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１．平成18年３月中間期の業績（平成17年10月１日～平成18年３月31日）
(1）経営成績 （百万円未満の金額は切捨てて表示しております）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月中間期 21,772 (29.8) 1,660 (57.6) 606 (△48.0)

17年３月中間期 16,772 (21.6) 1,053 (136.6) 1,167 (132.7)

17年９月期 35,503 (21.8) 2,298 (42.2) 2,403 (45.7)

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年３月中間期 262 (△64.1) 1,110 36

17年３月中間期 733 (188.7) 3,135 05

17年９月期 1,538 (54.1) 6,553 04

（注）１．期中平均株式数 18年３月中間期  236,770株 17年３月中間期 233,896株 17年９月期 234,770株

２．会計処理の方法の変更 有

３．売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）配当状況  

１株当たり
中間配当金

１株当たり
年間配当金

円 銭 円 銭

18年３月中間期 － － － －

17年３月中間期 － － － －

17年９月期 － － 1,500 00

(3）財政状態  

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月中間期 20,783 8,084 38.9 34,019 15

17年３月中間期 12,356 6,910 55.9 29,381 61

17年９月期 14,270 7,762 54.4 32,860 18

（注）１．期末発行済株式数 18年３月中間期    237,648株 17年３月中間期 235,188株 17年９月期    236,236株

２．期末自己株式数 18年３月中間期    13,808株 17年３月中間期 15,844株 17年９月期    15,164株

２．平成18年９月期の業績予想（平成17年10月１日～平成18年９月30日）  

 売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当

期末  

  百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通　期 52,600  2,270  1,180  1,500 00 1,500 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　4,965円33銭
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６．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

 
 

前中間会計期間末
（平成17年３月31日）

当中間会計期間末
（平成18年３月31日）

前事業年度
要約貸借対照表

（平成17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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金  3,303,849  4,764,093  3,602,678  

２　売掛金  4,154,376  5,110,208  4,444,810  

３　有価証券  115,343  115,359  115,350  

４　短期貸付金  4,130  2,090,884  5,079  

５　その他  500,382  1,187,907  685,440  

貸倒引当金  △17,473  △1,062,258  △18,602  

流動資産合計  8,060,609 65.2 12,206,195 58.7 8,834,759 61.9

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産 ※１       

(1）建物  441,453  689,665  695,247  

(2）その他  61,380  73,034  79,863  

有形固定資産合計  502,834 4.1 762,699 3.7 775,111 5.4

２　無形固定資産        

(1）ソフトウェア  1,250,661  1,966,463  1,491,961  

(2）その他  181,068  61,487  121,226  

無形固定資産合計  1,431,729 11.6 2,027,951 9.8 1,613,188 11.3

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券  124,275  3,157,470  152,407  

(2）関係会社株式  617,500  185,803  617,500  

(3）敷金及び保証金  1,448,633  2,041,854  1,825,361  

(4）その他  177,410  408,715  458,852  

貸倒引当金  △6,048  △7,017  △6,642  

投資その他の資産合計  2,361,770 19.1 5,786,826 27.8 3,047,481 21.4

固定資産合計  4,296,335 34.8 8,577,477 41.3 5,435,781 38.1

資産合計  12,356,944 100.0 20,783,673 100.0 14,270,540 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年３月31日）

当中間会計期間末
（平成18年３月31日）

前事業年度
要約貸借対照表

（平成17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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　買掛金  1,581,771  1,884,904  1,575,456  

２　短期借入金  131,736  3,100,000  251,702  

３　一年以内返済予定長期
借入金

 719,122  1,265,509  578,523  

４　未払金  1,116,779  1,872,087  1,786,439  

５　未払法人税等  354,481  570,157  494,601  

６　未払消費税等 ※２ 206,026  318,574  256,209  

７　その他  825,765  944,319  706,289  

流動負債合計  4,935,683 39.9 9,955,553 47.9 5,649,221 39.6

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金  511,059  2,586,037  622,312  

