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１．平成18年３月中間期の連結業績（平成17年10月１日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績 （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 24,735 (36.5) 1,596 (39.0) 1,519 (34.0)
17年３月中間期 18,125 (12.9) 1,148 (34.1) 1,134 (34.3)

17年９月期 38,536 (14.8) 2,618 (22.9) 2,596 (23.9)

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭
18年３月中間期 △1,741 － △7,355 50 △7,168 39
17年３月中間期 651 (84.2) 2,784 35 2,726 53

17年９月期 1,557 (96.4) 6,633 45 6,472 34
（注）１．持分法損益 18年３月中間期 － 17年３月中間期 － 17年９月期 － 

２．期中平均株式数（連結） 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

３．会計処理の方法の変更 有
４．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）連結財政状態  

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 22,268 6,669 30.0 28,063 03
17年３月中間期 13,371 7,630 57.1 32,443 11

17年９月期 15,484 8,583 55.4 36,335 23
（注）１．期末発行済株式数（連結） 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

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
中間期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円
18年３月中間期 787 △4,798 4,849 5,185
17年３月中間期 403 △542 △342 3,852

17年９月期 1,775 △1,558 △205 4,346

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 ４社 持分法適用非連結子会社数 ０社 持分法適用関連会社数 ０社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  
連結（新規） ２社 （除外） １社 持分法（新規） ０社 （除外） ０社

２．平成18年９月期の連結業績予想（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

百万円 百万円 百万円
通　期 60,400 3,700 △530

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　△2,230円19銭
（注）上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の22ページを参照してください。
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　※　注意事項

　本資料に掲載されている、当グループの現在の計画、見通し、戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来の

業績などに関する見通しです。実際の業績は、リスクや不確定な要因により、これら見通しとは大きく異なる結果と

なりうることをご承知ください。実際の業績に影響を与えうる要因には、当グループの事業領域を取り巻く経済情勢、

サービスに対する需要動向、競争激化による価格下落圧力などがあります。なお、業績に影響を与えうる要因はこれ

らに限定されるものではありません。
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１．主要な連結経営指標等の推移

決算年月 2002年９月期 2003年９月期 2004年９月期 2005年９月期
2006年９月期

中間期
2006年９月期

予想

会計期間

自2001年
10月１日

至2002年
９月30日

自2002年
10月１日

至2003年
９月30日

自2003年
10月１日

至2004年
９月30日

自2004年
10月１日

至2005年
９月30日

自2005年
10月１日

至2006年
３月31日

自2005年
10月１日

至2006年
９月30日

売上高 （千円） 23,428,251 28,820,068 33,582,214 38,536,243 24,735,841 60,400,000

売上高増減率 （％） 22.4 23.0 16.5 14.8 36.5 56.7

営業利益 （千円） 505,880 1,225,165 2,129,732 2,618,280 1,596,267 4,110,000

営業利益率 （％） 2.2 4.3 6.3 6.8 6.5 6.8

経常利益 （千円） 424,788 1,233,063 2,095,097 2,596,599 1,519,663 3,700,000

経常利益率 （％） 1.8 4.3 6.2 6.7 6.1 6.1

中間（当期）純利益又は、中間

純損失（△）
（千円） 223,797 636,173 792,796 1,557,335 △1,741,560 △530,000

中間（当期）純利益率 （％） 1.0 2.2 2.4 4.0 － －

純資産額 （千円） 6,107,594 6,611,555 7,339,079 8,583,689 6,669,121 －

総資産額 （千円） 11,673,456 12,359,487 13,316,528 15,484,578 22,268,510 －

１株当たり中間（当期）純利益

又は、１株当たり中間純損失

（△）（EPS）

（円） 7,417.39 22,324.99 3,472.85 6,633.45 △7,355.50 －

１株当たり純資産額（BPS） （円） 211,269.64 232,318.62 31,474.42 36,335.23 28,063.03 －

株主資本比率 （％） 52.3 53.5 55.1 55.4 30.0 －

株主資本利益率（ROE） （％） 3.6 10.0 11.4 19.6 － －

総資本経常利益率（ROA） （％） 3.7 10.3 16.3 18.0 － －

株価収益率（PER） （倍） 19.5 20.7 38.0 35.1 － －

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △936,568 2,082,655 2,002,070 1,775,117 787,880 －

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △548,788 △711,658 △1,334,877 △1,558,358 △4,798,404 －

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 18,724 △434,291 △314,898 △205,188 4,849,178 －

現金及び現金同等物の中間期末

残高
（千円） 3,046,157 3,982,860 4,335,155 4,346,725 5,185,380 －

連結従業員数 （名） 701 801 1,005 1,328 1,807 －

減価償却費 （千円） 255,980 341,956 355,363 524,691 379,413 －

広告宣伝費 （千円） 1,154,851 1,367,187 1,993,795 3,242,288 2,162,274 －
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２．企業集団の状況

１．2006年９月期からのセグメントと事業の内容

当グループの企業集団は、2005年10月より以下のとおりセグメント及び事業名称を一部変更して事業展開しております。

セグメント 事業名 対象事業部・事業会社 事業内容

人材紹介事業 人材紹介事業

㈱インテリジェンス

人材紹介事業部

㈱クリーデンス

㈱サイト・フライト

㈱インテリジェンス 

再就職支援部 

㈱インテリジェンス

HRコンサルティング部

転職を希望する方にご登録いただき、当社キャ

リアコンサルタントとの転職相談を通じて最適

な求人案件を無料で紹介します。企業に対して

は専任の営業担当を通じて適切な人材を紹介し、

採用の際には成功報酬として人事コンサルティ

ング料を申し受けます。

派遣・アウトソーシ

ング事業

事務派遣事業
㈱インテリジェンス

事務派遣事業部

派遣社員として一般事務、秘書、経理事務、貿

易事務などでの就業を希望する方にご登録いた

だき、当社コーディネーターとの相談を通じて、

最適な業務に派遣いたします。企業に対しては

専任の営業担当を通じて適切な人材を派遣し、

派遣社員の給与及びマネジメント料を申し受け

ます。

ITソリューション事

業

㈱インテリジェンス

ITソリューション事業部

ミリオン㈱

㈱アイ・ティーマーケ

ティングソリューション

ズ

派遣社員としてシステムエンジニア、ネットワー

クエンジニアなどの職種に就業を希望する方に

ご登録いただき、当社コーディネーターとの相

談を通じて、最適な業務に派遣いたします。企

業に対しては専任の営業担当を通じて適切な人

材を派遣し、派遣社員の給与及びマネジメント

料を申し受けます。また、請負業務としてネッ

トワークやシステムなどの運営管理・サポート・

セールス業務を行うエンジニアを当社で雇用し、

当社が指揮命令を行います。企業に対しては、

専任のプロセスエンジニア・営業担当を通じて

運用設計、運用、品質改善まで一連の業務を請

け負い、請負料を申し受けます。

製造派遣事業
㈱インテリジェンス

製造派遣事業部

派遣社員として工場ラインの部品・機器等の組

立業務などでの就業を希望する方にご登録いた

だき、当社コーディネーターとの相談を通じて、

最適な業務に派遣いたします。企業に対しては

専任の営業担当を通じて人材を派遣し、派遣社

員の給与及びマネジメント料を申し受けます。

また、請負業務として工場ラインの部品・機器

等の組み立てなどの業務を希望する方を当社で

雇用し、勤務先では当社が指揮命令を行います。

企業に対しては、専任の営業担当を通じて人選・

作業の実施・完了までの一連の業務を請け負い、

請負料を申し受けます。

メディア事業 メディア事業

㈱インテリジェンス

OPPO事業部

㈱インテリジェンス

転職サイト事業部

正社員・パートでの就業を希望する方に対して、

当グループが運営しているサイトを通じて求人

情報を配信します。企業に対しては、専任の営

業担当を通じて効果的な求人掲載方法を提案し、

求人広告掲載手数料を申し受けます。

　（注）　㈱インテリジェンス・ベネフィクス（福利厚生サービス事業）及び、㈱キャリアカウンセリング研究所（キャ

リアカウンセリング研究事業）は、非連結子会社のため記載を省略しております。
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［事業系統図］

　以上述べた内容を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

 

人材紹介SD 

人材紹介事業部 

人材紹介SD 

再就職支援部 

HRコンサルティング部 

 

人材関連サービスの提供 

 

得 意 先 企 業 

派遣・アウトソーシングSD 

事務派遣事業部 

派遣・アウトソーシングSD 

ITソリューション事業部 

派遣・アウトソーシングSD 

製造派遣事業部 

メディアSD 

OPPO事業部 

メディアSD 

転職サイト事業部 

●㈱クリーデンス（70.0％） 

人材紹介事業 

（ファッション関連業界） 

●㈱サイト・フライト

（100.0％） 

エグゼグティブサーチ事業 

●ミリオン㈱（100.0％） 

ITソリューション事業 

 

●㈱アイ・ティーマーケティン

グソリューションズ（100.0％） 

ITソリューション事業 

人材紹介事業 派遣・アウトソーシング事業 メディア事業 

㈱
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス 

グ
ル
ー
プ
会
社 

（注）１. ㈱インテリジェンス・ベネフィクス（福利厚生サービス事業）及び、㈱キャリアカウンセリング研究所（キ 

ャリアカウンセリング研究事業）は、非連結子会社のため記載を省略しております。

      ２. SDはサービスデイビジョンの略です。
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３．経営方針

１．経営の基本方針

　当グループは、「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」

ことを存在意義とし、下記４点をテーマに事業を推進してまいります。

(1）個人と企業・組織が価値に見合った多様な雇用関係を結ぶことを支援する。

(2）業種・職種・雇用形態などの枠を超えた人材再配置を促進し、社会発展に貢献する。

(3）業界リーダーとして先進的な技術と啓蒙活動を積極的に推進し、倫理規範を創造・遵守・発信する。

(4）志の高い多様な人材を集め共に成長する。

　また、当グループに受け継がれる行動原理として下記５つのＤＮＡを標榜しております。

(1）社会価値の創造

・インテリジェンスの存在意義に共感し、社会価値の創造に全力を尽くす。

(2）顧客志向

・最高のサービスを提供するために個人・法人のお客様の声に常に耳を傾けて行動する。

(3）プロフェッショナリズム

・組織の目標と個人の役割を理解した上で主体的に行動し、責任を果たす。

(4）チームプレー

・共通の目標を達成するためにお互いを尊重し、信頼関係を大切にする。

(5）挑戦と変革

・現状に満足することなく、挑戦を続け、迅速に自己変革を進める。

２．会社の利益配分に関する基本方針

　当グループは、株主への長期にわたる安定的な利益還元を経営上の重要課題の一つと位置付けており、積極的に取

り組んでいく方針であります。ただし、迅速な事業展開を要求される経済情勢の下、財務基盤を強固に保ち、人件費、

広告宣伝費、システム費等事業投資を積極的に行っていく必要があります。そのため、配当性向は利益に対する従来

水準を堅持しつつ、それ以外は内部留保に努めて資金を有効に活用し、企業価値の向上を図ってまいります。

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　投資家層の拡大及び株式の流動性の向上は当社におきまして資本政策上の重要課題であります。投資単位の引き下

げにつきましては、重要課題に対する有効な施策の一つであると認識しており、株価動向、業績水準ならびにその費

用に対する効果などを慎重に検討し株主利益の最大化を基本方針に株式分割による投資単位の引き下げを検討してい

く方針です。

決算年月 株式分割実施日 分割比率 配当金

2005年9月期 － － １株あたり1,500円 

2004年９月期 2004年７月20日 １：２（2004年５月31日基準） １株あたり1,250円

 2004年３月５日 １：４（2004年１月15日基準）  

2003年９月期 － － １株あたり5,000円

2002年９月期 － － １株あたり2,500円

2001年９月期 2001年８月17日 １：２（2001年６月30日基準） １株あたり2,500円

2000年９月期 2000年８月17日 １：２（2000年６月30日基準） １株あたり5,000円

４．目標とする経営指標

　当グループは、収益性の向上及び財務基盤の拡充は重要な経営課題と考えており、ROE（株主資本利益率）20％、営

業利益率10％を経営目標に掲げています。上場企業として、欧米の人材関連企業の財務指標を参考に、投資家の皆様

の期待に沿う水準と想定し、中長期的な目標として設定しています。
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５．中長期的な会社の経営戦略

