日

権利行使価格　　　 (円) 154,000 161,800 205,000

行使時平均株価　　 (円) ― ― ―

公正な評価単価
(付与日)　　　　　 (円)

― ― ―
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株主総会決議日 平成17年12月22日 平成17年12月22日

付与日
平成18年７月26日

（当社取締役への付与分）
　

平成18年７月26日
（当社及び当社子会社従業員

への付与分）

権利行使価格　　　 (円) 33,872 33,872

行使時平均株価　　 (円) ― ―

公正な評価単価
(付与日)　　　　　 (円)

13,172 22,357

　

２．当連結会計年度に付与されたストック・オプション

該当事項はありません。

　

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

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

　

４．連結財務諸表への影響額

販売費及び一般管理費の株式報酬費用　　6,161千円
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当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

当連結会計年度に存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

(1）ストック・オプションの内容

　

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

付与日 平成12年10月８日 平成13年６月１日 平成13年10月１日

付与対象者の区分及び数
当社取締役　　　　　3名
当社従業員　　　 　37名

当社取締役　　　　　3名
当社従業員　　　 　18名

当社取締役　　　　　4名
当社従業員　　　 　45名

ストック・オプションの
数(注)１

普通株式　 146株 普通株式　 476株 普通株式　 669株

権利確定条件 (注)２ (注)２ (注)２

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあ
りません。

対象勤務期間の定めはあ
りません。

対象勤務期間の定めはあ
りません。

権利行使期間
平成13年８月１日から
平成20年７月31日まで

平成13年８月１日から
平成20年７月31日まで

平成15年４月１日から
平成23年３月31日まで

　

株主総会決議日 平成14年８月30日 平成14年12月17日 平成15年12月17日

付与日 平成14年10月６日 平成15年６月６日 平成16年２月27日

付与対象者の区分及び数
当社取締役　　　　　4名
当社従業員　　　 　74名
　

当社取締役・監査役　9名
当社従業員　　　　103名
当社子会社の従業員　8名

当社取締役・監査役　8名
当社従業員　　　　 80名
当社子会社の従業員　7名

ストック・オプションの
数(注)１

普通株式　 930株 普通株式　3,850株 普通株式　3,968株

権利確定条件 (注)２ (注)２ (注)２

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあ
りません。

対象勤務期間の定めはあ
りません。

対象勤務期間の定めはあ
りません。

権利行使期間
平成15年４月１日から
平成23年３月31日まで

平成15年７月１日から
平成20年１月31日まで

平成18年１月１日から
平成25年12月31日まで

　

株主総会決議日 平成15年12月17日 平成16年12月17日 平成17年12月22日

付与日 平成16年12月14日 平成17年２月８日 平成18年７月26日

付与対象者の区分及び数

当社取締役・監査役　8名
当社従業員　　　　 67名
当社子会社の取締役　1名
当社子会社の従業員 10名
当社の社外協力者　　3名

当社取締役　　　　　5名
当社従業員　　　　 18名
　
　
　

当社取締役　　　　　5名
　

ストック・オプションの
数(注)１

普通株式　1,032株 普通株式　3,000株 普通株式 1,593株

権利確定条件 (注)２ (注)２ (注)２

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあ
りません。

対象勤務期間の定めはあ
りません。

対象勤務期間の定めはあ
りません。

権利行使期間
平成18年１月１日から
平成25年12月31日まで

平成17年２月９日から
平成26年12月16日まで

平成18年９月１日から
平成21年８月31日まで
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株主総会決議日 平成17年12月22日

付与日 平成18年７月26日

付与対象者の区分及び数
当社従業員　　　　 20名
当社子会社の従業員　1名

ストック・オプションの
数(注)１

普通株式 　407株

権利確定条件 (注)２

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあ
りません。

権利行使期間
平成19年12月23日から
平成27年12月21日まで

(注) １．付与数を株式数に換算して記載しております。

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

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

当社が対象者との間で締結する付与契約において定めるものとする。

　

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

①　ストック・オプションの数

　

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

付与日 平成12年10月８日 平成13年６月１日 平成13年10月１日

権利確定後　　　　 (株)

前連結会計年度末 57 333 529

権利行使 ― ― ―

失効 57 333 2

当連結会計年度末残 （注）　　　　　　　― （注）　　　　　　　― 527

　

株主総会決議日 平成14年８月30日 平成14年12月17日 平成15年12月17日

付与日 平成14年10月６日 平成15年６月６日 平成16年２月27日

権利確定後　　　　 (株)

前連結会計年度末 747 1,655 3,224

権利行使 ― ― ―

失効 18 1,655 27

当連結会計年度末残 729 （注）　　　　　　　― 3,197

　

株主総会決議日 平成15年12月17日 平成16年12月17日

付与日 平成16年12月14日 平成17年２月８日

権利確定後　　　　 (株)

前連結会計年度末 806 2,865

権利行使 ― ―

失効 95 60

当連結会計年度末残 711 2,805
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株主総会決議日 平成17年12月22日 平成17年12月22日

付与日
平成18年７月26日

（当社取締役への付与分）
　

平成18年７月26日
（当社及び当社子会社従業員

への付与分）

権利確定前　　　　 (株)

前連結会計年度末 ― 377

付与 ― ―

失効 ― 3

権利確定 ― 374

未確定残 ― ―

権利確定後　　　　 (株)

前連結会計年度末 1,593 ―

権利確定 ― 374

権利行使 ― ―

失効 ― 65

当連結会計年度末残 1,593 309

（注）付与日が平成12年10月８日、平成13年６月１日及び平成15年６月６日のストック・オプションは、当連結会計年度

において行使期間が満了致しました。

　

②　単価情報

　

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

付与日 平成12年10月８日 平成13年６月１日 平成13年10月１日

権利行使価格　　　 (円) 173,913 173,913 260,870

行使時平均株価　　 (円) ― ― ―

公正な評価単価
(付与日)　　　　　 (円)

― ― ―

　

株主総会決議日 平成14年８月30日 平成14年12月17日 平成15年12月17日

付与日 平成14年10月６日 平成15年６月６日 平成16年２月27日

権利行使価格　　　 (円) 173,913 79,500 154,000

行使時平均株価　　 (円) ― ― ―

公正な評価単価
(付与日)　　　　　 (円)

― ― ―

　

株主総会決議日 平成15年12月17日 平成16年12月17日

付与日 平成16年12月14日 平成17年２月８日

権利行使価格　　　 (円) 161,800 205,000

行使時平均株価　　 (円) ― ―

公正な評価単価
(付与日)　　　　　 (円)

― ―
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株主総会決議日 平成17年12月22日 平成17年12月22日

付与日
平成18年７月26日

（当社取締役への付与分）
　

平成18年７月26日
（当社及び当社子会社従業員

への付与分）

権利行使価格　　　 (円) 33,872 33,872

行使時平均株価　　 (円) ― ―

公正な評価単価
(付与日)　　　　　 (円)

13,172 22,357

　

２．当連結会計年度に付与されたストック・オプション

該当事項はありません。

　

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

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

　

４．連結財務諸表への影響額

販売費及び一般管理費の株式報酬費用 1,347千円

特別利益の新株予約権戻入益 4,903千円
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(税効果会計関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産（流動）

貸倒引当金 8,180千円

賞与引当金 14,596千円

新株予約権 8,519千円

未払事業税 1,743千円

営業投資有価証券評価損 9,620千円

その他 3,123千円

繰延税金資産(流動)　小計 45,782千円

評価性引当金 △45,782千円

繰延税金資産(流動)　合計 ―千円

繰延税金資産(固定)