２　その他  ―  157,500  236,250  

固定負債合計  511,059 4.2 2,743,537 13.2 858,562 6.0

負債合計  5,446,742 44.1 12,699,090 61.1 6,507,783 45.6

（資本の部）        

Ⅰ　資本金  2,023,587 16.4 2,042,906 9.8 2,042,005 14.3

Ⅱ　資本剰余金        

  １　資本準備金  3,049,753  3,069,072  3,068,171  

  ２　その他資本剰余金  ―  132,487  ―  

　　自己株式処分差益  ―  132,487  ―  

資本剰余金合計  3,049,753 24.6 3,201,560 15.4 3,068,171 21.5

Ⅲ　利益剰余金        

１　利益準備金  60,641  74,209  60,641  

２　中間（当期）未処分利益  2,285,681  3,207,190  3,080,278  

利益剰余金合計  2,346,323 19.0 3,281,399 15.8 3,140,920 22.0

Ⅳ　その他有価証券評価差額金  8,497 0.1 10,117 0.1 7,390 0.1

Ⅴ　自己株式  △517,960 △4.2 △451,400 △2.2 △495,730 △3.5

資本合計  6,910,202 55.9 8,084,583 38.9 7,762,756 54.4

負債・資本合計  12,356,944 100.0 20,783,673 100.0 14,270,540 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

(自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日)

当中間会計期間
(自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日)

前事業年度
要約損益計算書

(自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日)

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  16,772,711 100.0 21,772,440 100.0 35,503,287 100.0

Ⅱ　売上原価  9,605,952 57.3 11,530,768 53.0 19,681,592 55.4

売上総利益  7,166,758 42.7 10,241,671 47.0 15,821,695 44.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費  6,112,893 36.4 8,581,139 39.4 13,522,965 38.1

営業利益  1,053,864 6.3 1,660,531 7.6 2,298,729 6.5

Ⅳ　営業外収益 ※１ 133,261 0.8 54,590 0.3 142,696 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２ 20,014 0.1 1,108,461 5.1 38,102 0.1

経常利益  1,167,111 7.0 606,660 2.8 2,403,323 6.8

Ⅵ　特別利益 ※３ 6,006 0.0 1,787 0.0 19,064 0.1

Ⅶ　特別損失 ※４ 25,500 0.2 174,404 0.8 56,510 0.2

税引前中間（当期）
純利益

 1,147,617 6.8 434,043 2.0 2,365,878 6.7

法人税、住民税及び
事業税

 375,647 2.2 581,833 2.7 857,431  

法人税等調整額  38,694 0.2 △410,689 △1.9 △30,011  

中間（当期）純利益  733,275 4.4 262,899 1.2 1,538,457 4.3

前期繰越利益  1,594,123  2,725,924  1,594,123  

自己株式処分差損  41,717  
 
―

 52,302  

合併による未処分利益
受入額

 ―  218,366  ―  

中間（当期）未処分
利益

 2,285,681  3,207,190  3,080,278  
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

１　資産の評価基準及び評価

方法

有価証券

①　子会社株式

移動平均法による原価法

有価証券

①　子会社株式

同左

有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

同左

 ②　その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は、全

部資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）

②　その他有価証券

時価のあるもの

同左

②　その他有価証券

時価のあるもの

　決算末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は、全部資

本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

 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

時価のないもの

同左

２　固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

定率法

主な耐用年数

建物　３～15年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

 (2）無形固定資産

定額法

　ただし、自社利用のソフトウェ

アにつきましては、社内における

利用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３　繰延資産の処理方法 新株発行費

　支出時に全額費用として処理して

おります。

新株発行費

同左

新株発行費

同左

４　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権につきましては

貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権につきましては、個

別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

 従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基づ

き計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

５　リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引につきましては、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。

同左 同左
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項目 前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

６　ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップの特例処理によっ

ております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ取引

ヘッジ対象：特定借入金の支払

金利

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (3）ヘッジ方針

　金利変動による借入債務の損失

可能性を減殺する目的で行なって

おります。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段の想定元本とヘッジ

対象に関する重要な条件が同一で

あり、かつヘッジ開始時及びその

後も継続して、相場変動又は

キャッシュ・フロー変動を完全に

相殺するものと想定することがで

きるため、ヘッジの有効性の判定

は省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

  ─────  なお、当中間会計期間末日におい

ては、対象となる取引は終了してお

ります。

 ─────

 

７　その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

 