　当グループは、３年毎に５ヵ年の中期経営計画を策定し直す方針に基づき、2007年までの５ヵ年の中期経営計画を

見直し、新たに2010年までの５ヵ年の中期経営計画を策定しました。『顧客満足度』、『ブランドパワー』、『働き

たい企業』の３点において最も選ばれる人材サービス会社を目指し、『スケール拡大』、『HR最高のクオリティ』と

『高い収益力』を実現します。当グループ全体の戦略及び主な事業毎の戦略は下記に基づき実施してまいります。

(1）グループ全体

・各事業における意思決定の迅速性、資源の有効活用、効率化を促進するために組織の再編に取り組みました。

・当社の認知度、ブランド力向上のために積極的なブランド投資活動に取り組みます。

(2）人材紹介事業

・積極投資事業と位置付け、規模の拡大と人材紹介サービスの認知度向上に取り組みます。

(3）派遣・アウトソーシング事業

・安定的な成長を持続するための規模を確保するために従来より業種別に管理していた派遣・アウトソーシング事

業を集約しました。

・更なる規模の拡大を図るためにM&A及び新領域での派遣・アウトソーシング事業も検討してまいります。

(4）メディア事業

・積極投資事業と位置付け、規模の拡大と絶対的な競争優位性の確保を目指します。

・正社員/アルバイトの求人領域での認知度向上に取り組みます。

６．対処すべき課題

　当グループの主な事業毎の課題と対策を下記に挙げます。

(1）人材紹介事業

・営業とキャリアコンサルタントの生産性向上と人員拡充が課題であり、人材の採用・教育を強化します。

・人材紹介サービスの認知度向上が課題であり、企業ブランドの強化を積極的に行います。

(2）派遣・アウトソーシング事業

・スタッフの確保が課題であり、個人向けのブランドの強化及びM&A等の施策を検討してまいります。

・規模の拡大による収益力の一時的な低下が課題であり、売上総利益の向上施策を並行に進めてまいります。

(3）メディア事業

・営業力の強化及び人員の拡充・早期立ち上げが課題であり、採用及び教育に注力してまいります。

・ユーザーへの認知が課題であり、マーケティング活動によるブランド力の強化及びサイトパワーの強化に取り組

んでまいります。

７．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

(1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　事業活動を通じて効率的な収益の確保と継続的な株主価値の増大を図って行くことが株主から経営を負託された

者の基本的な使命であると考えます。この基本的な使命を踏まえた上で、当社はタイムリーかつ正確な経営情報を

開示すること、法令を遵守し、社会やあらゆるステークホルダーに対する責任を果たして行くことを重視しており

ます。そのため、コーポレート・ガバナンスを確立し、以下の経営システムを運営しております。今後も、会社法

改正の動向および社内体制の状況等あらゆることを勘案し、より透明性が高く、公正性が確保され、意思決定の迅

速化を追求したコーポレート・ガバナンス体制の充実を図ってまいります。

(2）取締役会と執行役員制度

　当グループは、2002年11月26日開催の取締役会において、執行役員制度を導入いたしました。

　執行役員制度の導入の目的は、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役会の機能強化を図るとともに、意

思決定・監督機能と業務執行機能の役割分担を明確にし、経営の活性化を図るためです。

　取締役会は、より迅速かつ適確な意思決定を行えるよう構成員数の適正化を図ります。また、執行役員制度は、

取締役会により選任される執行役員がそれぞれの業務執行を分担し、業務責任の強化及び明確化を図っています。

　執行役員には、代表執行役員、上級執行役員、執行役員を置いています。代表執行役員は、グループ全体経営に

おける最高意思決定責任を負います。上級執行役員は、グループ経営の意思決定機関であるグループ経営会議に参

加し、代表執行役員の任務を補助し、担当部門の経営責任を負います。なお、当決算発表日現在の構成は取締役３

名、執行役員９名となっております。
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(3）監査役体制

　当社の監査役会は３名（うち常勤監査役１名）で構成されており、監査役全員が社外監査役であり、社外監査役

は透明性、独立性を確保し、経営に対する監視・監査機能を果たしています。監査役会は毎月実施しており、監査

役会にはオブザーバーとして補欠監査役も参加し、常時状況の把握に努めています。監査役会及び内部監査室は必

要の都度相互の情報交換を行い、連携を取りながら監査の実効性の向上を目指しています。

(4）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係

　当社に社外取締役はおりません。一方、当社の監査役全員は商法特例法第18条第１項に定める社外監査役であり

ます。関連当事者との取引方針は市場価格を勘案して一般取引条件と同様に行うこととしております。

(5）内部統制システムの整備の状況

　当社では、社長直轄の内部監査室が各事業及び関連会社を含めた当社グループ全般の社内規定の遵守状況、管理

システムや事業活動全般の妥当性・効率性等について内部監査を実施し、具体的な改善等について助言を行ってい

ます。代表取締役はこれらの体制が有効に機能することを監督し、経営体質の健全性維持に努めています。

　当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は下記のとおりであります。

 
株 主 総 会 

監査役会 
監査役 

内部監査室 
内部監査室長 

代表取締役 

取締役会 
取締役 

執行会議 
執行役員 

会計監査人 
公認会計士 

各 業 務 執 行 部 門 

業務監査 

選任・解任 選任・解任 選任・解任 

選任・解任 会計監査 

(6）リスク管理体制の整備の状況

　当社は経営リスクに総合的に対処・対応する組織横断的なセキュリティ委員会を組織し、社長直轄の組織として

位置付けております。セキュリティ委員会では、情報漏えい、災害対応をはじめとする、当社経営をとりまくリス

クに対応する予防策を検討し、必要な業務ルールの見直し、情報システムの整備、社員教育の徹底等の活動をして

おります。

(7）会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた最近１年間における実施状況

　情報の適時開示を重要な経営課題として位置付けており、事業毎の月次情報開示、四半期決算開示、投資家向け

決算説明会の四半期ごと開催、インターネット上での情報公開等に積極的に取り組んでいます。

８．親会社等に関する事項

　当社は親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。

９．その他会社の経営上の重要な事項

　当項目に記載すべき事項はありません。
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４．経営成績及び財政状態
１．経営成績

●業績ハイライト

・対前年同期比で売上高は36.5％成長の24,735百万円、営業利益は39.0％成長の1,596百万円、経常利益は34.0％成長

の1,519百万円、中間純利益は2,392百万円減少の△1,741百万円となりました。

・人材紹介事業：対前年同期比で売上高は32.5％成長の5,532百万円、営業利益は64.9％成長の2,355百万円となりま

した。

・派遣・アウトソーシング事業：対前年同期比で売上高は31.9％成長の17,010百万円、営業利益は27.3％成長の748百

万円となりました。

・メディア事業：対前年同月比で売上高は100.9％成長の2,220百万円、営業利益は77.9％成長の557百万円となりまし

た。

■連結業績実績の対前年同期比

2005年９月期 2006年９月期
増減率（％）

中間期 中間期

売上高（百万円） 18,125 24,735 36.5

営業利益（百万円） 1,148 1,596 39.0

経常利益（百万円） 1,134 1,519 34.0

中間（当期）純利益又は、

中間純損失（△）
651 △1,741 －

■2006年９月期四半期ごとの業績推移

売上高（百万円）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合計

2004年９月期 7,582 8,470 8,486 9,042 33,582

2005年９月期 8,640 9,484 9,877 10,532 38,536

2006年９月期 12,015 12,720 － － 24,735

対前年増減率 39.1％ 34.1％ － － －

営業利益（百万円）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合計

2004年９月期 316 539 460 813 2,129

2005年９月期 369 778 487 982 2,618

2006年９月期 595 1,000 － － 1,596

対前年増減率 61.3％ 28.5％ － － －
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①　売上高分析

　当中間期の売上高は、経営資源の重点投入を行っている成長事業の拡大とM&Aの効果により前年同期比36.5％増

の24,735百万円と過去最高となりました。事業別では経営資源の重点投入を行っている成長事業の人材紹介事業及

びメディア事業においてはそれぞれ前年同期比32.5％増、100.9％増と順当に売上高を伸ばしました。人材紹介事業

ではキャリアコンサルタントの増員を行ったこと、メディア事業では新規事業である転職サイト事業が485百万円貢

献したことが要因となりました。また、派遣・アウトソーシング事業においては昨年10月12日にM&Aした２社の売上

高2,168百万円が加わったことで前年同期比31.9％増の売上高成長となりました。

②　営業利益分析

　当中間期の売上総利益は前年同期比44.3％増の11,091百万円となりました。当社が継続的に取り組んでいるポー

トフォリオシフトにより、収益性が高い人材紹介事業やメディア事業の売上構成比率が高まったことと、売上規模

が大きい派遣・アウトソーシング事業において粗利率の改善が要因で、売上総利益率は前年同期比2.4ポイント改善

の44.8％となりました。

　販売費及び一般管理費は、人材紹介事業やアルバイト情報「OPPO」事業を中心とした成長領域における生産性向

上のためのシステム投資、登録者の募集及びインテリジェンスの認知度向上のための広告宣伝費の投資、人員採用

及び人材育成のための全社管理コスト等、前年を上回る積極的な投資を行い前年同期比45.3％増の9,494百万円とな

りました。売上販管費率は前年同期比2.3ポイント増加の38.4％となりました。売上総利益の伸長が販売費及び一般

管理費の増加分を吸収し、営業利益は前年同期比39.0％増の1,596百万円となりました。その結果、営業利益率は前

年同期比0.2ポイント改善の6.5％となりました。

③　特別損益分析

　特別利益では前年同期比25百万円減少の５百万円となりました。また、特別損失は昨年10月12日にM&Aしたミリオ

ン㈱及び㈱アイ・ティーマーケティングソリューションズの事業再編費用や2006年５月26日開催予定の両社臨時株

主総会で承認されることを条件とした㈱学生援護会との経営統合費用等を計上したため、前年同期比2,572百万円増

加の2,598百万円となりました。結果、当中間期の特別損益合計額は△2,592百万円となりました。

④　税金等調整前中間純利益・中間純利益分析

　当中間期の税金等調整前中間純損失は前年同期比2,213百万円減少の1,073百万円となりました。また、法人税、

住民税及び事業税は前年同期比240百万円増加の660百万円、少数株主損益は９百万円増加の11百万円となりました。

結果、当中間純損失は前年同期比2,392百万円減少の1,741百万円となりました。
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２．セグメント別売上高・営業利益・事業環境及び取り組み

 

　当グループの事業を取り巻く環境および当グループの2006年９月期中間期の取り組みを事業ごとに下記に挙げました。

　◇人材紹介事業　　 

　　■売上高・営業利益　四半期毎推移

売上高（百万円）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合計

2005年９月期 1,782 2,393 2,635 2,769 9,579

2006年９月期 2,471 3,060 － －            5,532 

対前年増減率           38.7％           27.9％ － －               －

営業利益（百万円）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合計

2005年９月期 470 958 1,083 1,335 3,847

2006年９月期 991 1,363 － －            2,355

対前年増減率 　　     110.8％ 　　      42.3％ － －               －

 　　　●マーケット環境

 　　　　・ 前期に引き続き、全産業にて求人意欲は高く推移しました。

　　　　 ・ 若年層での採用も継続的に拡大しています。

 

 　　　●当期の取り組み

　　　　 ・ 再就職支援事業において日本ドレーク・ビーム・モリン㈱に事業移管し、業務提携を開始しました。　　　　　

　　　　 ・ ファッション業界を専門とする子会社の㈱クリーデンスで新たにインテリア業界に参入しました。

　　　　 ・ エグゼクティブサーチ事業を手がける子会社の㈱サイト・フライトと協業し、高所得者を対象としたエグゼ

　　　　　　クティブ求人情報ページを新たに開設いたしました。

 

　  ■売上高・営業利益　対予想進捗率

 

 

 売上高（百万円）

 2006年９月期

 中間期実績

 2006年９月期

 中間期予想
 達成率（％）

 2006年９月期

 通期予想
 進捗率（％）

 人材紹介事業 5,532 5,500 100.6 12,070 45.8

消去 △16
－

小計 5,515

営業利益（百万円）

 2006年９月期
 中間期実績

2006年９月期
 中間期予想

達成率（％）
2006年９月期
 通期予想

進捗率（％）

人材紹介事業 2,355 2,250 104.7 4,810 49.0

 ●売上高・営業利益

 　人材紹介事業の当中間期における売上高は5,532百万円（前年同期比32.5％増）、営業利益は2,355百万円（前年同期

 比64.9％増）となりました。

　 売上高が増加した要因といたしましては、期中平均キャリアコンサルタント人数が対前年対比で23.5％増加したこ

 と、及びキャリアコンサルタント一人あたりの転職サポート人数が対前年対比3.8％増加したこと、ならびに期中平均手

 数料が対前年対比2.0％増加したことがあげられます。

　 人員生産性が向上したこと、売上高販管費率が対前年対比8.0％低下したことにより、営業利益も前年対比大幅に増加

 いたしました。
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◆派遣・アウトソーシング事業

　◇事務派遣事業　

  　■売上高・営業利益　四半期毎推移

売上高（百万円）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合計

2005年９月期 3,544 3,579 3,702 3,771 14,599

2006年９月期 3,872 3,937 － － 7,810

対前年増減率            9.3％           10.0％ － －               －

営業利益（百万円）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合計

2005年９月期 107 100 110 108 427

2006年９月期 171 207 － － 378

対前年増減率           59.0％           106.0％ － －               －

 　　　●マーケット環境

         ・ 2006年１～３月の全国（北海道、東北、首都圏、中部、関西、中国、四国、九州/26業務すべて）の人材派

            遣市場は前年同期比で8.1％の成長となりました。（日本人材派遣協会調査）

         ・ 2006年１～３月の全国における紹介予定派遣成約件数及び実稼動者数は前年同期比はそれぞれ22.3％増、

            39.5％増となりました。（日本人材派遣協会調査）

 

