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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   （注）記載金額は百万円未満を切り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 2,206 (△7.6) △305 (　―　) △332  (　―　)

17年３月中間期 2,388 (△10.5) △217 (　―　) △236 (　―　)

17年９月期 6,645 141 167

 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 676  (　―　) 9,021 29

17年３月中間期 △45 (　―　) △953 21

17年９月期 △4,436 △76,928 59

(注) ①期中平均株式数 18年３月中間期 75,041株 17年３月中間期 47,772株 17年９月期 57,666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

(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 0 00 　　　　――――――

17年３月中間期 0 00 　　　　――――――

17年９月期 　　　　――――――    

(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 3,755 3,266 87.0 41,540 48

17年３月中間期 6,754 5,970 88.4 88,780 98

17年９月期 3,141 1,598 50.9 23,654 93

(注) ①期末発行済株式数 18年３月中間期 78,622株 17年３月中間期 67,249株 17年９月期 67,580株

 ②期末自己株式数 18年３月中間期 2,301株 17年３月中間期 2,301株 17年９月期 2,301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株当たり年間配当金

期末  

  百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通　期 4,550  △540  420  0 00 0 00

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 5,341円96銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．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）

前事業年度の要約貸借対照表
（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 ※２ 1,113,070 2,261,692 1,248,528

２．売掛金 820,931 595,270 830,752

３．たな卸資産 1,705 8,549 4,538

４．短期貸付金 791,997 193,637 262,036

５．その他 51,135 160,296 115,827

貸倒引当金 △17,996 △114,023 △156,195

流動資産合計 2,760,843 40.9 3,105,422 82.7 2,305,487 73.4

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１ 94,845 21,596 86,081

２．無形固定資産

(1）ソフトウェア 215,804 ― 77,554

(2）ソフトウェア仮
勘定

― 11,935 ―

(3) その他 23,725 17,397 20,703

計 239,530 29,333 98,257

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 410,411 177,232 435,435

(2) 関係会社株式 277,916 158,307 58,307

(3）関係会社出資金 ― 18,000 9,000

(4）長期貸付金 2,821,929 2,100,000 3,150,000

(5）破産更生債権等 ― 1,038,487 1,027,640

(6）その他 168,086 146,245 148,525

貸倒引当金 △18,985 △3,038,875 △4,027,458

投資損失引当金 ― ― △150,000

計 3,659,358 599,398 651,450

固定資産合計 3,993,734 59.1 650,329 17.3 835,788 26.6

資産合計 6,754,578 100.0 3,755,752 100.0 3,141,276 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 69,066 10,500 103,376

２．短期借入金 ※２ ― ― 800,000

３．１年以内償還予定
社債

60,000 60,000 60,000

４．１年以内返済予定
長期借入金

※２ 121,372 ― 10,100

５. 賞与引当金 37,522 43,300 46,084

６. 未払金 121,897 79,731 144,871

７．未払法人税等 25,689 39,055 59,216

８．未払消費税等 ※３ 50,806 47,227 91,596

９．その他 93,451 110,558 102,774

流動負債合計 579,806 8.6 390,374 10.4 1,418,019 45.1

Ⅱ　固定負債

１. 社債 150,000 90,000 120,000

２. 長期借入金 ※２ 30,822 ― ―

３．繰延税金負債 22,930 303 4,013

４．その他 506 9,042 621

固定負債合計 204,259 3.0 99,345 2.6 124,635 4.0

負債合計 784,066 11.6 489,719 13.0 1,542,654 49.1
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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）

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 4,047,248 60.0 4,570,789 121.7 4,070,476 129.6

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 3,965,648 1,538,759 1,038,277

２．その他資本剰余金 ― 1,279,580 1,279,580

資本剰余金計 3,965,648 58.7 2,818,340 75.0 2,317,857 73.8

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 700 700 700

２．中間（当期）未処
理損失

1,716,556 3,759,238 4,436,207

利益剰余金計 △1,715,856 △25.4 △3,758,538 △100.1 △4,435,507 △141.2

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

33,548 0.4 △4,481 △0.0 5,872 0.2

Ⅴ　自己株式 △360,077 △5.3 △360,077 △9.6 △360,077 △11.5

資本合計 5,970,511 88.4 3,266,032 87.0 1,598,621 50.9

負債及び資本合計 6,754,578 100.0 3,755,752 100.0 3,141,276 100.0
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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）

前事業年度の要約損益計算書
（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 2,388,945 100.0 2,206,606 100.0 6,645,710 100.0