─────

 (固定資産の減損に係る会計基準）

 　当中間会計期間より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」（企業会計審議会　平

成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第６号　平成15年10月31日）を適用しており

ます。これによる損益に与える影響はありませ

ん。

 

─────
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追加情報

前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成

15年法律第９号)が平成15年３月31日に公布さ

れ、平成16年４月１日以後に開始する事業年

度より外形標準課税制度が導入されたことに

伴い、当中間会計期間から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示

についての実務上の取扱い」(平成16年２月13

日　企業会計基準委員会　実務対応報告第12

号)に従い法人事業税の付加価値割及び資本割

については、販売費及び一般管理費に計上し

ております。

　この結果、販売費及び一般管理費は33,966

千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前

中間純利益が33,966千円減少しております。

当社は平成18年３月15日付にて、平成18年７

月１日を合併期日とする株式会社学生援護会

（以下、「学生援護会」）と合併契約書を締

結しました。合併の承認は平成18年５月26日

開催予定の両社の臨時株主総会において承認

される予定であります。なお、合併契約の要

旨は次のとおりであります。

 

１.合併の目的

　　相互補完関係にある当社のマッチング事

　業及び正社員（キャリア）領域、学生援護

　会のメディア事業及び非正社員（アルバイ

　ト・派遣）領域の統合により規模・供給力

　の拡大を図ると共に総合人材サービス会社

　として付加価値の更なる向上を図るもので

　あります。

２.合併する相手会社の名称、主要な事業内

　容、及び規模（平成17年３月31日現在）

　　商　　号　：　株式会社 学生援護会

　　事業内容　：　雇用情報事業他

　　設　　立　：　1970年９月21日

　　売 上 高　：　 5,356百万円

　　当期利益　：　   845百万円

　　資　　産　：　26,397百万円

　　負　　債　：　23,107百万円

　　資　　本　：　 3,289百万円

　　従業員数　：　 1,739名

３.合併の方法及び合併後の会社名称

　　当社を存続会社とする吸収合併方式と

　し、学生援護会は解散します。また、合併

　後の会社名称は「株式会社インテリジェン

　ス」であります。

４.合併比率

　　学生援護会の普通株式１株に対し、当社

　の普通株式0.857株を割当いたします。 

５.合併交付金

　　当社による合併交付金の支払は行いませ

　ん。

６.合併により発行する株式の種類及び数

　　普通株式　　150,339株

　　ただし、学生援護会の付与した新株予約

　権につき、平成18年3月15日から合併期日

　の前日までに新株予約権が行使されたこと

　により学生援護会の株式数が増加した場合

　には、当該増加した株式数に0.857を乗じ

　た数の当社の普通株式を発行いたします。

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成

15年法律第９号）が平成15年３月31日に公布

され、平成16年４月１日以後に開始する事業

年度より外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当事業年度より「法人事業税におけ

る外形標準課税部分の損益計算書上の表示に

ついての実務上の取扱い」（平成16年２月13

日　企業会計基準委員会　実務対応報告第12

号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本

割については、販売費及び一般管理費に計上

しております。

　この結果、販売費及び一般管理費は63,055

千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益が63,055千円減少しております。
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前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

 

 

 

７.合併により増加すべき資本金及び準備金

　等

　①資本金

　　　増加しません。

　②資本積立金

　　　商法第288条ノ２第１項第５号の超過

　　額から③及び④の額を控除した額

　③利益準備金

　　　合併期日における学生援護会の利益準

　　備金の額

　④任意積立金その他の留保利益

　　　合併期日における学生援護会の任意積

　　立金その他の留保利益の額

　　ただし、積み立てるべき科目及び金額

　　は、双方協議の上でこれを決定します。

８.合併期日

　　平成18年７月１日

９.配当起算日

　　平成18年４月１日

10.その他合併に関する事項

　①本店所在地

　　　東京都港区赤坂七丁目３番37号

　　　（現当社本店所在地）

　②代表取締役

　　　代表取締役社長

　　　　鎌田　和彦（現当社代表取締役）
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成17年３月31日）
当中間会計期間末

（平成18年３月31日）
前事業年度末

（平成17年９月30日）

※１　有形固定資産の減価償

却累計額 341,508千円        471,484千円        389,417千円

※２　消費税等の取扱い 　仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺の上未払消費税等として表示し