貸倒引当金 251,991千円

減価償却費 12,774千円

無形固定資産償却費 2,078千円

投資有価証券評価損 70,493千円

関係会社株式評価損 122,449千円

減損損失 1,681千円

繰越欠損金 1,639,746千円

繰延税金資産(固定)　小計 2,101,215千円

評価性引当金 △2,101,215千円

繰延税金資産(固定)　合計 ―千円

繰延税金負債(固定)

その他有価証券評価差額金 △1,846千円

繰延税金負債(固定)　合計 △1,846千円

差引：繰延税金負債(固定)の純額 △1,846千円
 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産（流動）

貸倒引当金 17,441千円

賞与引当金 18,884千円

安全協力費返還引当金 9,580千円

新株予約権 8,519千円

未払事業税 1,487千円

営業投資有価証券評価損 9,683千円

未払事業所税 3,615千円

繰延税金資産(流動)　小計 69,210千円

評価性引当金 △69,210千円

繰延税金資産(流動)　合計 ―千円

繰延税金資産(固定)

貸倒引当金 273,824千円

減価償却費 18,090千円

投資有価証券評価損 70,493千円

関係会社株式評価損 122,449千円

減損損失 19,040千円

繰越欠損金 1,887,897千円

繰延税金資産(固定)　小計 2,391,795千円

評価性引当金 △2,391,795千円

繰延税金資産(固定)　合計 ―千円

繰延税金負債(固定)

その他有価証券評価差額金 △605千円

繰延税金負債(固定)　合計 △605千円

差引：繰延税金負債(固定)の純額 △605千円
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　　税金等調整前当期純損失が計上されているため、記載

しておりません。

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

　　　　　　　　同左

　

前へ

EDINET提出書類

株式会社オープンループ(E05171)

有価証券報告書

 83/124



(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　

ＩＴセキュ
リティ事業
（千円）

ゼネラルア
ウトソーシ
ング事業
（千円）

セールスア
ウトソーシ
ング事業
（千円）

その他の
事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業利益

　　売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

45,4263,044,6662,717,28910,3545,817,737― 5,817,737

　(2) セグメント間の
　　　内部売上高

― ― 5,807 ― 5,807△5,807 ―

計 45,4263,044,6662,723,09610,3545,823,545△5,8075,817,737

　　営業費用 35,9632,860,2772,603,23915,4805,514,961373,9515,888,912

　　営業利益又は
　　営業損失（△）

9,463184,388119,857△5,125308,583△379,758△71,174

Ⅱ　資産、減価償却費
　　及び資本的支出

　　資産 20,374442,620579,5744,5971,047,1662,566,4933,613,660

　　減価償却費 232 5,583 4,891 ― 10,7072,38613,094

　　資本的支出 120 5,851 6,706 ― 12,67814,47527,153

(注) １．事業区分の方法

　　事業区分は、サービスの性質及び種類の類似性を考慮して区分しております。なお、当連結会計年度より投資事

業に進出いたしましたが、「その他の事業」に含めて計上しております。

２．各事業区分に属する主要な内容

(1）ＩＴセキュリティ事業

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

行っております。

(2）ゼネラルアウトソーシング事業

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

ウトソーシングの総合請負業務を行っております。

(3）セールスアウトソーシング事業

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

す。

(4）その他の事業

　　投資事業を行っております。

３．営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は373,951千円であり、その主な

ものは、親会社の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は2,566,493千円であり、その主なものは、親会

社での余資運用資金(現金及び預金)及び管理部門に係る資産であります。
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当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

　

ＩＴセキュ
リティ事業
（千円）

ゼネラルア
ウトソーシ
ング事業
（千円）

セールスア
ウトソーシ
ング事業
（千円）

その他の
事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業利益

　　売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

33,1293,083,7823,218,772― 6,335,684― 6,335,684

　(2) セグメント間の
　　　内部売上高

― ― 10,475 ― 10,475△10,475 ―

計 33,1293,083,7823,229,248― 6,346,160△10,4756,335,684

　　営業費用 132,2772,992,1683,149,8975106,274,854330,8166,605,670

　　営業利益又は
　　営業損失（△）

△99,14891,61379,350△510 71,305△341,292△269,986

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出

　　資産 33,326370,178627,1412,3961,033,0422,459,6323,492,674

　　減価償却費 921 8,015 9,660 ― 18,5977,57926,177

　　減損損失 280 6,48021,736 ― 28,49749,03777,535

　　資本的支出 ― 14,66236,969 ― 51,63133,25084,882

(注) １．事業区分の方法

　　事業区分は、サービスの性質及び種類の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分に属する主要な内容

(1）ＩＴセキュリティ事業

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

行っております。

(2）ゼネラルアウトソーシング事業

　　物流関係また倉庫内軽作業、生産工場及びイベント会場等での作業など各企業への多様な派遣業務・受託業

務を、並びに建設業を行っています。

(3）セールスアウトソーシング事業

　　テレコミュニケーター、トレーナー及びスーパーバイザー等の派遣業務、並びにコールセンター、セールスプ

ロモーション等の受託業務を行っております。

(4）その他の事業

　　投資事業を行っております。

３．営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は341,292千円であり、その主な

ものは、親会社の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は2,459,632千円であり、その主なものは、親会

社での余資運用資金(現金及び預金)及び管理部門に係る資産であります。
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【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在

外支店がないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

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

　

【関連当事者との取引】

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

関連当事者との間における重要な取引がないため、記載を省略しております。

　

当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

関連当事者との間における重要な取引がないため、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

　
前連結会計年度

(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

１株当たり純資産額 32,448円91銭１株当たり純資産額 27,363円92銭

１株当たり当期純損失金額 6,903円28銭１株当たり当期純損失金額 5,413円41銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であるため記載しており

ません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であるため記載しておりま

せん。

(注)　１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前連結会計年度

(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

１株当たり当期純損失金額

連結損益計算書上の当期純損失金額　(千円) 602,815 479,357

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純損失金額　（千円） 602,815 479,357

普通株式の期中平均株式数（株） 87,323 88,550

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかっ
た潜在株式の概要

旧商法280条ノ19の規定に
基づく新株引受権919株
平成13年改正旧商法280条
ノ20及び平成13年改正旧
商法280条ノ21の規定に基
づく新株予約権の目的と
なる株式の数49,242株
（新株予約権の目的とな
る株式の数については、該
当会計年度末において行
使がなされた場合の最大
発行可能数を記載してい
ます。）

旧商法280条ノ19の規定に
基づく新株引受権 527株
平成13年改正旧商法280条
ノ20及び平成13年改正旧
商法280条ノ21の規定に基
づく新株予約権の目的と
なる株式の数　9,344株
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(重要な後発事象)

　
前連結会計年度

(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

―――――
　
　

１．当社は、平成20年10月27日開催の取締役会において、下
記の通り第三者割当による新株式の発行及び新株予約
権の発行について決議し、平成20年11月12日に払込が
完了致しました。

（イ）新株式の発行の決議内容
1. 募集株式の数 普通株式60,000 株

2. 募集株式の払込金額 １株につき5,600 円

3. 払込金の総額  336,000,000 円

4. 増加する資本金  168,000,000 円

5. 増加する資本準備金  168,000,000 円

6. 申込期日 平成20年11月12日

7. 払込期日 平成20年11月12日

8. 株券交付日 平成20年11月12日
9. 割当先及び株式数

 