Ⅱ　売上原価 1,812,208 75.9 1,652,402 74.9 4,782,633 72.0

売上総利益 576,737 24.1 554,204 25.1 1,863,077 28.0

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

794,353 33.2 859,862 39.0 1,721,334 25.9

営業利益又は営業損失

（△）
△217,616 △9.1 △305,657 △13.9 141,742 2.1

Ⅳ　営業外収益 ※１ 9,152 0.4 11,205 0.5 63,052 0.9

Ⅴ　営業外費用 ※２ 28,032 1.2 38,427 1.7 37,268 0.5

経常利益又は経常損失

（△）
△236,495 △9.9 △332,879 △15.1 167,526 2.5

Ⅵ　特別利益 ※３ 436,390 18.3 1,222,733 55.4 299,431 4.5

Ⅶ　特別損失 ※4,5 227,032 9.5 185,207 8.4 4,867,584 73.2

税引前中間（当期）純利

益(△損失)
△27,137 △1.1 704,646 31.9 △4,400,626 △66.2

法人税、住民税及
び事業税

18,399 0.8 27,676 1.2 35,581 0.6

中間（当期）純利
益(△損失)

△45,537 △1.9 676,969 30.7 △4,436,207 △66.8

前期繰越損失 1,671,018 4,436,207 1,671,018

資本準備金減少に
よる欠損てん補 

― ― 1,671,018

中間（当期）未処
理損失

1,716,556 3,759,238 4,436,207
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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）

 ──────   当社は、前事業年度において、4,436,207千

円の当期純損失を計上しました。また、当中

間会計期間においては、最終的に中間純利益

676,969千円を計上したものの、営業損失とし

て305,657千円、経常損失として332,879千円

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、「財務体

質の再強化」と「顧客構成の割合の見直しと

再構築による売上・利益の回復」に取り組ん

でおります。

 「財務体質の再強化」については、平成17年

11月の総額1,000百万円の円建転換社債型新株

予約権付社債の発行及び全額の株式転換完了、

平成18年３月に決議した第三者割当による新

株式及び新株予約権の発行（同年４月、新株

式199百万円、新株予約権4百万円共払込を完

了）を通じて、安定的経営のベースとなる財

務基盤の確保をほぼ達成することができまし

た。

 「顧客構成の割合の見直しと再構築による売

上・利益の回復」については、平成電電㈱に

傾斜配分されていた経営資源の再配分を急ピッ

チで進めており、損益の改善を図っておりま

す。また、“製品群の峻別”及び“不採算事

業の再編”により、「全事業部門における営

業利益黒字化を来期初頭より実現する」こと

を必達の課題として、「事業再編」と「コス

ト構造改革（追加的コスト削減）」の二面か

ら、具体的施策の実行による早期の効果発現

を目指しております。

 

  以上の「財務体質の再強化」及び「顧客構

成の割合の見直しと再構築による売上・利益

の回復」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。

 

 　当社は平成17年2月に平成電電㈱との間で

包括的資本業務提携の基本合意を締結し、こ

れに基づき㈱ヒューマンアウトソーシング（当

社の連結子会社）は平成17年3月に平成電電㈱

からカスタマーサービス業務に関する営業譲

渡（譲渡価格3,000,000千円）を受けるととも

に５年間の独占的業務委託契約を締結しまし

た。本提携により当下半期以降当社業績に売

上成長及び利益回復の両面から多大に寄与す

ることが見込まれておりました。

　しかしながら、平成17年10月3日、平成電電

㈱は東京地方裁判所に民事再生手続開始の申

立てを行い、10月21日付で㈱ヒューマンアウ

トソーシングに対し業務委託契約の解除通告

を行いました。

　このため当社は、平成電電㈱の民事再生手

続開始の申立てに起因する特別損失4,168,024

千円を計上し、当期業績において最終的に

4,436,207千円の当期純損失を計上しました。

その結果、資本の部における利益剰余金は

△4,435,507千円となり、大幅な毀損が生じて

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、当社は主として財

務体質の安定的回復と強化を早急にはかるべ

く、平成17年11月９日開催の取締役会におい

て海外投資家を割当先とする総額1,000,000千

円の円建転換社債型新株予約権付社債の発行

を決議しました。なお、払込期日平成17年11

月25日までに、全額の払込が完了しておりま

す。

　財務体質面における強化をはかる一方で、

来期以降において積極的な新規支店の開設と

共に大口顧客プロジェクトの受注活動の推進、

既存顧客対応強化を中心とした受注活動の展

開、募集費等を中心とした全体コスト削減等

の、売上及び利益創出額の増大を進める経営

計画を策定しました。

　以上の財務体質の安定的回復及び営業戦略

の推進により、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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中間財務諸表作成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