ております。

同左 同左

　３　当座貸越契約 当座貸越契約

　運転資金の効率的な調達を行うた

め主要取引金融機関と当座貸越契約

を締結しております。

当座貸越契約

　運転資金の効率的な調達を行うた

め主要取引金融機関と当座貸越契約

を締結しております。

当座貸越契約

　運転資金の効率的な調達を行うた

め主要取引金融機関と当座貸越契約

を締結しております。

 当座貸越限度額

の総額
1,900,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 1,900,000千円

当座貸越限度額

の総額
 2,500,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額  2,500,000千円

当座貸越限度額

の総額
 2,500,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額  2,500,000千円
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（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

※１　営業外収益のうち重要

なもの

受取配当金 127,191千円

受取利息 83千円

貸与資産収入 3,653千円

受取配当金     35,943千円

受取利息   9,707千円

貸与資産収入      4,333千円

受取配当金    130,934千円

受取利息      179千円

保険解約益      2,053千円

資産貸与収入     7,694千円

※２　営業外費用のうち重要

なもの

支払利息 10,649千円

貸与資産償却費 3,653千円

支払利息      16,020千円

貸与資産償却費      4,333千円

貸倒引当金繰入額  1,039,876千円

支払手数料      48,000千円

支払利息     19,487千円

貸与資産償却費     7,694千円

新株発行費    5,021千円

貸倒引当金繰入額    3,803千円

※３　特別利益のうち重要な

もの

投資有価証券清算

分配益
6,006千円

貸倒引当金戻入益      1,787千円 投資有価証券売却

益
     13,058千円

投資有価証券清算

益
     6,006千円

※４　特別損失のうち重要な

もの

固定資産除却損  

建物 1,690千円

備品 860千円

その他 54千円

原状回復工事 6,382千円

計 8,988千円 

  

過年度敷金償却費 9,794千円

  

サービス品質保証

調査費
4,961千円

固定資産除却損  

備品    28千円

原状回復工事 3,988千円

計      4,017千円

  

固定資産売却損  

備品      411千円

  

合併関連費用  

調査費用    104,674千円

コンサルティング

料

30,000千円

計    134,674千円

  

再就職支援事業閉

鎖損失

 

移管手数料    27,000千円

特別退職金    5,114千円

固定資産除却損 3,090千円

計      35,205千円

固定資産除却損  

建物  23,326千円

備品   1,569千円

その他    299千円

原状回復費用  14,427千円

計  39,623千円

  

固定資産売却損  

備品  1,445千円

車両    80千円

計 1,525千円

  

過年度敷金償却費 8,251千円

  

サービス品質保証調

査費
4,961千円

  

中途解約違約金 2,148千円

５　減価償却実施額 有形固定資産 53,206千円

無形固定資産 160,564千円

有形固定資産     81,277千円

無形固定資産     284,782千円

有形固定資産    122,041千円

無形固定資産    391,264千円

－ 58 －



①　リース取引

項目 前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

（借手側）

１　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

（借手側）

１　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

（借手側）

１　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

 

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

その他
（有形固
定資産）

689,188 245,618 443,569

ソフト
ウェア

85,357 54,183 31,173

合計 774,545 299,802 474,743

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

その他
（有形固
定資産）

871,261 329,539 541,721

ソフト
ウェア

108,241 53,955 54,285

合計 979,503 383,495 596,007

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

その他
（有形固
定資産）

693,412 302,105 391,306

ソフト
ウェア

97,403 69,562 27,840

合計 790,815 371,668 419,146

 ２　未経過リース料中間期末残高相

当額

２　未経過リース料中間期末残高相

当額

２　未経過リース料期末残高相当額

 一年内 169,408千円

一年超 299,342千円

合計 468,750千円

一年内   200,571千円

一年超  406,798千円

合計 607,370千円

一年内 161,083千円

一年超 267,422千円

合計 428,505千円

 ３　支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

３　支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

３　支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

 支払リース料 106,785千円

減価償却費相

当額
101,923千円

支払利息相当

額
5,618千円

支払リース料 110,099千円

減価償却費相

当額
  105,131千円

支払利息相当

額
5,988千円

支払リース料   190,221千円

減価償却費相

当額
181,908千円

支払利息相当

額
10,028千円

 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

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

５　利息相当額の算定方法

同左
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項目 前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