株式会社エスケイ・
キャピタル 
60,000 株

（ロ）新株予約権の発行の決議内容

 1. 株式会社オープンループ第11回新株予約権（以下
「本新株予約権」という。）
 
 2．新株予約権の目的である株式の数 
(1)本新株予約権の目的である株式の総数は当社普
通株式34,000株とする。但し、本項第(3)号により、割
当株式数（本項第(2)号に定義される。）が調整され
る場合には、本新株予約権の目的である株式の総数
は調整後割当株式数に応じて調整されるものとす
る。 
(2)本新株予約権１個の目的である株式の数（以下
「割当株式数」という。）は、当初１株とする。 
(3)① 当社が第10項の規定に従って行使価額（第９
項第(2)号に定義される。）の調整を行う場合には、
割当株式数は次の算式によって調整されるものとす
る。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本
新株予約権に係る割当株式数についてのみ行われる
ものとする。  
調整後割当株
式数 ＝

調整前割当株
式数

× 調整前行使価
額

調整後行使価額

②調整後割当株式の適用日は、当該調整事由にかか
る第10項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調
整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する
日と同日とする。 
③割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらか
じめ書面によりその旨並びにその事由、調整前割当
株式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他
必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権
者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の
通知を行うことができないときは、適用の日以降す
みやかにこれを行う。 

3. 新株予約権の総数 34,000 個 

4. 新株予約権の払込金額 
本新株予約権１個当り748円(総額25,432,000 円) 

5. 申込期日　平成20年11月12日

6．払込期日　平成20年11月12日 

7．割当日　　平成20年11月12日 　

8．募集方法及び割当先 
第三者割当ての方法により、すべての本新株予約権
を株式会社エスケイ・キャピタルに割当てる。 
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前連結会計年度
(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

―――――

 

 

9. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産
の価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

(2)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式
を新たに発行し又はこれに代えて当社の有する普通
株式を移転（以下、当社の普通株式の発行又は移転
を「交付」という。） 
する場合における株式１株当りの払込金額（以下
「行使価額」という。）は、当初9,000円とする。 
 
10. 行使価額の調整 
(1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に
掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じ
る場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に
定める算式（以下「行使価額調整式」という。）を
もって行使価額を調整する。

新発行・
×
1株当たりの

既発行
＋
処分株式数 払込金額

調整後
＝
調整前

×
株式数 時　　価

行使価額 行使価額 既発行株式数＋新発行・処分株式数

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場
合及びその調整後の行使価額の適用時期について
は、次に定めるところによる。 
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額
（株式無償割当てを含む。）をもって当社普通株式
を新たに発行又は当社の有する当社普通株式を処分
する場合 
調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また、募
集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以
降これを適用する。 
② 株式分割により普通株式を発行する場合 
調整後の行使価額は、株式分割のための株主割当日
の翌日以降これを適用する。 
③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもっ
て当社普通株式に転換される証券若しくは転換でき
る証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予
約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合 
調整後の行使価額は、発行される証券又は新株予約
権若しくは新株予約権付社債の全てが当初の行使価
額で転換され又は当初の行使価額で行使されたもの
とみなして行使価額調整式を準用して算出するもの
とし、払込期日（新株予約権が発行される場合は割
当日）の翌日以降これを適用する。但し、その証券の
募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌
日以降これを適用する。 
(3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使
価額と調整前の行使価額との差額が１円未満にとど
まる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但
し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発
生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中
の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこ
の差額を差引いた額を使用する。 
(4) ① 行使価額調整式の計算については、１円未満
の端数を四捨五入する。 
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使
価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取
引日の大阪証券取引所における当社普通株式の普通
取引の終値の平均値（当日付けで終値のない日数を
除く。）とする。 
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで
算出し、小数第２位を四捨五入する。 
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主
割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない
場合は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月前
の日における当社の発行済普通株式数から、当該日
における当社の有する当社普通株式の数を控除した
数とする。 
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前連結会計年度
(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

―――――

 (5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場
合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行
使価額の調整を行う。 
① 株式の併合、新設分割、吸収分割、合併又は自己の
株式の取得のために行使価額の調整を必要とすると
き。 
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更
の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整
を必要とするとき。 
③ 行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して
発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算
出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由によ
る影響を考慮する必要があるとき。 
(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号
に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日がい
ずれかの修正日と一致する場合には、本項第(2)号に
基づく行使価額の調整は行わないものとする。 
(7) 本項に定めるところにより行使価額の調整を行
うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並び
にその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及
びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前
日までに本新株予約権者に通知する。但し、適用の日
の前日までに前記の通知を行うことができないとき
は、適用の日以降すみやかにこれを行う。
 
11. 新株予約権の行使請求期間 
平成20年11月13日から平成22年11月12日までとす
る。 

12. その他の新株予約権の行使の条件 
　各本新株予約権の一部行使はできない。

13. 新株予約権の取得 
(1) 当社は、平成20年11月13日以降いつでも、本新株
予約権の取得を当社取締役会が決議した場合は、当
社取締役会で定める取得日において残存する本新株
予約権の全部又は一部を、会社法第273条及び同法第
293条第１項の規定に従って当該取得日の１か月前
までに公告及び通知をした上で、本新株予約権１個
当り748円の価額で、取得することができる。本新株
予約権の一部を取得する場合には、抽選その他の合
理的な方法により行うものとする。 
(2) 前号の場合、本新株予約権者は、当社による本新
株予約権の取得の通知の到達以降は本新株予約権を
行使することができない。 
(3) 本新株予約権者は、平成20年11月13日以降いつ
でも、当社に対して、１週間以上前までに通知するこ
とにより、自らの所有する本新株予約権の全部又は
一部を払込金額と同額で取得するよう請求すること
ができる。 
(4) 当社は、当社が株式交換又は株式移転により他
の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で
承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って通
知したうえで、当該取得日に、本新株予約権１個当り
748円の価額で、残存する本新株予約権の全部を取得
する。 

14. 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に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増
加する資本金の額は、会社計算規則第40条の定める
ところに従って算定された資本金等増加限度額に
0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を
生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加
する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増
加する資本金の額を減じた額とする。
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前連結会計年度
(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

―――――

 

15.新株予約権の譲渡制限 
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承
認を要するものとする。 

16. 端数処理 
本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株
式の数に１株に満たない端数がある場合、これを切
り捨てる。 

17. 新株予約権証券の発行 
当社は、本新株予約権者の請求があるときに限り、本
新株予約権証券を発行するものとする。 

18. 新株予約権の行使請求の方法 
(1) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予
約権者は、当社の定める行使請求書に、必要事項を記
載してこれに記名捺印したうえ、（発行されている
場合は）本新株予約権証書とともに、第11項に定め
る行使請求期間中に第20項記載の行使請求受付場所
に提出しなければならない。 
(2) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予
約権者は、前号の行使請求書及び（発行されている
場合は）本新株予約権証券の提出に加えて、本新株
予約権の行使に際して出資をなすべき財産の全部を
現金にて第21項に定める払込取扱場所の当社が指定
する口座に振り込むものとする。 
(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に
要する書類が行使請求受付場所に到着し、かつ当該
本新株予約権の行使に際して出資をなすべき財産の
全部が前号に定める口座に入金された日に発生す
る。 

19. 株券の交付方法 
当社は、行使請求の効力発生後すみやかに株券を交
付する。但し、単元未満株式については株券を発行し
ない。 

20. 行使請求受付場所 
株式会社オープンループ 東京支社 

21. 払込取扱場所 
株式会社三井住友銀行 新宿支店 

22. 法改正等 
会社法その他の法令の改正等、本要項の規定中読み
替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必
要な措置を講じる。
（ハ）目的（資金使途）
① 甲信越、山陽、九州地域での業容拡大を目的とし
て、当社連結子会社により同時期に新設した７拠点
（新潟、長岡、長野、松本、岡山、広島、熊本）及びCRM
部門の新設における運転資金 
② 中華人民共和国におけるコールセンター関連事
業の展開 
③ ①、②により今後、当社グループ内において本格
稼動する各種施策の増加運転資金
 