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券

  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

  子会社株式

同左

  子会社株式及び関連会社株式

同左

  その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に

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）

  その他有価証券

時価のあるもの

同左

  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

　移動平均法に基づく原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ

    原則として時価法 　　時価法 　　原則として時価法

(3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産

   イ）仕掛品

 　個別法に基づく原価法

  イ）仕掛品

同左

  イ）仕掛品

同左

   ロ）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

  ロ）貯蔵品

同左

  ロ）貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　定率法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

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。

(2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産

イ）市場販売目的のソフトウェア

　見込販売数量に基づく償却額

と販売有効期間（３年）に基づ

く均等償却とを比較し、いずれ

か大きい金額を計上しておりま

す。

イ）　

──────

 

イ）市場販売目的のソフトウェア

　見込販売数量に基づく償却額

と販売有効期間（３年）に基づ

く均等償却とを比較し、いずれ

か大きい金額を計上しておりま

す。

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

──────

ロ）自社利用のソフトウェア

同左

ハ）営業権

 ５年による定額法を採用して

おります。

ハ）営業権

同左

ハ）営業権

同左

３．繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

(2) 

──────

(1) 新株発行費

同左

 

(2) 社債発行費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

(1) 新株発行費

同左

 

(2) 

──────
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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）

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (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。

同左 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中間会計期間に

負担すべき金額を計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(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。

　前期まで、支給見込額のうち事業

年度に負担すべき金額を未払費用と

して計上しておりましたが、当期よ

り従業員賞与の支給対象期間を変更

したため、支給見込額のうち当期に

負担すべき金額を賞与引当金として

計上しております。なお、前期末の

未払費用としての計上額は、42,699

千円であります。　

(3)

──────

(3)

──────

(3) 投資損失引当金

　投資先の株式等に対する投資損失

に備えるため、当該会社の財政状態

を勘案して必要額を計上しておりま

す。

　なお、当期において、投資先の株

式等に対する投資損失に備える必要

が生じたため、当該会社の財政状態

を勘案して必要額を計上しておりま

す。

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンスリース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

同左 同左

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップのうち、特例処理の

要件を満たしているものについては、

特例処理を採用しております。

 

──────

(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…借入金の利息

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

ヘッジ対象…同左

(3）ヘッジの方針 (3）ヘッジの方針

　支払利息の変動金利リスクを回

避し、支払利息のキャッシュフ

ローを固定化する目的で金利ス

ワップ取引を行っております。

同左

(4）ヘッジの有効性評価方法 (4）ヘッジの有効性評価方法

　金利スワップの特例処理の要件

を満たしているため、有効性の評

価を省略しております。

 ヘッジ手段とヘッジ対象額につい

て、それぞれの既に経過した期間に

おけるキャッシュ・フロー累計額を

比較して有効性の判断を行っており

ます。

なお当事業年度末において、ヘッジ

対象の借入金はありません。

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
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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。これにより税引前中間純利

益は159,504千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後

の中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額

から直接控除しております。 

 ──────
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表示方法の変更

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）

（中間貸借対照表）

　前中間会計期間まで流動資産の「その他」に含めて表示しておりま

した「短期貸付金」は、当中間会計期間より資産総額の100分の５を

超えたため区分掲記いたしました。なお、前中間会計期間における流

動資産「その他」に含まれている「短期貸付金」は、6,268千円であ

ります。

（中間貸借対照表）

　前中間会計期間まで投資その他の資産の「その他」に含めて表示し

ておりました「破産更生債権等」は、重要性が増したため当中間会計

期間より区分掲記いたしました。なお、前中間会計期間における投資

その他の資産の「その他」に含まれている「破産更生債権等」は、

18,985千円であります。 

　前中間会計期間まで投資その他の資産の「投資有価証券」に含めて

表示しておりました「関係会社株式」は、重要性が増したため当中間

会計期間より区分掲記いたしました。なお、前中間会計期間における

「投資有価証券」に含まれている「関係会社株式」は、393,477千円

であります。

　

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）

（賞与引当金）

　当社は、当事業年度より従業員賞与の支給

対象期間を以下のとおり変更いたしました。

　変更前　10月１日～３月31日→６月支給

　　　　　４月１日～９月30日→12月支給

　変更後　12月１日～５月31日→６月支給

　　　　　６月１日～11月30日→12月支給

　この結果、６月支給見込分のうち当中間会

計期間に帰属する従業員賞与を賞与引当金と

して計上しております。この変更による損益

への影響はありません。

 