 （貸手側）

①　リース物件の取得価額、減価償

却累計額及び中間期末残高

（貸手側）

①　リース物件の取得価額、減価償

却累計額及び中間期末残高

（貸手側）

①　リース物件の取得価額、減価償

却累計額及び期末残高

 
 

取得価額
（千円）

減価償却
累計額
（千円）

中間期末
残高
（千円）

建物 30,995 11,718 19,277

その他
（有形固
定資産）

8,992 6,612 2,379

ソフト
ウェア

10,503 2,441 8,061

合計 50,490 20,772 29,718

 
取得価額
（千円）

減価償却
累計額
（千円）

中間期末
残高
（千円）

建物 14,360 1,730 12,629

その他
（有形固
定資産）

3,662 2,554 1,107

ソフト
ウェア

28,159 5,471 22,688

合計 46,182 9,756 36,425

 
取得価額
（千円）

減価償却
累計額
（千円）

期末残高
（千円）

建物 197 70 127

その他
（有形固
定資産）

8,654 6,670 1,984

ソフト
ウェア

15,363 3,684 11,678

合計 24,214 10,424 13,789

 ②　未経過リース料中間期末残高相

当額

②　未経過リース料中間期末残高相

当額

②　未経過リース料期末残高相当額

 一年内 4,865千円

一年超 20,853千円

合計 25,719千円

一年内 10,181千円

一年超   25,343千円

合計   35,524千円

一年内     3,768千円

一年超    9,578千円

合計    13,347千円

 　（注）　未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過

リース料中間期末残高及

び見積残存価額の残高の

合計額が営業債権の中間

期末残高等に占める割合

が低いため受取利子込み

法により算出しておりま

す。

　（注）　未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過

リース料中間期末残高及

び見積残存価額の残高の

合計額が営業債権の中間

期末残高等に占める割合

が低いため受取利子込み

法により算出しておりま

す。

　（注）　未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース

料期末残高及び見積残存

価額の残高の合計額が営

業債権の期末残高等に占

める割合が低いため受取

利子込み法により算出し

ております。

 ③　受取リース料と減価償却費 ③　受取リース料と減価償却費 ③　受取リース料と減価償却費

 受取リース料 3,653千円

減価償却費 3,653千円

受取リース料     4,333千円

減価償却費     4,333千円

受取リース料     7,694千円

減価償却費     7,694千円

②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年３月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末（平成18年３月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成17年９月30日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

１株当たり純資産額 29,381.61円

１株当たり中間純利益 3,135.05円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
3,069.95円

１株当たり純資産額 34,019.15円

１株当たり中間純利益 1,1110.36円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
1,082.11円

１株当たり純資産額 32,860.18円

１株当たり当期純利益 6,553.04円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
6,393.88円

　当社は、平成16年７月20日付で普通

株式１株に対し普通株式２株の割合を

もって株式分割を行いました。

　前期首に当該株式分割が行われたと

仮定した場合における（１株当たり情

報）の各数値は以下のとおりです。

 ─────  ─────

（前中間会計期間）

１株当たり純資産額 26,251.38円

１株当たり中間純利益 1,115.45円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
1,089.37円

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益および潜在株式調整後の１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以

下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日)

当中間会計期間
(自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日)

前事業年度
(自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日)

１株当たり中間（当期）純利益

中間（当期）純利益 733,275千円 262,899千円        1,538,457千円

普通株主に帰属しない金額 ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利益 733,275千円        262,899千円      1,538,457千円

普通株式の期中平均株式数 233,896株        236,770株        234,770株

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額

普通株式増加数 4,960株      6,180株      5,844株

（うち新株引受権） （55 株） （ ― ） （ 55株）

（うち新株予約権） （4,905 株） （      6,180株） （     5,789株）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含まなかった潜在株式の概要