 　　　●当期の取り組み

　　　　 ・ ターゲット企業への営業活動を促進し、引き続き派遣契約期間の長期化に取り組んでおります。

　　　　 ・ 紹介予定派遣に対するニーズの高まりに合わせ、同部門の体制強化を行っております。

  ◇ITソリューション事業

 　 ■売上高・営業利益　四半期毎推移

売上高（百万円）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合計

2005年９月期 1,377 1,449 1,542 1,608 5,977

2006年９月期 2,873 2,710 － － 5,584

対前年増減率          108.7％           87.0％ － －               －

営業利益（百万円）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合計

2005年９月期 121 160 134 163 579

2006年９月期 120 154 － － 275

対前年増減率          △0.5％ 　　 　　△3.9％ － －               －

 　　　●マーケット環境

        ・大手SI事業者よりエンジニア派遣のニーズの増加が見受けられました。

　　　　・大手通信事業者よりネットワーク保守、サポートのアウトソーシングニーズの増加が見受けられました。

 

 　　　●当期の取り組み

　　　　・エンジニア派遣サービスについては、ターゲット企業内シェア向上に取り組みました。

 　　　 ・テクニカルアウトソーシングサービスでは、既存プロジェクトの拡大、単価向上に取り組みました。

        ・ミリオン㈱及び㈱アイ・ティーマーケティングソリューションズの収益性改善に取り組みました。
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　◇製造派遣事業

  　■売上高・営業利益　四半期毎推移

売上高（百万円）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合計

2005年９月期 1,527 1,421 1,467 1,571 5,986

2006年９月期 1,825 1,790 － － 3,616

対前年増減率           19.6％           26.0％ － －               －

営業利益（百万円）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合計

2005年９月期 61 35 10 3 110

2006年９月期 44 49 － － 94

対前年増減率         △27.8％           40.7％ － －               －

 　　 ●マーケット環境

 　　　 ・ 2006年１～３月の全国（北海道、東北、首都圏、中部、関西、中国、四国、九州）の製造派遣業務の稼動人

　　　　　 数は前年同期比で54.4％の成長となりました。（日本人材派遣協会調査）

 

 　　 ●当期の取り組み

 　　　 ・ コンプライアンス性の高いサービスを差別化要因として営業活動を展開し、売上拡大に取り組みました。

　　　　・ 製造現場の良質なスタッフ確保のため、採用効率向上の施策に注力しております。

 　 ■派遣・アウトソーシング事業　売上高・営業利益　四半期毎推移

売上高（百万円）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合計

2005年９月期 6,449 6,450 6,712 6,951 26,563

2006年９月期 8,572 8,438 － － 17,010

対前年増減率           32.9％           30.8％ － －               －

営業利益（百万円）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合計

2005年９月期 290 296 254 275 1,117

2006年９月期 336 411 － － 748

対前年増減率           15.7％           38.7％ － －               －
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　  ■売上高・営業利益　対予想進捗率

 売上高（百万円）

2006年９月期

 中間期実績

2006年９月期

 中間期予想
 達成率（％）

 2006年９月期

 通期予想
 進捗率（％）

派遣・アウト

ソーシング事業

事務派遣事業 7,810 7,700 101.4 15,920 49.1

ITソリューション

事業
5,584 5,500 101.5 11,400 49.0

製造派遣事業 3,616 3,600 100.4 7,800 46.4

17,010 16,800 101.3 35,120 48.4

消去 △7
－

 小計 17,003

営業利益（百万円）

2006年９月期

 中間期実績

2006年９月期

 中間期予想
 達成率（％）

 2006年９月期

 通期予想
 進捗率(％）

派遣・アウト

ソーシング事業

事務派遣事業 378 350 108.3 770 49.2

ITソリューション

事業
275 300 91.8 600 45.9

製造派遣事業 94 60 156.7 120 78.4

748 710 105.4 1,490 50.2

　　  ●売上高・営業利益

　 派遣・アウトソーシング事業の当中間期における売上高は17,010百万円（前年同期比31.9％増）、営業利益は748百 

 万円（前年同期比27.3％増）となりました。

　 堅調な成長を果たした事務派遣事業、製造派遣事業に加え、平成17年10月に株式取得を行い当社100％子会社となっ

 たミリオン㈱、㈱アイ・ティーマーケティングソリューションズの売上が寄与し、ITソリューション事業の売上高は前

 年同期比大幅な増収となりました。

　 また、事務派遣事業における紹介予定派遣が増加したこと及び売上総利益率の高いITソリューション事業の構成比

 が高まったことにより、営業利益は前年同期比大幅な増益となりました。
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◆メディア事業

 　 ■売上高・営業利益　四半期毎推移

売上高（百万円）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合計

2005年９月期 439 665 556 833 2,495

2006年９月期 991 1,228 － － 2,220

対前年増減率 　　     125.6％           84.6％ － － 　　　　　　－

営業利益（百万円）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合計

2005年９月期 77 235 7 35 356

2006年９月期 240 316 － － 　　　　　　 557

対前年増減率 　　     209.8％           34.3％ － － 　　　　　　　－

 　　　●マーケット環境

 　　　　・ 2006年１月～2006年３月の全国求人広告掲載件数（市販求人情報誌、フリーペーパー）は前年同期比で

　　　　　　5.5％増となりました。（全国求人情報協会調査）

　　　　 ・ 2006年１月～2006年３月の全国求人広告メディア掲載件数（市販求人情報誌、フリーペーパー、折込求人

　　　　　　紙、求人サイト）は前年同期比8.1％増となりました。（全国求人情報協会調査）

 

 　　　●当期の取り組み

　　　　 ・ アルバイト情報「OPPO」事業では、新しいテレビコマーシャルを放映し、ユーザーの認知度向上を図ると

　　　　　　ともに新規ユーザーの獲得にも取り組みました。

　　　　 ・ 転職サイト事業では人材紹介事業と営業面での協業体制を継続し、事業部の枠を超えた営業体制の構築を　　　

　　　　　　確立し、契約社数拡大に注力しております。

　　　　 ・ アルバイト情報「OPPO」、転職サイト事業共に、人員の採用、商品企画の早期立ち上げ、生産性の向上に

　　　　　  積極的に取り組みました。 

 

 　 ■売上高・営業利益　対予想進捗率

 

 

 売上高（百万円）

 2006年９月期

 中間期実績

 2006年９月期

 中間期予想
 達成率（％）

 2006年９月期

 通期予想
 進捗率（％）

 メディア事業 2,220 2,160 102.8 4,900 45.3

消去 △2
－

小計 2,217

営業利益（百万円）

 2006年９月期
 中間期実績

2006年９月期
 中間期予想

達成率（％）
2006年９月期
 通期予想

進捗率（％）

メディア事業 557 400 139.3 900 61.9

 ●売上高・営業利益

 　メディア事業の当中間期における売上高は2,220百万円（前年同期比100.9％増）、営業利益は557百万円（前年同期

 比77.9％増）となりました。

　 アルバイト情報「OPPO」事業では、安定的な売上確保と大型受注により売上高が1,734百万円（前年同期比56.9％

 増）、営業利益が453百万円（前年同期比44.8％）となり、大幅な増収増益を達成いたしました。また、2005年7月に開

 始した転職サイト事業においても、人材紹介事業と営業面で協業体制を構築したこと等により契約社数は拡大し、当中

 間期の売上高は485百万円、営業利益103百万円と業績は順調に推移しております。
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３．財政状態

2005年９月期
中間期

2006年９月期
中間期

増減額 2005年９月期

営業活動によるキャッシュ・フロー（千円） 403,584 787,880 384,295 1,775,117

投資活動によるキャッシュ・フロー（千円） △542,998 △4,798,404 △4,255,406 △1,558,358

財務活動によるキャッシュ・フロー（千円） △342,789 4,849,178 5,191,968 △205,188

現金および現金同等物の中間期末残高（千円） 3,852,951 5,185,380 1,332,428 4,346,725

　当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、5,185百万円と前中間連結会計期間と

比べ1,332百万円の増加となりました。各活動におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　当中間連結会計期間における営業活動では、非資金項目である事業再編損失を除いた税金等調整前中間純利益が

前年に比べ増加しました。これらの結果、営業活動によるキャッシュ・フローは前中間連結会計期間と比べて384百万

円の増加となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における投資活動では、ソフトウェア開発費の増加、オフィスの拡張に伴う敷金・保証金及び

固定資産の支払額の増加に加え、新規子会社を含めた投資有価証券等の取得による多額の支出がありました。これら

の結果、投資活動によるキャッシュ・フローは前中間連結会計期間と比べて4,255百万円の減少となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における財務活動では、主に投資活動で必要となった資金の調達を短期・長期の借入で賄いま

した。これらの結果、財務活動によるキャッシュ・フローは前中間連結会計期間と比べて5,191百万円の増加となりま

した。

 

　当連結グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

2004年９月期 2005年９月期 2006年９月期

中間期 期末 中間期 期末 中間期

株主資本比率（％） 50.9 55.1 57.1 55.4 30.0

時価ベースの株主資本比率（％） 264.6 231.1 337.7 355.5 389.5

債務償還年数（年） 0.8 0.7 1.7 0.8 5.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 93.7 104.3 38.5 95.4 18.2

株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い
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４．事業等のリスク

　以下において、当グループの事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると

考えられる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。当グルー

プは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、

当社の有価証券に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる

必要があると考えております。

　なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、本書提出日（平成18年５月17日）現在において当グループが判断し

たものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。

(1）業績変動要因について

①　景気動向等による採用活動の変動について

　近年、日本では企業の人事戦略、働く人の仕事に対する意識の多様化が急速に進んでおり、雇用創出の担い手で

ある人材サービスへのニーズは急速に伸びているものと当グループでは考えております。こうした底堅いニーズを

背景に、当グループは景気変動に左右されない収益基盤を構築して参ります。しかしながら、当グループの事業特

性上、国内景気の動向等により人材採用、派遣労働者の活用、アルバイト採用などの企業の採用活動等が変動した

場合に、当グループの業績が影響を受ける可能性があります。

②　新規事業への進出について

　当グループはこれまで「インフラとしての人材サービス」を志向し、積極的にサービス領域を拡張して参りまし

た。今後も労働市場のニーズの変化を先取りした、新サービス領域への進出を積極的に検討し、取り組んで参りま

すが、それらは必ずしも当グループの想定どおりの成果を生むとは限りません。

(2）法的規制等について

①　事業運営に必要な許可について

　当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

グループが保有している許可番号及び有効期限は下記の通りです。また、当社の有している有料職業紹介事業者の

許可の取消については、職業安定法第32条に欠格事項が定められており、一般労働者派遣事業許可の取消について

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第６条に欠格事由が定

められております。

　当グループの主要な事業活動の継続にはこれらの有料職業紹介事業者及び一般労働者派遣事業者の許可が必要で

すが、現時点において認識している限りでは、当グループはこれら許可取消の事由に該当する事実はありません。

しかしながら将来、何らかの理由により許可の取消等があった場合には、当グループの主要な事業活動に支障をき

たすとともに業績及び財務状況が影響を受ける可能性があります。

　また、再就職支援事業はサービス形態が人材紹介事業とは異なりますが、求職者を求人企業に紹介するという点

において前述の人材紹介事業と同様の規制、指導及び監督を受けております。

許可の名称 所轄官庁等 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 ㈱インテリジェンス 13-ユ-010817 平成９年７月 平成18年６月30日