２．定期預金担保差入について
当社は、平成20年10月14日付で取引金融機関へ下記
の通り定期預金担保を提供いたしました。
①金額　50,000千円
②種類　期間１年の自動継続自由金利型定期預金
なお、上記に対する債務はありません。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

　

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

利率
（％）

担保 償還期限

当社
銀行保証付

第１回無担保社債
平成
15.6.26

60,000
(60,000)

―
(　　―)

0.27無担保
平成
20.6.26

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

２．当連結会計年度において当社債の償還は完了いたしました。

　　　　【借入金等明細表】

　　　該当事項はありません。

　

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】
　

前事業年度
(平成19年９月30日)

当事業年度
(平成20年９月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

　１．現金及び預金 ※１ 1,194,215 795,105

　２．売掛金 ※２ 82,877 71,288

　３．有価証券 ※３ ― 580,647

　４．貯蔵品 616 674

　５．前払費用 7,195 7,722

　６．短期貸付金 ※２ 896,423 500,234

　７．供託金 ― 45,459

　８．預け金 ※３ 179,587 348,885

　９．その他 ※２ 36,588 55,233

　　　貸倒引当金 △149,317 △ 52,993

　　流動資産合計 2,248,18767.7 2,352,25868.9

Ⅱ　固定資産

　(1）有形固定資産

　　１．建物 964 964

　　　　減価償却累計額 △545 418 △ 545 418

　　２．工具器具備品 8,499 10,967

　　　　減価償却累計額 △4,438 4,061 △ 6,597 4,370

　　　有形固定資産合計 4,4800.1 4,7880.1

　(2）無形固定資産

　　１．ソフトウェア 8,638 15,786

　　２．ソフトウェア仮勘定 ― 19,076

　　３．その他 2,397 2,397

　　　無形固定資産合計 11,0360.3 37,2601.1
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　 前事業年度
(平成19年９月30日)

当事業年度
(平成20年９月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

　(3）投資その他の資産

　　１．投資有価証券 ※３ 268,588 340,633

　　２．関係会社株式 687,834 577,041

　　３．出資金 20 20

　　４．関係会社長期貸付金 2,010,000 2,004,000

　　５．長期貸付金 15,000 15,000

　　６．破産更生債権等 1,039,999 1,039,999

　　７．敷金及び保証金 94,304 98,946

　　８．その他 204 ―

　　　　貸倒引当金 △3,056,801 △3,057,143

　　　投資その他の資産合計 1,059,15031.9 1,018,49629.9

　　　固定資産合計 1,074,66632.3 1,060,54631.1

　　　資産合計 3,322,854100.0 3,412,804100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

　１．１年以内償還予定社債 60,000 ―

　２．未払金 ※2,3 35,365 576,846

　３．未払費用 34,616 27,848

　４．未払法人税等 6,958 6,083

　５．未払消費税等 5,002 3,774

　６．預り金 3,856 6,027

　７．関係会社ＣＭＳ預り金 ― 261,584

　８．前受収益 65 ―

　９．賞与引当金 8,902 8,499

　10．その他 9,451 6,164

　　流動負債合計 164,2204.9 896,82826.3

Ⅱ　固定負債

　１．繰延税金負債 324 ―

　２．その他 1,481 ―

　　固定負債合計 1,8060.1 ― ―

　　負債合計 166,0265.0 896,82826.3
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　 前事業年度
(平成19年９月30日)

当事業年度
(平成20年９月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１．資本金 1,050,11531.6 1,050,11530.8

　２．資本剰余金

　　(1) 資本準備金 50,115 50,115

　　(2) その他資本剰余金 2,838,973 2,838,973

　　　資本剰余金合計 2,889,08887.0 2,889,08884.7

　３．利益剰余金

　　　　その他利益剰余金

　　　　繰越利益剰余金 △383,667 △1,051,284

　　　利益剰余金合計 △383,667△11.6 △1,051,284△30.8

　４．自己株式 △360,117△10.8 △360,149△10.6

　　　株主資本合計 3,195,41896.2 2,527,76974.1

Ⅱ　評価・換算差額等

　　　その他有価証券
　　　評価差額金

△70,037△2.1 △39,684△1.2

　　評価・換算差額等合計 △70,037△2.1 △39,684△1.2

Ⅲ　新株予約権 31,4460.9 27,8910.8

　　純資産合計 3,156,82795.0 2,515,97573.7

　　負債純資産合計 3,322,854100.0 3,412,804100.0
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② 【損益計算書】

　
前事業年度

(自　平成18年10月１日
　至　平成19年９月30日)

当事業年度
(自　平成19年10月１日
　至　平成20年９月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高

　１．製品売上高 18,477 ―

　２．役務収益 1,638,287 ―

　３．業務受託収益 ※２ 426,9802,083,745100.0 587,720587,720100.0

Ⅱ　売上原価

　１．当期製品製造原価 3,248 ―

　２．役務原価 1,215,2991,218,54858.5 ― ―

　　売上総利益 865,19641.5 587,720100.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 784,71437.6 429,29373.0

　　営業利益 80,4813.9 158,42627.0

Ⅳ　営業外収益

　１．受取利息 ※２ 38,983 20,185

　２. 有価証券利息 ― 1,517

　３．受取配当金 1,420 515

　４．受取手数料 ※２ 9,051 1,659

　５．投資事業組合投資利益 ― 2,531

　６．その他 2,546 52,0012.5 77 26,4874.5

Ⅴ　営業外費用

　１．支払利息 ※２ 1,007 7,642

　２．株式交付費 520 ―

　３．投資事業組合投資損失 8,992 ―

　４．その他 1,396 11,9170.6 533 8,1761.4

　　経常利益 120,5655.8 176,73730.1

Ⅵ　特別利益

　１．投資有価証券売却益 4,103 ―

　２．貸倒引当金戻入益 ― 95,937

　３．新株予約権戻入益 ― 4,1030.2 4,903 100,84017.2
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　 前事業年度
(自　平成18年10月１日
　至　平成19年９月30日)

当事業年度
(自　平成19年10月１日
　至　平成20年９月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅶ　特別損失

　１．投資有価証券売却損 3,931 159,519

　２．投資有価証券評価損 121,645 ―

　３．固定資産除却損 ※３ 4,792 ―

　４．関係会社株式評価損 ※４ 355,073 782,792

　５．過年度賃金手当 ※５ 16,363501,80624.1 ― 942,311160.4

　　　税引前当期純損失 377,136△18.1 664,733△113.1

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

6,530 0.3 2,883 0.5

　　　当期純損失 383,667△18.4 667,616△113.6
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製造原価明細書

　
前事業年度

(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当事業年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ　材料費 ― ― ―

Ⅱ　労務費 2,599 100.0 ―

Ⅲ　経費 ― ― ―

当期総製造費用 2,599 100.0 ―

期首仕掛品たな卸高 649 ―

合計 3,248 ―

期末仕掛品たな卸高 ― ―

当期製品製造原価 3,248 ―

(注)原価計算の方法は個別原価

計算を採用しております。

　

役務原価明細書

　
前事業年度

(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当事業年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ　労務費 52,455 4.3 ―

Ⅱ　経費 ※ 1,162,84495.7 ―

役務原価 1,215,299100.0 ―

(注)　※主な経費の内容は次のとお

りです。

　　　　スタッフ人件費

1,102,861千円
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　
株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年９月30日残高（千円） 4,770,992 1,738,962 1,279,580 3,018,543