平成16年12月20日定時

株主総会決議ストック

オプション（新株予約

権）

普通株式　1,991株

平成17年12月19日定時

株主総会決議ストック

オプション（新株予約

権）

普通株式　3,986株

     ─────
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（重要な後発事象）

前中間会計期間

（自　平成16年10月１日

至　平成17年３月31日）

当中間会計期間

（自　平成17年10月１日

至　平成18年３月31日）

前事業年度

（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

 新たな事業の開始

　　平成17年５月18日開催の当社取締

役会において、新たな事業の開始に

関し、下記のとおり決議いたしまし

た。　

１　事業の趣旨

　当社の存在意義である「人と組

織を多様な形で結ぶ『インフラと

しての人材サービス』を提供し、

社会発展に貢献する」の達成を目

的とし、個人・法人のお客様に対

してより包括的な人材紹介サービ

ス提供を行います。また現在、提

供している他サービスとのシナジー

により人材サービス会社として更

なる高収益体制の確立を目指しま

す。

２　事業の内容

　当社転職支援サイトhttp://

tenshoku.inte.co.jp/の抜本的改

修を行い、転職希望者への情報提

供量の増加による利便性の拡張を

図ります。結果、人材採用希望企

業の応募母集団形成機能増強を実

現します。そのため、サービスサ

イトとして検索機能の充実・高品

質な情報提供のための編集体制の

構築・営業部隊の新設を行い、人

材採用希望企業から新たに情報提

供サービス料を申し受けます。

３　新サービス提供開始時期　

　平成17年７月１日

４　当該新サービスが営業活動に及

ぼす重要な影響

(1) 売上高等の見込み

　当事業は平成17年７月１日をサー

ビス開始日としておりますので、

今期の売上に貢献する期間は短く、

通期業績予想に対する影響は軽微

であります。本格的な業績への寄

与は来期以降になる見込みであり

ますが、現時点では未定でありま

す。

　(2) 本事業分野への進出に際し要

する金額及び設備投資等

　サーバ設備、サイト開発、ソフ

トウェア開発等、総額３億円程度

の支出を予定しています。

 

シンジケートローンの契約

　当社は、運転資金及び設備等の

投資資金の安定かつ効率的調達を

目的として、以下のとおりシンジ

ケートローン契約を締結いたしま

した。

 

①契約日：平成18年４月14日

②借入枠：66億円

③契約期限：平成19年４月13日

④参加金融機関：株式会社みずほ

銀行、みずほ信託銀行株式会社、

株式会社横浜銀行、株式会社りそ

な銀行等　計８金融機関

 

 

子会社の債務保証

　当社は、平成18年４月７日開催

の取締役会において、当社の子会

社である株式会社アイ・ティーマー

ケティングソリューションズの金

融機関からの借入金及びそれに付

帯する一切の債務について、連帯

保証を行うことを決議し、平成18

年４月７日実行しております。

 

　①契約日：平成18年４月７日

　②保証極度額：５億円

　③契約期限：平成20年９月30日

子会社の異動（株式取得）に関する

お知らせ

　当社は平成17年10月12日開催の

取締役会において、ミリオン株式

会社および株式会社アイ・ティー

マーケティングソリューションズ

の全株式を取得し、当社の100％子

会社とすることを決議いたしまし

たので、お知らせいたします。

１　子会社の異動（株式取得）の理

　　由

　当グループは総合人材サービス

企業として、多様な事業を展開し

て参りました。当グループ内のIT

ソリューション事業では法人企業

と個人をつなぐIT業界のインフラ

としての存在を確立することを目

的としています。

　今回ミリオン株式会社および株

式会社アイ・ティーマーケティン

グソリューションズの全株式を取

得することによって、両社が保有

する良質な技術者をはじめとする

経営資源を当グループに加え、IT

ソリューション事業の拡大を図っ

てまいります。

 