有料職業紹介事業許可 厚生労働省 ㈱クリーデンス 13-ユ-040431 平成14年９月 平成21年９月30日

有料職業紹介事業許可 厚生労働省 ㈱サイト・フライト 13-04-ユ-0608 平成12年11月 平成20年10月31日

一般労働者派遣事業許可 厚生労働省 ㈱インテリジェンス 般13-010496 平成７年８月 平成20年７月31日

特定労働者派遣事業許可 厚生労働省 ミリオン㈱ 特13-302246 平成17年11月 －

特定労働者派遣事業許可 厚生労働省

㈱アイ・ティーマーケ

ティングソリューショ

ンズ

特13-301639 平成17年７月 －
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②　法的規制の変化等について

　平成16年３月の労働者派遣法の改正により、ソフトウェア開発等の政令で定める業務（いわゆる「26業務」）の

派遣期間制限撤廃、26業務以外の派遣期間の最長１年から３年への拡大、製造業の生産工程への労働者派遣の解禁

などの規制緩和が進んでおります。また職業安定法も、有料職業紹介を行うことが可能な職業が平成２年・平成７

年と相次いで緩和されており、当グループの事業が規制を受けている法的規制は緩和の方向に進んでおります。当

グループは今後もこれらの法的規制が緩和されるものと予測しておりますが、万一法的規制が強化された場合には

当グループの事業に制限が加わる可能性があります。また、法的規制が緩和されることにより、同業他社の一般労

働者派遣会社が人材紹介・製造派遣事業へと進出し、総合人材サービスへと志向していくことが考えられます。当

グループはこの動きに先駆けて、８つのサービスラインナップを整備し、「インフラとしての人材サービス」を志

向し競争力強化に努めておりますが、同業他社の総合人材サービス化や異業種からの参入も含め、市場の競争が激

化した場合、当グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

③　請負事業者の責任について

　当グループのITソリューション事業、製造派遣事業において、請負契約に基づく請負事業者として、請負作業の

完了ないし仕事の完成に関して顧客企業に対して責任を負っております。このため役務の提供に先立ち、顧客企業

との間で請負業務の範囲及び内容について確認を実施しております。なお、請負作業の遂行にあたって発生する労

働災害、器物破損などの損害や、業務の完了に関する理解の相違が発生し、顧客企業からの代金回収が困難または

不能となった場合は、当グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

④　社会保険の加入状況について

　一般労働者派遣業界において、社会保険に加入していない派遣労働者が多数存在するという問題があります。登

録型派遣労働者の雇用形態は比較的短期間かつ断続的であるため、派遣契約に伴い締結される雇用契約の開始及び

終了の都度必要とされる派遣労働者の社会保険被保険者資格の取得・喪失手続きが煩雑であり、また派遣労働者が

社会保険料負担による給与手取額の減少を嫌い、加入を強制すると派遣会社との雇用契約の締結を取りやめる場合

もあります。

　平成11年12月の労働者派遣法の改正では、派遣元事業主は派遣先企業に対して、派遣労働者が社会保険等の被保

険者資格の有否を告知することが義務化され、派遣元事業主が講ずべき措置に対する指針（平成11年労働省告示第

137号）及び派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針（平成11年労働省告示第138号）において、加入対象者の派

遣に関して、派遣元事業主は保険加入させた後に派遣を行い、派遣先企業は加入している派遣労働者のみを受け入

れることが義務化されております。また、過去の事例から、社会保険事務所が人材派遣会社における派遣労働者の

社会保険加入状況の調査を行い、社会保険未加入分について、２年間分を上限として、過去に加入していた場合に

支払うべき社会保険料を求める場合も想定されます。当グループの属する人材派遣業界としては、平成14年５月に

人材派遣健康保険組合を設立し、任意継続期間の弾力的運用などの加入促進、料率の柔軟な見直しを図り、社会保

険加入の適正運用に向けた取組みを行っております。

(a）当グループの派遣労働者の社会保険加入状況

　当グループは、社会保険の未加入問題に対して問題意識を持ち、スタッフや派遣先企業への働きかけ及び事務

負担の圧縮に取り組んでおります。その結果、当グループにおける社会保険の加入状況は平成18年３月31日現在

において、加入有資格者全員が加入しております。

　（注）１．派遣労働者と２ヶ月以内の期間を定めて雇用契約を締結する場合並びに１日又は１週間の労働時間及

び１ヶ月の労働日数が派遣先企業における当該業務の基準労働時間及び労働日数の概ね４分の３未満

である場合には社会保険の適用除外と定められております。（健康保険法第３条、厚生年金保険法第

12条）。

(b）当グループの請負労働者の社会保険加入状況

　当グループでは製造派遣事業、ITソリューション事業において請負契約の正社員・契約社員を雇用しておりま

す。ITソリューション事業においては事業開始以来社会保険の完全加入を維持しておりますが、平成14年３月に

㈱シフト・ジャパン、フジテック・コントラクト・ブレイン㈱、㈲近代サービス、フジテック総合サービス㈲よ

り営業譲渡を受けて、新規に参入しました製造派遣事業におきましては、過年度の社会保険加入率は低い状態に

ありました。しかし平成16年３月末現在ではほぼ100％の加入率を達成し、平成18年３月31日現在では完全加入と

なっております。
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(c）今後の業績等への影響

　当グループでは平成11年９月以降、事務派遣、及びITソリューション事業において社会保険の完全加入を維持

しており、今後も完全加入を維持する方針であるため、負担割合の変化による影響が発生することはない見通し

であります。製造派遣事業においても100％の加入状態でありますので、労使間の社会保険料の負担割合の変化に

よる影響が発生することはない見通しであります。なお、過年度において一部未加入者が存在した時期があり、

前述の社会保険事務所の調査を受けて追徴による支払が発生する可能性も否定できませんが、過去の就業者数が

少数であったことから当グループの連結業績に与える影響は軽微であると考えております。

　また、平成15年４月に社会保険制度の改正（総報酬制の導入）が実施され、当グループの社会保険料負担割合

は軽減されておりますが、厚生年金保険料率の段階的引き上げを含んだ国民年金法等の一部を改正する法律が平

成16年10月１日付で施行されております。これにより標準月額報酬に対する厚生年金保険料の会社負担率は、平

成29年まで毎年0.177％ずつ増加していく見通しです。

(3）登録者及びスタッフの確保について

　当グループの事業の内、人材紹介事業、事務派遣事業、ITソリューション事業、及び製造派遣事業においては、

登録者及び派遣・請負スタッフの確保が重要な課題であり、当グループはブランド力の強化・登録サイトのユーザ

ビリティ向上・効果的な募集広告の実施等に注力しておりますが、雇用情勢・労働需給が変化した場合、募集広告

等の費用が増加し、当グループの業績を圧迫する可能性があります。

(4）当社取締役会長及び㈱ＵＳＥＮとの関係について

①　当社取締役会長宇野康秀の株主としての影響力

　平成18年３月31日現在、当社取締役会長宇野康秀が所有する当社の議決権比率は35.0％となっております。し

たがって、宇野康秀は取締役の選任・解任、配当決定、合併又はその他の企業結合の承認など、当社株主総会の

承認を要する全ての事項に影響力を有しております。

②　㈱ＵＳＥＮ及びそのグループ会社との関係について

　当社の取締役会長である宇野康秀が議決権の過半数を所有し、代表取締役社長である㈱ＵＳＥＮ並びにその子

会社と当グループとの間に、平成16年９月期において人材派遣・人材紹介に関する営業取引等があります。宇野

康秀は平成元年６月の当社設立時の代表取締役社長であり、筆頭株主として、当社設立以来当社の事業を軌道に

乗せるために尽力してきました。なお宇野康秀は平成10年12月に㈱大阪有線放送社（現㈱ＵＳＥＮ）の元社長か

ら全株式を相続し、同社の代表取締役となりました。現在も大株主としての立場や、人材ビジネスに知見のある

経営者としての立場から、当社の経営に取締役として参画しております。

　当社と㈱ＵＳＥＮ及びそのグループ会社との間には営業取引がありますが、通常の業務の延長線上にある一般

的な取引であり、役員の兼任関係や大株主との資本関係による影響は一切受けていません。また、取引条件等は

当グループと関係を有しない他の一般の取引先と同様です。

(5）個人情報漏えい等が発生した場合の影響

　当グループは、多数の個人のお客様情報をお預かりしており、これらの情報を元に、転職支援・人材派遣のサー

ビスを展開しております。

　こうした個人情報の取扱につきましては、平成15年５月に個人情報保護法が公布・施行されたのに続き、平成17

年４月に完全施行されたことにより、今後更に取扱に注意が必要となります。当グループは、個人情報の取扱に関

する規程の整備、定期的な社内研修の実施及びシステムのセキュリティ強化を推進するコンプライアンス・プログ

ラムを制定し、情報管理の強化とその取扱に十分な注意を払っております。平成16年１月には財団法人日本情報処

理開発協会よりプライバシーマークの認定を受けております。しかしながら、不測の事態が原因で個人情報が外部

に漏えいし、情報主体ないしは顧客企業等に被害が生じた場合、損害賠償請求や社会的信用の失墜等により、当グ

ループの業績及び財務状況が影響を受ける可能性があります。

(6）退職金制度について

　当グループの報酬制度は「実力・成果主義」「業績連動型」という考え方を基本としており、年俸制＋業績賞与

による報酬体系を取っております。このため在籍年数に応じた退職金の支給は当社の報酬に対する考え方と整合性

がとれず、現時点では退職金制度導入の予定はありません。しかしながら、社会環境の変化、社員の意識の変化に

より、退職金制度を導入した場合、導入する制度の内容によっては当グループの費用負担が増加する可能性があり

ます。
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(7）労働基準監督署による是正勧告について

　当社は平成16年６月に中央労働基準監督署より、労働基準法第37条に規定される法定労働時間外労働に対する割

増賃金を支払っていないこと、労働安全衛生法第13条に規定される産業医が未選任であること等に関する是正勧告

を受けております。また平成16年11月には名古屋西労働基準監督署より、労働基準法第36条に規定される時間外労

働に関する協定を超えて労働させていることに関する是正勧告を受けております。当グループは当該指摘を真摯に

受け止め、新人事制度について労使間での協議を行い、適法かつ社員の意欲を喚起し得る制度設計を行い、指導を

受けた事項を是正した人事制度を平成17年４月から正式にスタートいたしました。

(8）株式会社学生援護会との経営統合について

①　経営統合が成立しないリスクについて

　当社は、株式会社学生援護会（以下「学生援護会」）との間で、平成18年３月15日付で「合併契約書」を締結し、

平成18年５月26日開催予定のそれぞれの臨時株主総会による承認等を前提として、同年７月１日に合併による

経営統合を行う予定です。

　しかしながら、当社または学生援護会の臨時株主総会において承認が得られず、本経営統合が成立しない

可能性があります。

　②　経営統合の過程及び経営統合後のリスクについて

　当社と学生援護会の統合は、多大なコストと時間をかけて行うものであり、その過程において円滑に統合が進ま

ない場合、当グループの業績、財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。　

　

　同社との統合が円滑に進まないリスクには、以下のものが含まれます。

　

  (a)　統合後、当社の大株主となる㈱ＵＳＥＮが、大株主としての影響力を行使する可能性がありうること

  ㈱ＵＳＥＮは、2006年３月末現在において、学生援護会の株式を保有していると同時に、当社筆頭株主であ

る宇野康秀の株式を譲受けることで合意しております。

　統合後の新会社において、㈱ＵＳＥＮが大株主となる可能性があり、当社はその影響を受ける可能性があり

ます。

　

  (b)　事業が適切に統合できないことにより経営効率が悪化し、競争力が低下する可能性

 　当社は、大都市圏を中心とした大手企業を顧客基盤に持ち、マッチング事業とアルバイト求人サイト事業 

 に強みを持っております。一方、学生援護会は、全国に中小企業から商店までをカバーする営業網を保有し

 ており、アルバイト領域を中核としたメディア事業に強みを持っております。

　 両社が統合することで、アルバイト事業における圧倒的なポジションの確立、メディア事業とマッチング

 事業のシナジー効果による正社員領域での飛躍的な競争力強化をその統合効果として見込んでおりますが、 

 統合後の当社において、これらの統合が速やかにかつ適切に出来なかった場合、経営効率が悪化し競争力が

 低下する可能性があります。また、お取引先様に経営統合の趣旨にご賛同頂けない場合、関係が悪化する可

 能性があります。その場合、当グループの業績、財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

  (c)　両社の拠点、組織、情報システム等が適切・速やかに統合できず、経営効率が悪化する可能性

 　当社、学生援護会の両社を合わせると全国に多数の拠点と人員を配置しております。経営統合後、重複し

 ている拠点から整理・統合を行うと共に、基幹、人事、会計等多数のシステムにおける最適化を行ってまいる

計画です。

　 これらの調整、最適化が計画通りに進まなかった場合、当グループの業績、財政状態に影響を及ぼす可能

 性があります。

 