（不適当な合併等による猶予期間について）

 当社は平成15年３月１日付で㈱トラストワー

クと合併しましたが、㈱大阪証券取引所から、

当社は実質的な存続会社ではなく「不適当な

合併等」に該当するため、猶予期間銘柄に割

り当てられております。当社は現在、同取引

所に対して猶予期間解除申請を行っており、

適合審査中です。猶予期間満了の平成18年９

月30日までに上場審査基準に準じた基準に適

合しない場合、監理ポストないし整理ポスト

に割り当てられ、上場廃止となるおそれがあ

ります。 

（不適当な合併等による猶予期間について）

 同左

 ──────  ────── （外形標準課税） 

「地方税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

が、23,669千円増加し、営業利益、経常利益

が同額減少し、税引前当期純損失が同額増加

しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年３月31日現在）

当中間会計期間末
（平成18年３月31日現在）

前事業年度
（平成17年９月30日現在）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

89,483千円 100,097千円 86,081千円

※２　担保差入資産 ※２　担保差入資産 ※２　担保差入資産

現金及び預金 59,675千円

　計 59,675千円

現金及び預金 59,686千円

　計 59,686千円

現金及び預金 59,678千円

　計 59,678千円

上記に対する債務 上記に対する債務           ― 上記に対する債務

短期借入金 ―千円

１年以内返済予定長

期借入金
102,132千円

長期借入金 26,680千円

　計 128,812千円

 短期借入金 ―千円

１年以内返済予定長

期借入金
10,100千円

長期借入金 ―千円

　計 10,100千円

※３　消費税等の取扱い ※３　消費税等の取扱い ※３　

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債の未払消費税等として

表示しております。

同左 ──────

 

 当中間期中の発行済株式数の増加  

発行年月日 発行形態 発行株式数（株） 発行価格（円） 資本組入額（円）

平成17年11月30日 転換社債の転換 11,032 1,000,000,000 499,915,080

平成18年１月31日 新株予約権の行使 10 795,000 397,500
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（中間損益計算書関係）

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　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 2,432千円

受取手数料 3,000千円

保険解約益 923千円

受取利息 2,512千円

受取手数料 6,971千円

受取利息 36,348千円

受取手数料 18,360千円

保険解約益 4,123千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 4,313千円

新株発行費 20,320千円

支払手数料 1,466千円

支払利息 3,304千円

新株発行費 5,332千円

社債発行費 26,745千円

支払利息 8,027千円

新株発行費 21,404千円

支払手数料 2,452千円

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却益 275,699千円

貸倒引当金戻入益 160,630千円

投資有価証券売却益 32,196千円

関係会社株式売却益 9,782千円

貸倒引当金戻入益 1,030,754千円

投資損失引当金戻入益 150,000千円

 なお、貸倒引当金戻入益のうち999,430

千円は、関係会社に対する債権回収によるも

のであります。

投資有価証券売却益 299,431千円

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

投資有価証券評価損 23,765千円

関係会社株式評価損 135,798千円

投資有価証券売却損 21,468千円

建設協力金償却 46,000千円

投資有価証券評価損 14,499千円

関係会社出資金評価損 5,999千円

投資有価証券売却損 5,203千円

減損損失 159,504千円

投資有価証券評価損 77,188千円

関係会社株式評価損 357,748千円

投資有価証券売却損 49,734千円

建設協力金償却 64,381千円

投資損失引当金繰入額 150,000千円

貸倒引当金繰入額 3,986,041千円

※５　 ※５　特別損失のうち主要なもの ※５

 ──────   当社は、当中間会計期間において以下のと

おり減損損失を認識しました。 

（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
金額

（千円）

札幌市

中央区

他

ＩＴセキュ

リティ事業

開発用設備

工具器具備品

ソフトウェア

商標権

793

20,041

292

 小計 21,128

東京都

新宿区

他

セールスア

ウトソーシ

ング事業営

業用備品等

建物附属設備

工具器具備品

ソフトウェア

18,631

18,671

36,525

 小計 73,828

札幌市

中央区

他

共用資産管

理用設備他

建物附属設備

工具器具備品

ソフトウェア

リース資産

9,838

13,090

19,257

22,362

 小計 64,548

   合計 159,504

（資産のグルーピングの方法）         

  当社は、製品やサービスの性質、市場の類

似性等を勘案し、事業の種類別セグメントを

基礎として、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、共用資産の各別に資産のグルー

ピングを行っております。 

 ──────
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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）