２　異動する子会社の概要

(1）商号　　　 ミリオン株式会社

代表者　　　根本弘行

 　　　設立年月日　昭和52年９月24日

 　　　本店所在地　東京都品川区

 　　　主な事業　　流通業、金融業、

 　　　内容　　　　官公庁等向けコン

 　　　　　　　　　サルティング及び

 　　　　　　　　　アプリケーション

 　　　　　　　　　開発並びにインタ

 　　　　　　　　　ーネット関連シス

 　　　　　　　　　テム開発

 　　　決算期　　　８月

 　　　従業員数　　220名

 　　　資本の額　　200百万円

 　　　発行済株式　400,000株

　　　 総数

 　　　大株主構成　ドリームテクノロ

 　　　及び割合　　ジーズ㈱　100％
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前中間会計期間

（自　平成16年10月１日

至　平成17年３月31日）

当中間会計期間

（自　平成17年10月１日

至　平成18年３月31日）

前事業年度

（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

５　今後の見通し

　引き続き企業の求人ニーズが拡

大基調であることと、アルバイト

情報「OPPO」事業で培ったノウハ

ウを活用し、当社（人材紹介事業、

業界トップクラス）ならではのサー

ビス提供を実現し、当該事業の規

模の拡大を迅速に進めてまいりま

す。

　なお、当該事業は人材紹介事業

と一体での事業展開となりますの

で、当グループ連結業績開示にお

きましては人材紹介事業と合算し

て開示する予定であります。

　最近２年間の経営成績及び財務状態の推移

 平成15年８月期 平成16年８月期

 売上高  3,011百万円  2,817百万円

 経常利益  15百万円  22百万円

 当期純利益  14百万円 22百万円

 総資産  865百万円  997百万円

 株主資本  179百万円  190百万円

 

(2）商号　　　　株式会社アイ・テ

　　　　　　　　ィーマーケティン

　　　　　　　　グソリューション

　　　　　　　　ズ

代表者　　　関本雅一

 　　　設立年月日　平成10年８月20日

 　　　本店所在地　東京都渋谷区

 　　　主な事業の　人材サービス事

 　　　内容　　　　業、システムソリ

 　　　　　　　　　ューション事業、

 　　　　　　　　　ネットワークソリ

 　　　　　　　　　ューション事業、

 　　　　　　　　　デジタルコンテン

 　　　　　　　　　ツ事業

 　　　決算期　　　４月

 　　　従業員数　　280名

 　　　資本の額　　290百万円

 　　　発行済株式　5,800株

　　　 総数

 　　　大株主構成　ドリームテクノロ

 　　　及び割合　　ジーズ㈱　100％

　　　 

　最近２年間の経営成績及び財務状態の推移

 平成16年４月期 平成17年４月期

 売上高  1,813百万円 2,814百万円 

 経常利益 9百万円 58百万円 

 当期純利益 4百万円 11百万円 

 総資産 971百万円 1,280百万円 

 株主資本 37百万円 269百万円 
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前中間会計期間

（自　平成16年10月１日

至　平成17年３月31日）

当中間会計期間

（自　平成17年10月１日

至　平成18年３月31日）

前事業年度

（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

３　株式の取得先

 　　ドリームテクノロジーズ株式会社

 　　より株式譲受

商号　　　　ドリームテクノロ

　　　　　　ジーズ株式会社

代表者　　　山本勝三

本店所在地　東京都渋谷区広尾

　　　　　　一丁目１番39号

主な事業の　・コンピュータの

内容　　　　　ソフトウェア及

　　　　　　　びハードウェア

　　　　　　　の開発、設計、

　　　　　　　製作及び販売

　　　　　　・インターネット

　　　　　　　を介した電子的

　　　　　　　データ通信に関

　　　　　　　するソフトウェ

　　　　　　　ア・ハードウェ

　　　　　　　ア等の開発、設

　　　　　　　計、製作及び販

　　　　　　　売等々

　　　　　　・ISP（インター

　　　　　　　ネット・サービ

　　　　　　　ス・プロバイダ

　　　　　　　ー）向けダイヤ

　　　　　　　ルアップ接続事

　　　　　　　業に関する営業

　　　　　　　等々

４　取得株式数、取得価格及び取得

　　前後の所有株式の状況

 
ミリオン

株式会社

株式会社

アイ・ティー

マーケティング

ソリューション

ズ

 取得前の持株

数

0株（所有割合

0.0％） 

0株（所有割合

0.0％）  

 取得株式数 400,000株 5,800株 

 取得後の

 所有割合 
100.0％ 100.0％ 

 取得価額

265,200,001円

（内不可分一体

ものとして

265,200,000円

の債権を含む） 

364,799,999円

（内不可分一体

ものとして

360,996,577円

の債権を含む）  
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