事業年度中の変動額

　新株の発行 50,115 50,115 ― 50,115

　減資 △3,770,992 ― 1,100,010 1,100,010

　資本準備金の取崩 ― △1,738,962 1,738,962 ―

　その他資本剰余金の取崩 ― ― △1,279,580 △1,279,580

　利益準備金の取崩 ― ― ― ―

　当期純損失 ― ― ― ―

　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） △3,720,877 △1,688,847 1,559,392 △129,455

平成19年９月30日残高（千円） 1,050,115 50,115 2,838,973 2,889,088

　

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成18年９月30日残高（千円） 700 △3,951,263△3,950,563△360,117 3,478,855

事業年度中の変動額

　新株の発行 ― ― ― ― 100,230

　減資 ― 2,670,9822,670,982 ― ―

　資本準備金の取崩 ― ― ― ― ―

　その他資本剰余金の取崩 ― 1,279,5801,279,580 ― ―

　利益準備金の取崩 △700 700 ― ― ―

　当期純損失 ― △383,667 △383,667 ― △383,667

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計（千円） △700 3,567,5953,566,895 ― △283,437

平成19年９月30日残高（千円） ― △383,667 △383,667 △360,117 3,195,418
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評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年９月30日残高（千円） 1,120 1,120 25,515 3,505,491

事業年度中の変動額

　新株の発行 ― ― ― 100,230

　減資 ― ― ― ―

　資本準備金の取崩 ― ― ― ―

　その他資本剰余金の取崩 ― ― ― ―

　利益準備金の取崩 ― ― ― ―

　当期純損失 ― ― ― △383,667

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

△71,157 △71,157 5,931 △65,226

事業年度中の変動額合計（千円） △71,157 △71,157 5,931 △348,663

平成19年９月30日残高（千円） △70,037 △70,037 31,446 3,156,827
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当事業年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

　
株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年９月30日残高（千円） 1,050,115 50,115 2,838,973 2,889,088

事業年度中の変動額

　当期純損失 ―　 ― ― ―　

　自己株式の取得 ― ― ― ―

　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） ― ― ― ―

平成20年９月30日残高（千円） 1,050,115 50,115 2,838,973 2,889,088

　

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本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９月30日残高（千円） △383,667 △383,667 △360,117 3,195,418

事業年度中の変動額

　当期純損失 △667,616 △667,616 ―　 △667,616

　自己株式の取得 ― ― △32 △32

　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） △667,616 △667,616 △32 △667,649

平成20年９月30日残高（千円） △1,051,284△1,051,284△360,149 2,527,769

　
　

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年９月30日残高（千円） △70,037 △70,037 31,446 3,156,827

事業年度中の変動額

　当期純損失 ― ― ― △667,616

　自己株式の取得 ― ―　　 ― △32

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

30,352 30,352 △3,555 26,797

事業年度中の変動額合計（千円） 30,352 30,352 △3,555 △640,851

平成20年９月30日残高（千円） △39,684 △39,684 27,891 2,515,975
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　
前事業年度

(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当事業年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

　当社は、前事業年度において、当期純利益484,944千円を

計上したものの、営業損失428,783千円、経常損失449,694

千円を計上しました。また、当事業年度においては、営業

利益80,481千円、経常利益120,565千円を計上したもの

の、当期純損失383,667千円を計上しております。

　以上を鑑み、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。

　

　当社は、前事業年度において、営業利益80,481千円、経常

利益120,565千円を計上したものの、当期純損失383,667

千円を計上しております。また、当事業年度においては、

営業利益158,426千円、経常利益176,737千円を計上した

ものの、当期純損失667,616千円を計上しております。

　以上を鑑み、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。

　当該状況に対応すべく、当社は、「本業集中による企業

価値の最大化」に取り組んでおります。

　自社の強みを生かし、経営資源を主たる事業に集中する

ことで、経営体質の改善と強化を進め、企業価値の最大化

を図ります。

　投資事業等への取り組みについては、案件を厳密に精査

し、主たる事業とのシナジー効果が見込まれないものへ

の出資は一切行わないものと致します。

　収益性判断の徹底とコスト構造の改革を進め、経営資源

の再配分と効率的なオペレーション体制の確立により、

営業力を強化するとともに、顧客基盤の再構築を図り、売

上高の増加を伴う利益体質の実現を目指して参ります。

　採算ベースに達せずかつ将来的にも採算化が見込み難

い案件・事業においては、“製品群の峻別”及び“不採

算事業の再編”を、引き続き実施して参ります。

　以上の施策により、継続企業の前提に関する重要な疑義

を解消できるものと判断しております。従って、財務諸表

は継続企業を前提として作成されており、このような重

要な疑義の影響を反映しておりません。

　このような状況下、当社株式は当事業年度に監理ポスト

割当てを解除され、これを機に中長期的な経営戦略とし

て中期経営計画を策定し「経営資源を主たる事業に集中

し、経営体質の改善と強化を進め、企業価値の最大化に努

める」取り組みを開始しました。 

　一方、当社グループの主たる事業である人材派遣業界を

取り巻く環境は厳しさを増し、業界大手企業の法令違反

の影響で労働者派遣法の改正に関する議論も活発化され

ており、業界全体が厳しい環境となってきております。 

　当該状況に対応すべく、労働者派遣法の改正について

は、それをビジネスチャンスと捉え、顧客に代わりパート

やアルバイトスタッフの採用、賃金の支払等付随して発

生する業務を代行するサービスを開発するなど、顧客の

幅広いニーズに対応した、多角的なサービスを提供でき

る新規ビジネスへの取り組みを開始しています。また、既

存事業においては法令遵守の下、コスト構造の改革を引

続き推進し、従前からの「本業集中による企業価値の最

大化」に基づき、営業体制を強化し、新設拠点においては

「地域戦略の推進」「人員配置並びに営業の効率化」を

図った事業戦略を遂行し、利益体質の実現を目指して参

ります。 　

　以上の施策により、継続企業の前提に関する重要な疑義

を解消できるものと判断しております。従って、財務諸表

は継続企業を前提として作成されており、このような重

要な疑義の影響を反映しておりません。　　
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重要な会計方針

　
前事業年度

(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当事業年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

１．有価証券の評価基準及び評価方法

 （1）満期保有目的の債券

　　　　　―――――

　(2）子会社株式及び関連会社株式

　　　移動平均法に基づく原価法

１．有価証券の評価基準及び評価方法

 （1）満期保有目的の債券

　　　　償却原価法（定額法）

　(2）子会社株式及び関連会社株式

同左

　(3）その他有価証券

　　時価のあるもの

　　　決算日の市場価格等に基づく時価法

　　　　(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

　(3）その他有価証券

　　時価のあるもの

同左

　　時価のないもの

　　　移動平均法に基づく原価法

　　投資事業有限責任組合への出資金

　　　投資事業有限責任組合損益のうち、当社に帰属する持

分相当損益を「営業外損益」に計上するとともに

「投資有価証券」を加減する方法

　　時価のないもの

同左

　　投資事業有限責任組合への出資金

同左

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

　貯蔵品

　　個別法に基づく原価法

　　　ただし貯蔵品のうち、作業着等については最終仕入原

価法

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

　貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方法

　(1）有形固定資産

　　　定率法

　　　主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３～15年

車両運搬具及び工具器具備品 ２～15年

　　　なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産につい

ては、３年間で均等償却する方法を採用しておりま

す。

３．固定資産の減価償却の方法

　(1）有形固定資産

　　　定率法

　　　主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３～15年

工具器具備品 ２～15年

　　　なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産につい

ては、３年間で均等償却する方法を採用しておりま

す。

 