  (d)　内部統制、情報開示の方針・手続き、会計基準等の立案・統合が適切に行えず、想定以上の問題が発生す

       る可能性

 　当社と学生援護会においては、現状異なる内部統制、情報開示の方針・手続き、会計基準等により運営さ

 れております。統合後の当社に最も適切な体制を構築する計画ですが、異なる特性を有する両社の体制が、 

 速やかかつ適切に最適化できなかった場合、想定していない問題が発生する可能性があり、その場合、当グ

 ループの業績、財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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　(e)　従業員等の融和が進まない可能性

 　両社の経営陣、従業員、その他職員の融合が進まない場合、期待される統合効果を実現できない可能性が

 あります。その場合、当グループの業績、財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

　(f)　統合関連の費用（ITシステムの統合、法律・会計・税務関連の報酬・費用、従業員の人事制度・退職制

　　　 度・年金制度の統合化、その他費用）が想定以上に発生する可能性

 　統合手続きを進めるに際し、今後数年間にわたり様々な費用が発生いたしますが、当初の計画から想定以 

 上の追加的費用が発生する可能性があります。この場合、当社グループの業績、財政状態に影響を及ぼす可

 能性があります。

 

　(g)　偶発債務や未認識の債務が発生する可能性

 　学生援護会との統合手続きに際しましては、専門家に依頼し、法律・財務・会計・税務的な見地からデュー

デリジェンスを行いましたが、現在において発見されない偶発債務や未認識の債務が発生する可能性がありま

す。その場合、当グループの業績、財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

　(h)　統合に関する否定的な報道等が業績に悪影響を及ぼす可能性　

 　統合に関して、様々なメディアが報道することが予想されますが、統合に関する否定的な報道は、その真偽

にかかわらず、国内外の投資家に影響を与え、当社の株価に影響を及ぼす可能性があります。また、お取引先

様に対して、影響を与える可能性もあります。その場合、その対処のために、コストが発生する可能性があり、

当社グループの業績、財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

  統合後の当社においては、これらの可能性について十分に対応できない可能性があります。その場合、シナジー

効果の発揮という合併の目標達成を妨げることもありえます。また、両社の合併の過程において発生する上記の

問題を解決できない場合、経営成績、財政状態に重大な影響を及ぼすおそれがあります。
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５．通期の見通し

 

【2006年９月期の連結業績予想と進捗状況】

（代表取締役社長：鎌田　和彦）

　当中間期はインテリジェンスグループ全体で順調な実績となりましたが、2006年７月１日を期日とする株式会社学

生援護会との合併による経営統合に伴う一時的な業績への影響を考慮し、通期業績予想は据え置きとしています。本

経営統合を円滑に進めることで前年を大きく上回る利益確保を計画しています。なお、株式会社学生援護会との合併

は、2006年５月26日開催予定の両社臨時株主総会における承認を条件としています。

　当社は適時・迅速・公平に業績状況を開示するべく、事業別売上高の月次開示と業績の四半期開示を行っています。

従いまして、月次開示内容及び四半期業績によって当社業績の進捗状況をよくご確認頂きたいと考えております。

■2006年９月期の連結業績予想と進捗状況（2005年10月１日～2006年９月30日）

2006年９月期
中間期実績

2006年９月期
中間期業績予想

達成率（％）
2006年９月期
通期業績予想

進捗率（％）

売上高（百万円） 24,735 24,400 101.4 60,400 41.0

営業利益（百万円） 1,596 1,300 122.8 4,110 38.8

経常利益（百万円） 1,519 1,150 132.1 3,700 41.1

中間（当期）純利益又は、

中間純損失（△）
△1,741 △2,000 － △530 －

■2006年９月期中間期の事業セグメント及び事業毎の通期連結業績予想に対する業績進捗率

セグメント 事業名

売上高（百万円）
進捗率
（％）

営業利益（百万円）
進捗率
（％）2005年９月期

中間期
2006年９月期

中間期
2006年９月期
通期予想

2005年９月期
中間期

2006年９月期
中間期

2006年９月期
通期予想

人材紹介事業 人材紹介事業 4,175 5,532 12,070 45.8 1,428 2,355 4,810 49.0

派遣・アウト

ソーシーング

事業

事務派遣事業 7,124 7,810 15,920 49.1 208 378 770 49.2

ITソリューション

事業
2,826 5,584 11,400 49.0 282 275 600 45.9

製造派遣事業 2,948 3,616 7,800 46.4 96 94 120 78.4

12,899 17,010 35,120 48.4 587 748 1,490 50.2

メディア事業 メディア事業 1,105 2,220 4,900 45.3 313 557 900 61.9

管理部門（消去又は全社） △54 △27 △90 － △1,181 △2,064 △3,740 －

合計 18,125 24,735 52,000 47.6 1,148 1,596 3,460 46.1

■2006年９月期中間期の事業セグメント及び事業毎の中間期連結業績予想に対する業績達成率

セグメント 事業名

売上高（百万円）
達成率
（％）

営業利益（百万円）
達成率
（％）2005年９月期

中間期
2006年９月期

中間期
2006年９月期
中間期予想

2005年９月期
中間期

2006年９月期
中間期

2006年９月期
中間期予想

人材紹介事業 人材紹介事業 4,175 5,532 5,500 100.6 1,428 2,355 2,250 104.7

派遣・アウト

ソーシーング

事業

事務派遣事業 7,124 7,810 7,700 101.4 208 378 350 108.3

ITソリューション

事業
2,826 5,584 5,500 101.5 282 275 300 91.8

製造派遣事業 2,948 3,616 3,600 100.4 96 94 60 156.7

12,899 17,010 16,800 101.3 587 748 710 105.4

メディア事業 メディア事業 1,105 2,220 2,160 102.8 313 557 400 139.3

管理部門（消去又は全社） △54 △27 △60 － △1,181 △2,064 △2,060 －

合計 18,125 24,735 24,400 101.4 1,148 1,596 1,300 122.8

－ 22 －



５．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

 
 

前中間連結会計期間末
（平成17年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年３月31日）

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
（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   3,784,116   5,227,503   4,286,893  

２　受取手形及び
売掛金

  4,550,805   6,269,557   4,864,986  

３　有価証券   115,343   115,359   115,350  

４　その他   538,031   1,056,863   741,714  

貸倒引当金   △17,988   △457,206   △19,280  

流動資産合計   8,970,308 67.1  12,212,076 54.8  9,989,664 64.5

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1）建物  629,573   1,006,883   927,677   

減価償却累計額  188,119 441,453  311,131 695,752  232,429 695,247  

(2）その他  214,953   264,444   237,034   

減価償却累計額  153,475 61,477  181,837 82,606  157,074 79,960  

有形固定資産合計   502,931 3.8  778,359 3.5  775,208 5.0

２　無形固定資産           

(1）連結調整勘定   616,207   1,074,929   570,852  

(2）ソフトウェア   1,250,661   1,987,276   1,491,961  

(3）その他   181,408   68,307   121,566  

無形固定資産合計   2,048,276 15.3  3,130,514 14.1  2,184,380 14.1

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券   184,275   3,251,270   212,407  

(2）敷金及び保証金   1,494,277   2,445,723   1,870,704  

(3）その他   180,382   710,355   466,465  

貸倒引当金   △8,517   △259,789   △14,252  

投資その他の資産
合計

  1,850,416 13.8  6,147,559 27.6  2,535,324 16.4

固定資産合計   4,401,625 32.9  10,056,433 45.2  5,494,914 35.5

資産合計   13,371,933 100.0  22,268,510 100.0  15,484,578 100.0

           

－ 23 －



 
 

前中間連結会計期間末
（平成17年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年３月31日）

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
（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   1,683,862   2,170,962   1,666,402  

２　短期借入金   131,736   3,124,000   251,702  

３　一年以内返済
予定長期借入金

  719,122   1,558,667   578,523  

４　未払金   1,141,569   2,369,279   1,846,718  

５　未払法人税等   403,736   604,793   592,764  

６　未払消費税等   227,005   337,723   295,270  

７　訴訟関連費用
引当金 

  ―   304,322   ―  

８　その他   900,199   1,387,598   774,711  

流動負債合計   5,207,230 38.9  11,857,347 53.2  6,006,092 38.8

Ⅱ　固定負債           

１　社債   ―   402,000   ―  

２　長期借入金   511,059   3,063,740   622,312  

３　その他   ―   243,189   236,250  

固定負債合計   511,059 3.8  3,708,929 16.7  858,562 5.6

負債合計   5,718,289 42.7  15,566,277 69.9  6,864,654 44.4

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   23,414 0.2  33,111 0.1  36,234 0.2

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   2,023,587 15.1  2,042,906 9.2  2,042,005 13.2

Ⅱ　資本剰余金   3,014,578 22.6  3,166,385 14.2  3,032,996 19.6

Ⅲ　利益剰余金   3,101,525 23.2  1,901,113 8.5  3,997,028 25.8

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  8,497 0.1  10,117 0.1  7,390 0.0

Ⅴ　自己株式   △517,960 △3.9  △451,400 △2.0  △495,730 △3.2

資本合計   7,630,229 57.1  6,669,121 30.0  8,583,689 55.4

負債、少数株主
持分及び資本合計

  13,371,933 100.0  22,268,510 100.0  15,484,578 100.0

           

－ 24 －



(2）中間連結損益計算書

 
 

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
要約連結損益計算書

（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   18,125,784 100.0  24,735,841 100.0  38,536,243 100.0

Ⅱ　売上原価   10,441,158 57.6  13,644,758 55.2  21,483,059 55.7

売上総利益   7,684,625 42.4  11,091,082 44.8  17,053,183 44.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費           

１　給与手当  2,323,364   3,156,313   5,306,392   

２　広告宣伝費  1,401,222   2,162,274   3,242,288   

３　地代家賃  632,017   777,880   1,249,027   

４　貸倒引当金繰入額  5,733   7,251   14,936   

５　その他  2,174,228 6,536,566 36.1 3,391,094 9,494,815 38.4 4,622,256 14,434,902 37.5

営業利益   1,148,059 6.3  1,596,267 6.5  2,618,280 6.8

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  86   2,140   184   

２　受取配当金  9   1,755   3,752   

３　保険解約益  883   2,226   2,053   

４　業務受託収入  ―   11,933   ―   

５　助成金収入  ―   6,872   ―   

６　その他  1,462 2,441 0.0 14,946 39,873 0.2 1,863 7,854 0.0

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  10,474   33,482   18,615   

２　新株発行費  4,914   7   5,021   

３　支払手数料  ―   48,000   ―   

４　貸倒引当金繰入額  ―   23,001   3,803   

５　その他  797 16,186 0.1 11,986 116,477 0.5 2,094 29,535 0.1

経常利益   1,134,315 6.2  1,519,663 6.1  2,596,599 6.7

Ⅵ　特別利益           

  １　投資有価証券売却益  ―   ―   13,058   

２　投資有価証券
清算分配益

 6,006   ―   6,006   

３　貸倒引当金戻入益  ―   5,519   181   

４　偶発損失引当金戻入益  25,000 31,006 0.2 ― 5,519 0.0 25,000 44,246 0.1

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産売却損 ※１ 884   411   1,525   

２　固定資産除却損 ※２ 8,988   15,291   50,963   

３　投資有価証券売却損  ―   14,330   ―   

４　中途解約違約金  871   96   2,148   

５  過年度敷金償却費  9,794   ―   8,251   

６  サービス品質保証
調査費

 4,961   ―   4,961   

７  事業再編損失 ※３ ―   2,398,380   ―   

８　合併関連費用 ※４ ―   134,674   ―   

９　再就職支援事業
閉鎖損失

※５ ― 25,500 0.1 35,205 2,598,389 10.5 ― 67,850 0.1

税金等調整前中間
（当期）純利益又は、
中間純損失（△）

  1,139,820 6.3  △1,073,206 △4.3  2,572,995 6.7

法人税、住民税
及び事業税

 420,108   660,401   1,018,009   

法人税等調整額  66,599 486,707 2.7 △3,575 656,825 2.7 △17,035 1,000,973 2.6

少数株主利益   1,866 0.0  11,528 0.1  14,686 0.1

中間（当期）純利益又
は、中間純損失（△）   651,247 3.6  △1,741,560 △7.0  1,557,335 4.0

           

－ 25 －



(3）中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）        

Ⅰ　資本剰余金期首残高   3,005,326  3,032,996  3,005,326

Ⅱ　資本剰余金増加高        

１　増資による新株発行  9,252  901  27,670  

２　自己株式処分差益  ― 9,252 132,487 133,388 ― 27,670

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

  3,014,578  3,166,385  3,032,996

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ　利益剰余金期首残高   2,783,465  3,997,028  2,783,465