(2）無形固定資産

　ソフトウェア

　　自社利用のソフトウェア

　　　社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

を採用しております。

(2）無形固定資産

　ソフトウェア

　　自社利用のソフトウェア

　　　　　　　　　　　 同左

 

４．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．　　　　　　　　―――――

 

 

５．引当金の計上基準

　(1）貸倒引当金

　　　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

５．引当金の計上基準

　(1）貸倒引当金

同左

　(2）賞与引当金

　　　従業員の賞与支給に備えるために、支給見込額のうち

当事業年度に負担すべき金額を計上しております。

　(2）賞与引当金

同左
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　 前事業年度
(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当事業年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

６．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。

６．リース取引の処理方法

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。

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

同左

　

財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

　
前事業年度

(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当事業年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

（企業結合に係る会計基準）

　当事業年度から「企業結合に係る会計基準」(企業会計

審議会平成15年10月31日)及び「事業分離等に関する会

計基準」(企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業

会計基準第７号)ならびに「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員

会　平成17年12月27日　企業会計基準適用指針第10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。

　―――――

 

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の

一部改正）

　当事業年度から、改正後の「自己株式及び準備金の額の

減少等に関する会計基準」(企業会計基準委員会　最終改

正平成18年８月11日　改正企業会計基準第１号)及び「自

己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用

指針」(企業会計基準委員会　最終改正平成18年８月11日

　改正企業会計基準適用指針第２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。

　―――――

 

　

表示方法の変更

　
前事業年度

(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当事業年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

（貸借対照表関係）

「預け金」は前事業年度まで流動資産の「その他」に含

めて表示しておりましたが、当事業年度において資産の

総額の100分の１を超えたため区分掲記しました。なお、

前事業年度末の「預け金」は16,871千円であります。

 

（貸借対照表関係）

「供託金」は前事業年度まで流動資産の「その他」に含

めて表示しておりましたが、当事業年度において資産の

総額の100分の１を超えたため区分掲記しました。なお、

前事業年度末の「供託金」は5,459千円であります。
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追加情報

　
前事業年度

(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当事業年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

（当社株式の監理ポスト割当て解除について）

　当社株式は㈱大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マー

ケット―「ヘラクレス」市場において、平成18年10月１

日より監理ポストに割当てられておりましたが、㈱大阪

証券取引所における審査の結果、当社が「上場審査基準

に準じて㈱大阪証券取引所が定める基準に適合」すると

認められたため、平成19年10月27日付で監理ポスト割当

てを解除されました。

　　　　　　　　　――――――

　

注記事項

(貸借対照表関係)

　
前事業年度

(平成19年９月30日)
当事業年度

(平成20年９月30日)

※１　担保差入資産

現金及び預金 59,757千円

計 59,757千円

　　　なお、上記に対する債務はありません。

※１　担保差入資産

現金及び預金 90,696千円

計 90,969千円

　　　なお、上記に対する債務はありません。

※２　関係会社に対するものは、次のとおりであります。

売掛金 56,763千円

短期貸付金 895,793千円

立替金 10,570千円

流動資産「その他」 15,910千円

未払金 21,306千円

※２　関係会社に対するものは、次のとおりであります。

売掛金 45,318千円

短期貸付金 500,000千円

立替金 33,624千円

流動資産「その他」 16,119千円

未払金 5,914千円

※３　　　　　――――――――

 

※３　当事業年度において購入約定した有価証券取引に

ついて、受渡日が当事業年度末を過ぎて到来するもの

は以下の通りであります。 

①有価証券（１年内に償還する国債）349,319千円 

　　　　約定日　平成20年９月29日　

　　　　受渡日　平成20年10月２日 

②投資有価証券（１年を超えて償還する国債）　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　199,844千円 

　　　　約定日　平成20年９月29日　

　　　　受渡日　平成20年10月２日 

　これらは当事業年度末において未払金となっており

ますが、受渡日において預け金及び有価証券の一部に

て決済しております。
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(損益計算書関係)

　
前事業年度

(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当事業年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は0.3％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は99.7％で

あります。

　　　主要な費目及び金額は以下のとおりであります。

役員報酬 81,100千円

給与手当 240,651千円

賞与 44,446千円

賞与引当金繰入額 8,902千円

雑給 9,991千円

法定福利費 68,176千円

減価償却費 5,035千円

賃借料 52,656千円

支払手数料 64,420千円

募集費 44,728千円

貸倒引当金繰入額 31,179千円

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は0.4％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は99.6　　％

であります。

　　　主要な費目及び金額は以下のとおりであります。

役員報酬 82,255千円

給与手当 113,325千円

賞与 17,047千円

賞与引当金繰入額 8,499千円

法定福利費 17,396千円

減価償却費 4,734千円

賃借料 22,540千円

支払手数料 73,637千円

募集費 8,034千円

※２　関係会社に対するものは、次のとおりであります。

業務受託収益 426,980千円

受取利息 36,889千円

受取手数料 9,050千円

※２　関係会社に対するものは、次のとおりであります。

業務受託収益 587,220千円

受取利息 17,645千円

支払利息 7,642千円

※３　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

建物及び構築物 2,678千円

工具器具備品 2,113千円

計 4,792千円

※３　　　　　　――――――――

※４　関係会社株式評価損

　　　関係会社株式評価損のうち301,599千円は、持分法非

適用関連会社の㈱ＮＡＪに対するものであります。

　　　当事業年度において、当社は、㈱ＮＡＪの発行済株式

数の25.8％に相当する同社株式270株を取得しまし

た。その後持分法を適用するための精査の過程で、同

社より提示された資料及び説明の内容について株式

価値に影響を及ぼす重大な疑義が生じたことから、

当社は株式譲渡人等に対し、損害賠償等の請求を行

なうことを決議し、同社を持分法の適用範囲から除

外することに致しました。そのため、株式取得価額

351,000千円のうち、回収の見通しが不確定の

301,599千円を関係会社株式評価損として計上して

おります。なお、㈱ＮＡＪは平成19年５月31日に自己

破産を申請しております。

※４　関係会社株式評価損

　　　実質価額が取得原価に比べて50％以上の下落が見ら

れる下記の子会社の株式について評価損を計上して

おります。

㈱オープンループパートナーズ 679,041千円

㈱オープンループリソーシズ 94,751千円

㈱トップランダー 8,999千円

　　　㈱オープンループパートナーズについては、原価の上

昇及び採用コストや拠点開設費用の増加に加え、継

続して営業損失を計上したために固定資産の減損損

失を計上したこと等により実質価額が低下したため

であります。㈱オープンループリソーシズは当事業

年度に100％子会社化し技術者派遣を開始しました

が同社の事業全般において安定的な収益を確保する

までに至っておらず評価損を計上することになりま

した。㈱トップランダーは当事業年度において取引

先に対する売掛債権の貸倒れ等により財政状態が悪

化したため評価損を計上いたしました。

※５　過年度賃金手当

　　　新宿労働基準監督署の指導に基づく時間外割増賃金

等の遡及額を計上しております。

※５　　　　　　――――――――
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数(株） 当期増加株式数(株） 当期減少株式数(株） 当期末株式数(株）

自己株式

　普通株式 2,301.6 ― ― 2,301.6

　

当事業年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数(株） 当期増加株式数(株） 当期減少株式数(株） 当期末株式数(株）

自己株式

　普通株式 2,301.6 3.6 ― 2,305.2

(注)　普通株式の自己株式の増加3.6株は、端株の買取りによるものであります。
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(リース取引関係)

　
前事業年度

(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当事業年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

　①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

　①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

減損損失
累計額
相当額

期末残高
相当額

工具器具
備品

40,97133,5794,1423,249

合計 40,97133,5794,1423,249

取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

減損損失
累計額
相当額

期末残高
相当額

工具器具
備品

16,84713,3281,9311,587

合計 16,84713,3281,9311,587

　②　未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 3,968千円

１年超 3,674千円

合計 7,643千円

リース資産減損勘定の残高 4,142千円

　②　未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 2,852千円

１年超 822千円

合計 3,674千円

リース資産減損勘定の残高 1,383千円

　③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 12,963千円

リース資産減損勘定の取崩額 11,266千円

減価償却費相当額 12,253千円

支払利息相当額 442千円

　③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 4,462千円

リース資産減損勘定の取崩額 2,758千円

減価償却費相当額 1,431千円

支払利息相当額 137千円

　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)

前事業年度（平成19年９月30日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

　

当事業年度（平成20年９月30日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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(税効果会計関係)

　
前事業年度

(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当事業年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産（流動）

貸倒引当金 39,310千円

賞与引当金 3,614千円

その他 9,578千円

繰延税金資産(流動)　小計 52,504千円

評価性引当金 △52,504千円

繰延税金資産(流動)　合計 ―千円

繰延税金資産(固定)

貸倒引当金 980,461千円

減価償却費 4,312千円

投資有価証券評価損 70,493千円

関係会社株式評価損 291,841千円

繰越欠損金 601,712千円

その他 3,760千円

繰延税金資産(固定)　小計 1,952,582千円

評価性引当金 △1,952,582千円

繰延税金資産(固定)　合計 ―千円

繰延税金負債(固定)

その他有価証券評価差額金 △324千円

繰延税金負債(固定)　　合計 △324千円

差引：繰延税金負債(固定)の純額 △324千円
 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産（流動）

貸倒引当金 19,189千円

賞与引当金 3,450千円

未払事業税 1,487千円

新株予約権 8,519千円

その他 239千円

繰延税金資産(流動)　小計 32,885千円

評価性引当金 △32,885千円

繰延税金資産(流動)　合計 ―千円

繰延税金資産(固定)

貸倒引当金 980,740千円

減価償却費 2,725千円

投資有価証券評価損 70,493千円

関係会社株式評価損 609,655千円

繰越欠損金 656,105千円

その他 1,205千円

繰延税金資産(固定)　小計 2,320,926千円

評価性引当金 △2,320,926千円

繰延税金資産(固定)　合計 ―千円

繰延税金負債(固定)

繰延税金負債(固定)　　合計 ―千円

差引：繰延税金負債(固定)の純額 ―千円
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　　税引前当期純損失が計上されているため、記載してお

りません。

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

　　　　　　　　同左
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(１株当たり情報)

前事業年度
(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当事業年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

１株当たり純資産額 35,294円94銭１株当たり純資産額 28,099円09銭

１株当たり当期純損失金額 4,393円66銭１株当たり当期純損失金額 7,539円43銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であるため記載しており

ません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であるため記載しておりま

せん。

(注)　１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前事業年度

(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当事業年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

１株当たり当期純損失金額

損益計算書上の当期純損失金額　　(千円) 383,667 667,616

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純損失金額　（千円） 383,667 667,616

普通株式の期中平均株式数（株） 87,323 88,550

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかっ
た潜在株式の概要

旧商法280条ノ19の規定に
基づく新株引受権919株
平成13年改正旧商法280条
ノ20及び平成13年改正旧
商法280条ノ21の規定に基
づく新株予約権の目的と
なる株式の数49,242株
（新株予約権の目的とな
る株式の数については、該
当会計年度末において行
使がなされた場合の最大
発行可能数を記載してい
ます。）

旧商法280条ノ19の規定に
基づく新株引受権 527株
平成13年改正旧商法280条
ノ20及び平成13年改正旧
商法280条ノ21の規定に基
づく新株予約権の目的と
なる株式の数　9,344株
 

　

(重要な後発事象)

　
前事業年度

(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

当事業年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日)

―――――

 

 

１．当社は、平成20年10月27日開催の取締役会におい

て、第三者割当による新株式の発行及び新株予約権

の発行について決議し、平成20年11月12日に払込が

完了致しました。詳細については、連結財務諸表に

おける「重要な後発事象」に記載のとおりであり

ます。

 

２．定期預金担保差入について

当社は、平成20年10月14日付で取引金融機関へ下記

の通り定期預金担保を提供いたしました。

①金額　50,000千円

②種類　期間１年の自動継続自由金利型定期預金

なお、上記に対する債務はありません。
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

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）

㈱クオンツ 3,906,000 39,060

㈱fonfun 850 25,500

中部電力㈱ 5,000 12,425

東京電力㈱ 2,000 5,180

未来証券㈱ 40 4,927

大阪ガス㈱ 10,000 3,620

㈱ジェネティックラボ 180 3,000

㈱ディーシー・クリエイト 30 3,000

札幌総合情報センター㈱ 20 1,000

㈱エコミック 10 779

その他９銘柄 21,185 235

計 3,945,315 98,726

　

【債券】

銘柄 券面総額（千円）
貸借対照表計上額
（千円）

有価証券 満期保有目的の債券

第527回政府短期証券 200,000 199,681

第539回政府短期証券 150,000 149,638

小計 350,000 349,319

投資有価証券 満期保有目的の債券
第272回利付国債 200,000 199,844

小計 200,000 199,844

計 550,000 549,163

　

【その他】

種類及び銘柄 投資口数等（口）
貸借対照表計上額
（千円）

有価証券 その他有価証券

（証券投資信託の受益証券）
MMF等（３銘柄）

231,328,245 231,328

小計 231,328,245 231,328

投資有価証券 その他有価証券

（投資事業有限責任組合出資金）
ＳＢＩ・リアル・インキュベーショ
ン１号投資事業有限責任組合

10 42,062

小計 10 42,062

計 231,328,255 273,391

　

【有形固定資産等明細表】
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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 964 ― ― 964 545 ― 418

　工具器具備品 8,499 2,467 ― 10,9676,597 2,158 4,370

有形固定資産計 9,464 2,467 ― 11,9327,143 2,158 4,788

無形固定資産

　ソフトウェア 121,2779,723 ― 131,001115,2142,57515,786

　ソフトウェア仮勘定 ― 19,076 ― 19,076 ― ― 19,076

　その他 2,397 ― ― 2,397 ― ― 2,397

無形固定資産計 123,67528,799 ― 152,475115,2142,57537,260

　

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金　(注) 3,206,118 11,986 43 107,9233,110,136

賞与引当金 8,902 8,499 8,902 ― 8,499

(注)　当期減少額の「その他」のうち、107,908千円は債権回収に伴う戻入額であり、14千円は洗替による戻入額であり

ます。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

　

区分 金額（千円）

現金 723

預金

　普通預金 623,496

　定期預金 170,886

計 794,382

合計 795,105

　

②　売掛金

相手先別内訳

　

相手先 金額（千円）

㈱オープンループパートナーズ 42,000

㈱Ｅ．Ｂ．Ａ． 21,231

㈱アスペイワーク 2,058

㈱ソポルテ 1,359

㈱トップランダー 735

その他 3,904

合計 71,288

　

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
　

前期繰越高(千円)
　
(Ａ)

当期発生高(千円)
　
(Ｂ)

当期回収高(千円)
　
(Ｃ)