Ⅱ　利益剰余金増加高        

１　中間（当期）純利益
又は、中間純損失
（△）

 651,247 651,247 △1,741,560 △1,741,560 1,557,335 1,557,335

Ⅲ　利益剰余金減少高        

１　配当金  291,470  354,354  291,470  

２　自己株式処分差損  41,717 333,187 ― 354,354 52,302 343,772

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

  3,101,525  1,901,113  3,997,028

        

－ 26 －



(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

 
 

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

区分 注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー     

１　税金等調整前中間
（当期）純利益又は、
中間純損失（△）

 1,139,820 △1,073,206 2,572,995

２　減価償却費  214,127 379,413 524,691

３  賞与引当金の増減額
(減少：△)  △40,361 43,877 △52,610

４　退職給付引当金の増減額
（減少：△）  ― 1,015 ―

５  偶発損失引当金の増減額
(減少：△)  △40,000 ― △40,000

６  訴訟関連費用引当金の
増減額(減少：△)  ― 304,322 ―

７　貸倒引当金の増減額
（減少：△）  5,365 407,155 12,392

８　営業権償却額  59,185 60,149 118,371

９　商標権償却額  ― 656 765

10　保証金償却額  ― 475 ―

11　連結調整勘定償却額  45,354 74,272 90,709

12　受取利息及び受取配当金  △95 △3,481 △3,937

13　支払利息  10,474 33,482 18,615

14  新株発行費  4,914 7 5,021

15　再就職支援事業閉鎖損失  ― 35,205 ―

16　事業再編損失  ― 1,554,616 ―

17　合併関連費用  ― 134,674 ―

18　投資有価証券売却益  ― ― △13,058

19　投資有価証券売却損  ― 14,330 ―

20　投資有価証券清算分配益  △6,006 ― △6,006

21　固定資産除却損  8,988 15,291 50,963

22　固定資産売却損  ― 411 1,525

23　過年度敷金償却費  ― ― 8,251

24　売上債権の増減額
（増加：△）  △284,961 △513,794 △596,673

25　未払消費税等の増減額
（減少：△）  △241,275 2,681 △173,010

26　仕入債務の増減額
（減少：△）  152,190 127,178 134,731

27　その他債権の増減額
（増加：△）  △136,421 198,787 △103,459

28　その他債務の増減額
（減少：△）  286,910 △298,847 412,638

小計  1,178,211 1,498,675 2,962,917

29　利息及び配当金の受取額  95 9,774 3,937

30　利息の支払額  △10,474 △43,226 △18,615

31　法人税等の支払額及び
還付額（純額）  △764,248 △677,342 △1,173,121

営業活動による
キャッシュ・フロー  403,584 787,880 1,775,117

－ 27 －



 
 

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

区分 注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

    

１　定期預金の預入に
よる支出

 △9,000 △16,814 △18,010

２　貸付による支出  △22,670 △343,279 △54,350

３　貸付の回収による
収入

 25,195 143,559 52,366

４　有形固定資産の取得
による支出

 △73,744 △291,955 △172,216

５　有形固定資産の売却
による収入

 145 44 322

６　ソフトウェアの取得
による支出

 △449,023 △768,904 △915,258

７　投資有価証券の取得
による支出 

 ― △3,000,465 △30,000

８　投資有価証券の売却
による収入 

 ― 132,315 ―

９　投資有価証券清算
分配による収入

 7,006 ― 7,006

10　新規連結子会社株式
及び債権取得による
支出

 ― △405,614 ―

11　敷金及び保証金の
支払額

 △39,003 △225,574 △431,586

12　敷金及び保証金の
返還額

 11,213 57,644 15,584

13　その他投資による
収入（支出：△）

 6,881 △79,358 △12,214

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △542,998 △4,798,404 △1,558,358

－ 28 －



 
 

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

区分 注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

    

１　短期借入金の増減額  △39,262 2,589,444 80,704

２　長期借入による収入  600,000 3,320,000 1,050,000

３　長期借入の返済に
よる支出

 △531,472 △824,475 △1,010,818

４　社債の償還による
支出

 ― △48,000 ―

５　自己株式の処分に
よる収入

 45,895 176,816 57,540

６　自己株式の取得に
よる支出

 △132,187 ― △132,187

７　株式の発行による
収入

 13,590 1,795 50,319

８　配当金の支払額  △287,704 △351,750 △289,097

９　少数株主への配当金
の支払額

 △11,649 △14,652 △11,649

財務活動による
キャッシュ・フロー

 △342,789 4,849,178 △205,188

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加（減少）額

 △482,203 838,654 11,570

Ⅴ　現金及び現金同等物の
中間期首（期首）残高

 4,335,155 4,346,725 4,335,155

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 3,852,951 5,185,380 4,346,725

     

－ 29 －



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

１　連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　３社

連結子会社

㈱サイト・フライト

㈱インテリジェンスITソ

リューションズ

㈱クリーデンス

(1）連結子会社の数　４社

連結子会社

㈱サイト・フライト

㈱クリーデンス

ミリオン㈱

㈱アイ・ティーマーケティン

グソリューションズ 

(1）連結子会社の数　３社

連結子会社

㈱サイト・フライト

㈱インテリジェンスITソ

リューションズ

㈱クリーデンス 

─────  

　㈱インテリジェンスITソリュー

ションズは平成17年12月１日に当社

に吸収合併されております。

　ミリオン㈱、㈱アイ・ティーマー

ケティングソリューションズは当中

間連結会計期間において新たに株式

を取得したため連結の範囲に含めて

おります。

─────

　

 (2）主要な非連結子会社の名称等

㈱インテリジェンス・ベネフィ

クス

㈱キャリアカウンセリング研究

所

(2）主要な非連結子会社の名称等

同左

(2）主要な非連結子会社の名称等

同左

 （連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模会社

であり、総資産、売上高、中間

純損益及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、いずれも中間

連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないためであります。

（連結の範囲から除いた理由）

同左

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模会社

であり、総資産、売上高、当期

純損益及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、いずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。

２　持分法の適用に関する事項 (1）持分法適用の非連結子会社数

　該当する事項はありません。

(1）持分法適用の非連結子会社数

同左

(1）持分法適用の非連結子会社数

同左

 (2）持分法適用の関連会社数

　該当する事項はありません。

(2）持分法適用の関連会社数

同左

(2）持分法適用の関連会社数

同左

 (3）主要な持分法を適用しない非連

結子会社及び関連会社の名称等

　持分法を適用していない非連結

子会社２社は、それぞれ中間純損

益及び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体としても

重要性がないため、持分法の適用

から除外しております。

(3）主要な持分法を適用しない非連

結子会社及び関連会社の名称等

　持分法を適用していない非連結

子会社２社及び関連会社２社（ミ

リオンプラネッツ㈱及びミリオン

スリーアイ㈱）は、それぞれ中間

純損益及び利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全体とし

ても重要性がないため、持分法の

適用から除外しております。

(3）主要な持分法を適用しない非連

結子会社及び関連会社の名称等

  持分法を適用していない非連結

子会社２社は、それぞれ当期純損

益及び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体としても

重要性がないため、持分法の適用

から除外しております。

 (4）持分法適用の範囲の変更

　該当する事項はありません。

(4）持分法適用の範囲の変更

同左

(4）持分法適用の範囲の変更

同左

３　連結子会社の（中間）決

算日等に関する事項

　連結子会社の中間決算日は、中間

連結決算日と一致しております。

　連結子会社のうち、㈱サイト・フ

ライト、㈱クリーデンスの中間決算

日は、中間連結決算日と一致してお

ります。

　連結子会社のうち、ミリオン㈱及

び㈱アイ・ティーマーケティングソ

リューションズの決算日は３月31日

であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

て、ミリオン㈱及び㈱アイ・ティー

マーケティングソリューションズに

ついては、決算日現在の財務諸表を

使用しております。

　連結子会社の決算日は、連結決算

日と一致しております。
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項目 前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

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

有価証券

イ　満期保有目的の債券

─────

有価証券

イ　満期保有目的の債券

─────

有価証券

イ　満期保有目的の債券

─────

ロ　その他有価証券

①　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）

ロ　その他有価証券

①　時価のあるもの

同左

ロ　その他有価証券

①　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）

②　時価の無いもの

移動平均法による原価法

②　時価の無いもの

同左

②　時価の無いもの

同左

ハ　デリバティブ

─────

ハ　デリバティブ

　時価法

ハ　デリバティブ

─────

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

定率法

主な耐用年数

建物　　　　　３～15年

その他（器具及び備品）

　　　　　　　４～10年

イ　有形固定資産

同左

イ　有形固定資産

同左

ロ　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。

ロ　無形固定資産

同左

ロ　無形固定資産

同左

(3）重要な繰延資産の処理

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）重要な引当金の計上基準 イ　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。

イ　貸倒引当金

同左

イ　貸倒引当金

同左

 ロ　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。

ロ　賞与引当金

同左

ロ　賞与引当金

同左

ハ　訴訟関連費用引当金

─────

ハ　訴訟関連費用引当金

　係争中の訴訟に関する損失に備

えるため、その経過等の状況に基

づき合理的に見積もった損失負担

見込額を計上しております。

ハ　訴訟関連費用引当金

─────

ニ　退職給付引当金

─────

ニ　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当中間連結会計期間末における退

職給付債務の見込額（自己都合退

職による中間期末要支給額）に基

づき計上しております。

ニ　退職給付引当金

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

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

(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

(6）重要なヘッジ会計の方法 イ　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。

イ　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。ただし、金利スワップにつ

いて特例処理の条件を充たしてい

る場合には特例処理を採用してお

ります。

イ　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。

ロ　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

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ハ　ヘッジ方針

　金利変動による将来の損失可能

性を減殺する目的で行なっており

ます。

ハ　ヘッジ方針

同左

ハ　ヘッジ方針

同左

ニ　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。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計と

ヘッジ手段の相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動の累計を比較し、

その変動額の比率によって有効性

を評価しております。

　ただし、特例処理によっている

スワップについては、有効性の評

価を省略しております。

ニ　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。

(7）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　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

５　中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　中間連結キャッシュ・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。

同左 　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。
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中間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

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

 

─────

 (固定資産の減損に係る会計基準）

 　当中間連結会計期間より、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

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

「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、当中間連結会計期間から「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35,165

千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等

調整前中間純利益が、35,165千円減少してお

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、当連結会計年度から「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算書上の表

示についての実務上の取扱い」（平成16年２

月13日　企業会計基準委員会　実務対応報告

第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び

資本割については、販売費及び一般管理費に

計上しております。

　この結果、販売費及び一般管理費は69,086

千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益が69,086千円減少しており

ます。
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前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

 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

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年３月31日）

前連結会計年度末
（平成17年９月30日）

１　当座貸越契約

　当社グループ（当社及び連結子会社）は、

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。

１　当座貸越契約

　当社グループ（当社及び連結子会社）は、

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。

１　当座貸越契約

　当社グループ（当社及び連結子会社）は、

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 2,530,000千円

借入実行残高 30,000千円

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

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

※１　固定資産売却損の内訳は、次のとおり

であります。

※１　固定資産売却損の内訳は、次のとおり

であります。

※１　固定資産売却損の内訳は、次のとおり

であります。

 

車両 80千円

備品 804千円

計 884千円

 

備品 411千円

  

 

車両 80千円

備品  1,445千円

計 1,525千円

 

※２　固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。

※２　固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。

※２　固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。

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

建物 3,530千円

備品 1,151千円

その他 497千円

原状回復工事 10,112千円

計   15,291 千円

建物 23,326千円

備品 1,569千円

その他 299千円

原状回復工事 25,767千円

計 50,963千円
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前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

※３             ───── ※３　事業再編損失は、平成17年10月12日に

ドリームテクノロジーズ株式会社より

全株式を取得した子会社２社（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－ションズ）に

かかる損失であります。平成17年10月

12日以降、継続して財務内容・収益改

善を目的とする調査を行ってまいりま

した。その結果、以下に掲げる項目に

つき、主に株式取得日以前における修

正事項が発見されたため、これを損失

計上し、整理するものであります。

※３             ─────

 （１） ミリオン株式会社

売上高の修正 △113,825千円

売上原価の修正 585,963千円

貸付金にかかる貸倒

引当金の計上

100,000千円

その他資産・負債等

の修正

△3,997千円

計 568,141千円

 

 （２） 株式会社アイ・ティーマーケティング

ソリューションズ

売上高の修正 514,819千円

売上原価の修正 604,807千円

売掛金にかかる貸倒

引当金の計上 

126,012千円

仕掛品の計上修正  51,650千円

投資有価証券の計上

修正

24,500千円

貸付金にかかる貸倒

引当金の計上 

100,231千円

差入保証金の計上修

正

47,605千円

その他資産・負債等

の修正

56,289千円

訴訟関連費用引当金

の計上

304,322千円

計   1,830,239千円

 