次期繰越高(千円)
　
(Ｄ)

回収率(％)
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365

82,877 617,106 628,694 71,288 89.8 45.6

(注)　当期発生高には消費税等が含まれております。

　

③　有価証券

有価証券は580,647千円であり、その内容については「２　財務諸表等　(1)財務諸表　④附属明細表　有価

証券明細表」に記載しております。
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④　貯蔵品

　

品名 金額（千円）

販促物貯蔵品 353

用度品他雑品 321

合計 674

　

⑤　短期貸付金
　

相手先 金額（千円）

㈱オープンループパートナーズ 500,000

その他 234

合計 500,234

　

⑥　預け金

　

相手先 金額（千円）

大和証券㈱ 348,885

合計 348,885

　

　　⑦　投資有価証券

投資有価証券は340,633千円であり、その内容については「２　財務諸表等　(1)財務諸表　④附属明細表　

有価証券明細表」に記載しております。

　

⑧　関係会社株式

　

相手先 金額（千円）

㈱オープンループパートナーズ 270,958

㈱ディー・フロンティア 137,000

㈱トラスト・エスピー・キューブ 58,307

㈱アスペイワーク 49,000

㈱オープンループインベストメント 46,526

その他 15,248

合計 577,041
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⑨　関係会社長期貸付金

　

相手先 金額（千円）

㈱ヒューマンアウトソーシング 2,004,000

合計 2,004,000

　

⑩　破産更生債権等

　

相手先 金額（千円）

平成電電㈱ 1,014,829

その他 25,169

合計 1,039,999

　

　　⑪　未払金

　

相手先 金額（千円）

大和証券㈱ 549,215

㈱オープンループパートナーズ 5,890

三菱電機インフォメーションテクノロジー㈱ 5,193

ビーエー東京監査法人 4,252

㈱ＴＩシステム 2,184

その他 10,109

合計 576,846

EDINET提出書類

株式会社オープンループ(E05171)

有価証券報告書

115/124



(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 10月１日から９月30日まで

定時株主総会 営業年度末日の翌日から３ヶ月以内

基準日 ９月30日

株券の種類
１株券
10株券
100株券

剰余金の配当の基準日 ３月31日　９月30日

１単元の株式数 ―

株式の名義書換え

　取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部

　株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

　取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店

　名義書換手数料 無料

　新券交付手数料 無料

端株の買取り

　取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部

　株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

　取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店

　買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

　当会社の公告は、電子公告により行います。ただし、電子公告によることができない事
故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載致します。
　当会社の公告が掲載されるホームページアドレスは次のとおりです。　　http://www.
openloop.co.jp/ir/notification/

株主に対する特典 該当事項はありません。
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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

事業年度　第10期　(自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日)平成19年12月27日北海道財務局長に提

出

(2) 有価証券報告書の訂正報告書

訂正報告書（上記(1)有価証券報告書の訂正報告書）を平成20年２月26日北海道財務局長に提出

(3) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号（財政状態及び経営成績に著しい影

響を与える事象の発生）の規定に基づく臨時報告書を平成20年３月31日北海道財務局長に提出

(4) 半期報告書

事業年度　第11期中　(自　平成19年10月１日至　平成20年３月31日)平成20年６月26日北海道財務局長に提

出

(5) 有価証券届出書及びその添付書類

株式の発行に基づく募集　平成20年８月28日北海道財務局長に提出

(6) 有価証券届出書の訂正届出書

訂正届出書（上記(5)有価証券届出書の訂正届出書）を平成20年８月29日北海道財務局長に提出

(7) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書

を平成20年９月８日北海道財務局長に提出

(8) 有価証券届出書の訂正届出書

訂正届出書（上記(5)有価証券届出書の訂正届出書）を平成20年９月９日北海道財務局長に提出

(9) 臨時報告書の訂正報告書

訂正報告書（上記(7)臨時報告書の訂正報告書）を平成20年９月９日北海道財務局長に提出

(10)有価証券届出書及びその添付書類

新株予約権の発行　平成20年10月27日北海道財務局長に提出

(11)有価証券届出書及びその添付書類

株式の発行に基づく募集　平成20年10月27日北海道財務局長に提出

(12)臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書

を平成20年11月12日北海道財務局長に提出
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(13)臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号（財政状態及び経営成績に著しい影響を与える

事象の発生）の規定に基づく臨時報告書を平成20年11月14日北海道財務局長に提出

(14)有価証券報告書の訂正報告書

訂正報告書（上記(1)有価証券報告書の訂正報告書）を平成20年11月18日北海道財務局長に提出

(15)有価証券報告書の訂正報告書

訂正報告書（平成18年12月25日に北海道財務局長に提出した有価証券報告書の訂正報告書）を平成20年

11月18日北海道財務局長に提出
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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。
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独立監査人の監査報告書

　

平成19年12月27日

株式会社　オープンループ

取締役会　御中

　

ビーエー東京監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　原　　　　　伸　　之　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　若　　槻　　　　　明　　㊞

　

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オープンループの平成18年10月１日から平成19年９月30日までの連結会計年度の連

結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ

ロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社オープンループ及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示してい

るものと認める。

　

追記情報

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載のとおり、会社は、前連結会計年度において営

業損失445,001千円を計上し、当連結会計年度においては、営業損失71,174千円、経常損失48,897千円、当期純

損失602,815千円を計上しており、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経

営計画等は当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重

要な疑義の影響を連結財務諸表には反映していない。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上
　
 (注)　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付する

形で別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

　

平成20年12月25日

株式会社　オープンループ

取締役会　御中

　

ビーエー東京監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　原　　　　　伸　　之　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　若　　槻　　　　　明　　㊞

　

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オープンループの平成19年10月１日から平成20年９月30日までの連結会計年度の連

結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ

ロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社オープンループ及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示してい

るものと認める。

 

　追記情報

1.　継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載のとおり、会社は、前連結会計年度におい

て、営業損失71,174千円、経常損失48,897千円、当期純損失602,815千円を計上しており、当連結会計年度に

おいても営業損失269,986千円、経常損失262,180千円、当期純損失479,357千円を計上しており、継続企業

の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。

連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には

反映していない。 

2.　重要な後発事象に第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の発行についての記載がある。 

3.　重要な後発事象に定期預金担保差入についての記載がある。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上
　
 (注)　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付する

形で別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

　

平成19年12月27日

株式会社　オープンループ

取締役会　御中

　

ビーエー東京監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　原　　　　　伸　　之　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　若　　槻　　　　　明　　㊞

　

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オープンループの平成18年10月１日から平成19年９月30日までの第10期事業年度の

財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。

この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明

することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社オープンループの平成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事業年度の経営

成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載のとおり、会社は、前事業年度において営業損

失428,783千円を計上し、当事業年度においては、当期純損失383,667千円を計上しており、継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。財務諸表は継

続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映していない。

　

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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独立監査人の監査報告書

　

平成20年12月25日

株式会社　オープンループ

取締役会　御中

　

ビーエー東京監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　原　　　　　伸　　之　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　若　　槻　　　　　明　　㊞

　

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オープンループの平成19年10月１日から平成20年９月30日までの第11期事業年度の

財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。

この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明

することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社オープンループの平成20年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営

成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

　追記情報

1.　継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載のとおり、会社は、前事業年度において、当

期純損失383,667千円を計上し、当事業年度においても当期純損失667,616千円を計上しており、継続企業

の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。

財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映して

いない。 

2.　重要な後発事象に第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の発行についての記載がある。

3.　重要な後発事象に定期預金担保差入についての記載がある。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 (注)　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で

別途保管しております。
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