※４            ───── ※４　合併関連費用の内訳は次のとおりであ

ります。

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

※４            ─────

※５            ───── ※５　再就職支援事業閉鎖損失の内訳は次の

とおりであります。

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

※５            ─────
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

（平成17年３月31日）

１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

（平成18年３月31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17年９月30日）

現金及び預金勘定 3,784,116千円

マネー・マネージメン

ト・ファンド
115,343千円

 計 3,899,459千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
46,508千円

現金及び現金同等物 3,852,951千円

現金及び預金勘定 5,227,503千円

マネー・マネージメン

ト・ファンド
    115,359千円

 計 5,342,863千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
157,482千円

現金及び現金同等物 5,185,380千円

現金及び預金勘定 4,286,893千円

マネー・マネージメン

ト・ファンド
115,350千円

 計 4,402,244千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
      55,518千円

現金及び現金同等物 4,346,725千円

２　株式の取得により新たに連結子会社となっ

た会社の資産及び負債の主な内訳

─────

２　株式の取得により新たに連結子会社となっ

た会社の資産及び負債の主な内訳

（１）株式の取得により新たにミリオン㈱

を連結したことに伴う連結開始時の資産

及び負債の内訳並びに株式及び債権の取

得価額と取得のための支出（純額）との

関係は次の通りであります。

流動資産 888,256千円

固定資産 212,623　〃

連結調整勘定 298,773　〃

流動負債 △768,420　〃

固定負債 △631,232　〃

新規連結子会社株式の

取得価額
0　〃

子会社株式の取得に伴

う債権の取得価額
265,200　〃

新規連結子会社の現金

及び現金同等物の残高
12,821　〃

差引：新規連結子会社株式及

び債権の取得による支出
252,378　〃

２　株式の取得により新たに連結子会社となっ

た会社の資産及び負債の主な内訳

─────

（２）株式の取得により新たに㈱アイ・

ティーマーケティングソリューションズ

を連結したことに伴う連結開始時の資産

及び負債の内訳並びに株式及び債権の取

得価額と取得のための支出（純額）との

関係は次の通りであります。

流動資産 1,559,988千円

固定資産 271,348　〃

連結調整勘定 279,575　〃

流動負債 △1,154,399　〃

固定負債 △952,709　〃

新規連結子会社株式の

取得価額
3,803　〃

子会社株式の取得に伴

う債権の取得価額
360,996　〃

新規連結子会社の現金

及び現金同等物の残高
211,563　〃

差引：新規連結子会社株式及

び債権の取得による支出
153,236　〃

３　重要な非資金取引の内容

─────

３　重要な非資金取引の内容

合併によって引き継いだ資産及び負債の内訳

　㈱インテリジェンスが当中間連結会計期

間に合併した㈱インテリジェンスITソリュー

ションズより引き継いだ資産及び負債の主

な内訳は次のとおりであります。

流動資産　　　　　　　　　958,859千円

固定資産　　　　　　　　　　　102　〃

流動負債　　　　　　　　　291,527　〃

３　重要な非資金取引の内容

　          ─────
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

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

累計額相当額および中間期末残高相当額

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

累計額相当額および中間期末残高相当額

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

累計額相当額および期末残高相当額

 

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）

699,755 252,176 447,579

ソフトウェア 91,951 58,249 33,701

合計 791,707 310,426 481,281

 
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）

918,281 358,270 560,011

ソフトウェア 111,628 55,197 56,430

合計 1,029,910 413,467 616,442

 

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）

700,899 305,552 395,346

ソフトウェア 103,997 74,288 29,708

合計 804,896 379,841 425,055

(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 172,884千円

一年超 302,650千円

合計 475,535千円

一年内        210,373千円

一年超      418,112千円

合計        628,486千円

一年内        163,803千円

一年超        270,839千円

合計        434,643千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額および

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額および

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額および

支払利息相当額

支払リース料 109,847千円

減価償却費相当額 104,853千円

支払利息相当額 5,755千円

支払リース料 115,801千円

減価償却費相当額 111,869千円

支払利息相当額      6,429千円

支払リース料     192,854千円

減価償却費相当額 184,298千円

支払利息相当額 10,250千円

(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

配分方法につきましては、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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②　有価証券

１　時価のある有価証券

区分
前中間連結会計期間
（平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（平成18年３月31日）

前連結会計年度
（平成17年９月30日）

その他有価証券
取得原価

（千円）

中間連結貸

借対照表計

上額

（千円）

差額

（千円）

取得原価

（千円）

中間連結貸

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）

株式 8,144 22,472 14,328 8,604 25,662 17,058 8,144 20,604 12,460

計 8,144 22,472 14,328 8,604 25,662 17,058 8,144 20,604 12,460

２　時価評価されていない主な有価証券

区分
前中間連結会計期間
（平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（平成18年３月31日）

前連結会計年度
（平成17年９月30日）

その他有価証券
中間連結貸借対照表計上額

（千円）

中間連結貸借対照表計上額

（千円）

連結貸借対照表計上額

（千円）

非上場株式（店頭売買

株式を除く）
51,803 3,106,608 81,803

優先株式 50,000 50,000 50,000

マネー・マネジメン

ト・ファンド
115,343 115,359 115,350

計 217,146 3,271,967 247,153

③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間（平成16年10月１日～平成17年３月31日）

　金利スワップの特例処理を適用しているため記載を省略しております。

当中間連結会計期間（平成17年10月１日～平成18年３月31日）

金利関連

区分 種類

当中間連結会計期間（平成18年３月31日）

契約額等

（千円）

契約額等のうち一

年超

（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

 市場取引以外の取引
 金利スワップ取引

 変動支払・固定受取
100,000 100,000 △12,021 △12,021

 

 合　　　計

 

100,000 100,000 △12,021 △12,021

 

　注１．時価の算定方法

　　　　取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

　注２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

前連結会計年度（平成16年10月１日～平成17年９月30日）

　金利スワップの特例処理を適用しているため記載を省略しております。
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④　退職給付関係

前中間連結会計期間（平成16年10月１日～平成17年３月31日）

　─────

当中間連結会計期間（平成17年10月１日～平成18年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　連結子会社（ミリオン㈱及び㈱アイ・ティーマーケティングソリューションズ）は、確定給付型の制度として退職一

時金制度を設けております。

２．退職給付債務に関する事項

区分
当中間連結会計期間

（平成18年３月31日）

イ．退職給付債務（千円） 75,617

ロ．年金資産（千円） ―

ハ．退職給付引当金(イーロ)（千円） 75,617

(注）　退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用しております。

 

３．退職給付費用の内訳

区分

当中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日

　　至　平成18年３月31日）

勤務費用（退職給付費用）（千円） 4,191

(注）簡便法を採用しているため、すべて退職給付費用に計上しております。

前連結会計年度（平成16年10月１日～平成17年９月30日）

　─────
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⑤　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成16年10月１日　至　平成17年３月31日）

 
人材紹介事

業
（千円）

一般事務
派遣事業
（千円）

プロフェッ
ショナル
サービス事
業（千円）

アルバイト
情報
「OPPO」
事業

（千円）

製造派遣・
請負事業

（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高          

(1）外部顧客に対す

る売上高
4,030,670 6,935,815 2,997,565 1,105,221 2,948,089 108,421 18,125,784 － 18,125,784

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

36,318 5,711 15,449 － － 5,100 62,579 (62,579) －

計 4,066,989 6,941,527 3,013,014 1,105,221 2,948,089 113,521 18,188,364 (62,579) 18,125,784

営業費用 2,521,517 6,767,118 2,696,542 791,915 2,851,187 230,481 15,858,763 1,118,961 16,977,724

営業利益（又は営業

損失）
1,545,471 174,408 316,471 313,306 96,901 (116,960) 2,329,601 (1,181,541) 1,148,059

　（注）１　事業区分は、内部管理上採用している区分に事業の種類・性質の類似性を考慮して行っております。

２　各事業の主な事業

(1）人材紹介事業…人材紹介事業

(2）一般事務派遣事業…一般事務派遣事業

(3）プロフェッショナルサービス事業…エンジニア派遣事業、テクニカルアウトソーシング事業

(4）アルバイト情報「OPPO」事業…アルバイト情報「OPPO」事業

(5）製造派遣・請負事業…製造派遣・請負事業

(6）その他事業…再就職支援事業、HRコンサルティング事業

３　配賦不能営業費用は、親会社本社の管理部門にかかる費用であり、1,167,813千円であります。

４　事業名称の変更について

平成16年10月1日より「製造請負・派遣事業」を「製造派遣・請負事業」に事業区分の名称を改称しておりま

す。
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当中間連結会計期間（自　平成17年10月１日　至　平成18年３月31日）

人材紹介事業
（千円）

派遣・アウトソー
シング事業

（千円）

メディア事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社

（千円）
連結

（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
5,515,315 17,003,321 2,217,204 24,735,841 － 24,735,841

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

16,996 7,513 2,880 27,389 (27,389) －

計 5,532,312 17,010,834 2,220,084 24,763,231 (27,389) 24,735,841

営業費用 3,176,972 16,262,382 1,662,849 21,102,204 2,037,369 23,139,574

営業利益（又は営業損

失）
2,355,339 748,452 557,235 3,661,026 (2,064,759) 1,596,267

　（注）　１　事業区分は、内部管理上採用している区分に事業の種類・性質の類似性を考慮して行っております。

２　各事業の主な事業

(1）人材紹介事業…人材紹介事業、再就職支援事業、HRコンサルティング事業

(2）派遣・アウトソーシング事業…事務派遣事業、ITソリューション事業、製造派遣事業

(3）メディア事業…アルバイト情報「OPPO」事業、転職サイト事業

３　配賦不能営業費用は、親会社本社の管理部門にかかる費用であり、2,058,061千円であります。

４　事業区分の変更及び事業名称の変更について

　当グループの企業集団は、2005年10月より上記１のとおりセグメント及び事業名称を一部変更して事業

展開しております。

　なお、当中間連結会計期間と同様の区分によった場合の、前中間連結会計期間の事業の種類別セグメン

ト情報は以下のとおりです。

前中間連結会計期間（自　平成16年10月１日　至　平成17年３月31日）

人材紹介事業
（千円）

派遣・アウトソー
シング事業

（千円）

メディア事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社

（千円）
連結

（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
4,139,092 12,881,470 1,105,221 18,125,784 － 18,125,784

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

36,318 18,013 － 54,332 (54,332) －

計 4,175,411 12,899,484 1,105,221 18,180,117 (54,332) 18,125,784

営業費用 2,746,899 12,311,701 791,915 15,850,516 1,127,208 16,977,724

営業利益（又は営業損

失）
1,428,511 587,782 313,306 2,329,601 (1,181,541) 1,148,059
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前連結会計年度（自　平成16年10月１日　至　平成17年９月30日）

人材紹介事
業
（千円）

一般事務派
遣事業
（千円）

プロフェッ
ショナル
サービス事
業
（千円）

アルバイト
情報
「OPPO」
事業
（千円）

製造派遣・
請負事業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
9,388,631 14,212,695 6,325,421 2,355,195 5,986,773 267,525 38,536,243  38,536,243

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

63,925 10,424 35,769 420 ─ 10,200 120,738 (120,738)  ─ 

計 9,452,557 14,223,119 6,361,190 2,355,615 5,986,773 277,725 38,656,982 (120,738) 38,536,243

営業費用 5,585,262 13,865,810 5,711,594 1,921,659 5,876,313 375,161 33,335,802 2,582,159 35,917,962

営業利益（又は営業損

失）
3,867,295 357,309 649,596 433,955 110,459 (97,436) 5,321,179 (2,702,898) 2,618,280

　（注）　１　事業区分は、内部管理上採用している区分に事業の種類・性質の類似性を考慮して行っております。

２　各事業の主な事業

(1）人材紹介事業…人材紹介事業

(2）一般事務派遣事業…一般事務派遣事業

(3）プロフェッショナルサービス事業…エンジニア派遣事業、テクニカルアウトソーシング事業

(4）アルバイト情報「OPPO」事業…アルバイト情報「OPPO」事業

(5）製造派遣・請負事業…製造派遣・請負事業

(6）その他事業…再就職支援事業、HRコンサルティング事業

３　配賦不能営業費用は、親会社本社の管理部門にかかる費用であり、2,671,602千円であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、その記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

　連結売上高の中に、海外における売上高は含まれないため、その記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

１株当たり純資産額 32,443.11円

１株当たり中間純利益 2,784.35円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
2,726.53円

１株当たり純資産額 28,063.03円

１株当たり中間純損失

（△）
△7,355.50円

潜在株式調整後１株当

たり中間純損失（△）
△7,168.39円

１株当たり純資産額 36,335.23円

１株当たり当期純利益 6,633.45円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
6,472.34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株の割合で

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。

（前中間連結会計期間）

１株当たり純資産額　 30,001.34円

１株当たり中間純利益　1,553.11円

潜在株式調整後

１株当たり中間純利益  1,516.80円

   

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日)

前連結会計年度
(自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日)

１株当たり中間（当期）純利益

中間（当期）純利益又は、中間純損失

（△）
651,247千円 △1,741,560千円        1,557,335千円

普通株主に帰属しない金額 ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利益又

は、中間純損失（△）
651,247千円 △1,741,560千円      1,5557,335千円

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）

前中間連結会計期間

（自　平成16年10月１日

至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日

至　平成18年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

 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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前中間連結会計期間

（自　平成16年10月１日

至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日

至　平成18年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

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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前中間連結会計期間

（自　平成16年10月１日

至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日

至　平成18年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

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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会社概要

（2006年３月31日現在）

■商号 株式会社インテリジェンス

■英文名 INTELLIGENCE, LTD.

■本社所在地 〒100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号　丸の内ビルディング27Ｆ・28Ｆ

TEL：03-6213-9052　URL：http://www.inte.co.jp/corporate/ir/

e-mail：ir@inte.co.jp

■設立 1989年６月15日

■資本金 2,043百万円（2006年４月30日現在）

■従業員数 単体従業員数　1,807名　　連結従業員数　1,403名

■事業内容（単体） 人材紹介事業　　　　　　　　（民営職業紹介事業：厚生労働大臣許可　13-

ユ-010817）

再就職支援事業　　　　　　　（民営職業紹介事業：許可番号　13-ユ-010817）

HRコンサルティング事業　　　（人事制度・組織改革等のコンサルティング事業）

事務派遣事業　　　　　　　　（一般労働者派遣事業：許可番号　般13-010496）

ITソリューション事業　　　　（テクニカルアウトソーシング・エンジニアの派遣事

業：許可番号　般13-080197）

製造派遣事業　　　　　　　　（工場ラインの請負・製造業への派遣事業：許可番号

　般13-010496）

アルバイト情報「OPPO」事業　（アルバイトの求人情報サービス事業）

転職サイト事業　　　　　　　（正社員の求人情報サービス事業）

■事業内容（グループ会社） 人材紹介事業

ITソリューション事業

㈱クリーデンス、㈱サイト・フライト

ミリオン㈱、㈱アイ・ティーマーケティングソ

リューションズ

■加盟協会 民営人材紹介事業協議会、日本人材派遣協会、日本人材紹介事業協会、再就職支援協

議会、AOCFI（世界アウトプレースメント協会）、全国求人情報協会

■拠点 丸の内本社、札幌支店、東北支社、新宿支社、立川支店、横浜支店、関東支社、中部

支社、関西支社、広島支店、福岡支店、赤坂支社、大手町オフィス（2006年４月30日

現在）

■取引銀行 みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行

■役員 代表取締役社長　兼　代表執行役員　　　　　鎌田　和彦

取締役会長　　　　　　　　　　　　　　　　宇野　康秀

常務取締役　　　兼　上級執行役員　　　　　高橋　広敏

上級執行役員　古市　知元　　上級執行役員　江田　通充

執行役員　　　森永　晃夫　　執行役員　　　田中　宏彰

執行役員　　　峯尾　太郎　　執行役員　　　山崎　高之

執行役員　　　若山　幸司

常勤監査役　　小原　翔　　　監査役　　芹澤　繁

監査役　　　　戸田　秀明

■監査法人 監査法人トーマツ
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株式情報

（2005年９月30日現在）

■株式売買市場 JASDAQ市場

■証券銘柄コード 4757

■株式上場日 2000年４月26日

■株式売買単位 １株単位

■株主数 6,748名

■株式分割状況 2000年８月17日付　１：２　　2004年３月５日付　１：４

2001年８月17日付　１：２　　2004年７月20日付　１：２

■配当金支払状況 2001年９月期　１株あたり2,500円　　2003年９月期　１株あたり5,000円

2002年９月期　１株あたり2,500円　　2004年９月期　１株あたり1,250円

2005年９月期　１株あたり1,500円

■発行済株式総数 251,480株（2006年４月30日現在）

■大株主 宇野　康秀

鎌田　和彦

日本マスタートラスト信

託銀行㈱

㈱インテリジェンス

日本トラスティ・サービ

ス信託銀行㈱

武林　聡

83,232株　（33.11％）

15,856株　 （6.31％）

14,085株　 （5.60％）

 

13,808株　 （5.49％）

  8,783株　 （3.49％）

 

  8,004株　 （3.18％）

■株式保有状況 役員持株比率

個人株比率

特定株比率※１

浮動株比率※２

金融機関比率

国内法人持株比率

外国人持株比率※３

40.05％

63.63％

58.96％

11.03％

13.37％

0.29％

16.45％

※１）上位10名＋役員分　自己名義株式は除く

※２）50株未満保有株主分

※３）外国居住株主分

■名義書換代理人 みずほ信託銀行株式会社

関係会社の状況

（2006年３月31日現在）

名称
（連結子会社）

本店
所在地

資本金
（千円）

主要な事業の内
容（注）１

議決権の所有（被所有）割
合

関係内容
所有割合
（％）

被所有割合
（％）

㈱サイト・フライト
東京都

港区
80,000 人材紹介事業 100.0 － 役員の兼任１名

㈱クリーデンス
東京都

港区
60,000 人材紹介事業 70.0 － 役員の兼任１名

ミリオン㈱
東京都

品川区
200,000

ITソリューショ

ン事業
100.0 － 役員の兼任２名

㈱アイ・ティーマーケ

ティングソリューショ

ンズ

東京都

渋谷区
290,000

ITソリューショ

ン事業
100.0 － 役員の兼任２名

　（注）１．主要な事業の内容欄には、事業の概要を記載しております。

２．以上の会社はいずれも有価証券届出書または有価証券報告書を提出しておりません。

－ 66 －



1/3 

 
 
 
 

2006 年５月 17 日  

■2006 年９月期中間期業績のお知らせ 

 

収益性向上から規模拡大への戦略転換は順調に推移 

売上高は対前年 36％成長、営業利益は対前年 39％成長の 1,596 百万円 

 

2006 年９月期中間期（2005 年 10 月１日から 2006 年３月 31 日まで）のインテリジェンスグループ全体の経営状況を表す

連結業績が確定しましたのでお知らせいたします。 

◆ 

【業績ハイライト】 

・対前年同期比で売上高は 36.5％成長の 24,735 百万円、営業利益は 39.0％成長の 1,596 百万円、経常利

益は 34.0％成長の 1,519 百万円、中間純利益は 2,392 百万円減少の△1,741 百万円となりました。 

・人材紹介事業：対前年同期比で売上高は 32.5％成長の 5,532 百万円、営業利益は 64.9％成長の 2,355 百

万円となりました。 

・派遣・アウトソーシング事業：対前年同期比で売上高は 31.9％成長の 17,010 百万円、営業利益は 27.3％

成長の 748 百万円となりました。 

・メディア事業：対前年同期比で売上高は 100.9％成長の 2,220 百万円、営業利益は 77.9％成長の 557 百

万円となりました。 

 

■連結業績実績の対前年同期比 

   （単位：百万円）

2005 年９月期 2006 年９月期

  中間期 中間期 
増減率 

売上高 18,125 24,735 36.5%

営業利益 1,148 1,596 39.0%

経常利益 1,134 1,519 34.0%

中間（当期）純利益又は、 

中間純損失（△） 651 △1,741 -

株 式 会 社 イ ン テ リ ジ ェ ン ス 

〒100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号  

丸 の 内 ビ ル デ ィ ン グ 2 7階 ・ 2 8階 

URL：http://www.inte.co.jp/corporate/ir/   
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■2006 年９月期四半期ごとの業績推移 

          （単位：百万円）

売上高 

  第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合計 

2004 年９月期 7,582 8,470 8,486 9,042 33,582

2005 年９月期 8,640 9,484 9,877 10,532 38,536

2006 年９月期 12,015 12,720          -          - 24,735

対前年増減率 39.1%           34.1%          -          -  

          （単位：百万円）

営業利益 

  第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合計 

2004 年９月期 316 539 460 813 2,129

2005 年９月期 369 778 487 982 2,618

2006 年９月期 595           1,000          -          - 1,596

対前年増減率 61.3%       28.5%          -          -  

 

【2006 年９月期中間期の連結業績に関するコメント】 

            （代表取締役社長：鎌田 和彦） 

 

当期のインテリジェンスグループは規模拡大へと大きく戦略転換する年と位置付けております。第１四

半期に引き続き当中間期も順当に業績は推移しました。売上高で対前年同期比 36.5％成長と過去最高の売

上高実績となりました。営業利益は、高収益な人材紹介事業の売上高 32.5％成長及びメディア事業の売上

高 100.9％成長が規模拡大の投資コストを吸収し、対前年同期比で 39.0％成長となり、過去最高の営業利

益となりました。一方で、当期純利益は 2005 年 10 月 12 日に買収した子会社２社の事業整理損等により

2,598 百万円の特別損失を計上したことにより、前年同期比で 2,392 百万円減の△1,741 百万円の損失とな

りました。 

 

■利益還元に関して 

決算短信資料 P.６をご参照下さい。 

 

■事業ごとの概況 

人材紹介事業、派遣・アウトソーシング事業、メディア事業に関しては、決算短信資料 P.11～15 をご参

照下さい。 

 

■キャッシュ・フローの状況 

決算短信資料 P.16 をご参照下さい。 
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【2006 年９月期の連結業績予想と進捗状況】 

（代表取締役社長：鎌田 和彦） 

 

当中間期はインテリジェンスグループ全体で順調な実績となりましたが、2006 年７月１日を期日とする

株式会社学生援護会との合併による経営統合に伴う一時的な業績への影響を勘案し、通期業績予想は据え

置きとしています。本経営統合を円滑に進めることで前年を大きく上回る利益確保を計画しています。な

お、株式会社学生援護会との合併は、2006 年５月 26 日開催予定の両社臨時株主総会における承認を条件

としています。 

 

当社は適時・迅速・公平に業績状況を開示するべく、事業別売上高の月次開示と業績の四半期開示を行

っています。従いまして、月次開示内容及び四半期業績によって当社業績の進捗状況をよくご確認頂きた

いと考えております。 

 

■2006 年９月期の連結業績予想と進捗状況（2005 年 10 月１日～2006 年９月 30 日） 

     （単位：百万円）

2006 年９月期 2006 年９月期 2006 年９月期 

  中間期実績 中間期業績予想
達成率 

通期業績予想 
進捗率 

売上高 24,735 24,400 101.4% 60,400 41.0%

営業利益 1,596 1,300 122.8% 4,110 38.8%

経常利益 1,519 1,150 132.1% 3,700 41.1%

中間（当期）純利益又は、

中間純損失（△） △1,741 △2,000 ‐ △530 ‐

 

 

※注意事項 

 本資料に掲載されている、当グループの現在の計画、見通し、戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績な

どに関する見通しです。実際の業績は、リスクや不確定な要因により、これら見通しとは大きく異なる結果となりうること

をご承知ください。実際の業績に影響を与えうる要因には、当グループの事業領域を取り巻く経済情勢、サービスに対する

需要動向、競争激化による価格下落圧力などがあります。なお、業績に影響を与えうる要因はこれらに限定されるものでは

ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

■本件に関するお問い合わせ先 

 

株式会社インテリジェンス  経営企画部 マネジャー 黒須 徹弥 

〒100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 丸の内ビルディング27階・28階 

TEL:03-6213-9052 FAX:03-6213-9051 

e-mail：ir@inte.co.jp 

URL：http://www.inte.co.jp/corporate/ir/ 



■添付資料　人材紹介事業

■事業グラフ（連結）

■転職サポート人数推移 ■期中平均コンサルタント人数推移 ■コンサルタント1人当たり転職サポート人数推移

04/9 05/9 06/3 04/9 05/9 06/3 04/9 05/9 06/3
転職サポート人数（人） 期中平均コンサルタント人数（人） コンサルタント1人当たり転職サポート人数（人）
グループ合計 ※1 4,869 6,959 4,064 グループ合計 131 153 181 グループ合計 ※1 37.2 45.6 22.4
※1：通期の累計実績です。

■クライアント推移（単体）

■業種別

■内資/外資別

■上場/未上場別

※当該期間中の社数、売上高ともに全取引クライアントから算出したものです。
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