 ──────

 

（減損損失の認識に至った経緯）         

  当社は、平成17年10月３日に平成電電㈱の

民事再生手続開始の申立てがあったことによ

り、前事業年度において大幅な当期純損失を

計上しました。当中間会計期間においても、

当社の資産が使用されている事業に関連して、

経営環境の悪化が未だ一部継続しており、当

社の資産に減損が生じている可能性が存在し

ておりました。       

  当社は、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、前者が後者を下回る資産グルー

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によ

り測定しております。

　償却性資産については、減価償却計算に用

いられる税法規程等に基づく残存価額を正味

売却価額として算定しております。

 ──────

 

　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額

有形固定資産 11,054千円

無形固定資産 57,818千円

有形固定資産 13,391千円

無形固定資産 21,611千円

有形固定資産 26,596千円

無形固定資産 109,109千円
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リース取引関係

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・

リース取引に係る注記

　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・

リース取引に係る注記

　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・

リース取引に係る注記

①　リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額

（単位：千円）

取得価

額相当

額

減価償

却累計

額相当

額

中間期末

残高相当

額

工具器具備

品
82,804 47,809 34,995

ソフトウェ

ア
5,467 3,006 2,460

合計 88,271 50,816 37,455

（単位：千円）

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

中間期末

残高相当

額

工具器具備

品
42,884 23,983 18,543 357

ソフトウェ

ア
15,311 11,319 3,818 172

合計 58,195 35,302 22,362 530

（単位：千円）

取得価

額相当

額

減価償

却累計

額相当

額

期末

残高相当

額

工具器具備

品
45,992 22,070 23,921

ソフトウェ

ア
15,311 9,788 5,522

合計 61,303 31,858 29,444

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等 ②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 14,702千円

１年超 23,643千円

合計 38,346千円

１年内 13,012千円

１年超 10,630千円

合計 23,643千円

リース資産減損勘
定の残高 

22,362千円 

１年内 13,194千円

１年超 17,071千円

合計 30,265千円

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、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

③　支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

支払リース料 10,236千円

減価償却費相当額 9,613千円

支払利息相当額 576千円

支払リース料 6,981千円

リース資産減損勘定
の取崩額 

―千円 

減価償却費相当額 6,552千円

支払利息相当額 429千円

減損損失 22,362千円 

支払リース料 16,377千円

減価償却費相当額 15,350千円

支払利息相当額 1,025千円

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

有価証券関係

前中間会計期間（平成17年３月31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。

当中間会計期間（平成18年３月31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。

前事業年度（平成17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。

（１株当たり情報）

　１株当たり情報注記は、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
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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）

（資本準備金の減少） 

　当社は、平成17年５月20日開催の臨時株主

総会において商法第289条第２項の規定に基づ

き資本準備金の減少について決議いたしまし

た。

　これにより、法定手続が完了したときに、

「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する

会計基準」(企業会計基準第１号)に基づき、

2,950,599千円をその他資本剰余金に計上いた

します。

当該資本準備金の減少に関する事項の概要

は、連結財務諸表の（重要な後発事象）注記

事項に記載のとおりであります。

当該新株予約権等の発行に関する事項の概

要は、連結財務諸表の（重要な後発事象）注

記事項に記載のとおりであります。

 

(第三者割当増資の引受) 

　当社は、平成17年５月26日開催の取締役会

において、オムニトラスト・ジャパン株式会

社が第三者割当増資により発行する新株の引

受を決議し、平成17年６月７日に払込みを完

了しております。

当該第三者割当増資の引受に関する事項の

概要は、連結財務諸表の（重要な後発事象）

注記事項に記載のとおりであります。

（第三者割当による新株式の発行）

　当社は、平成18年３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につ

いて決議いたしました。

  なお、詳細については、「４．中間連結財

務諸表等 注記事項（重要な後発事象）第三者

割当による新株式の発行」に記載のとおりで

あります。

 

（第三者割当による新株予約権の発行）

　当社は、平成18年３月27日開催の取締役会

において第三者割当による新株予約権の発行

について決議いたしました。

  なお、詳細については、「４．中間連結財

務諸表等 注記事項（重要な後発事象）第三者

割当による新株予約権の発行」に記載のとお

りであります。

（転換社債型新株予約権付社債の発行及び新

株予約権の行使）

  当社は、平成17年11月９日開催の取締役会

において2008年満期円建転換社債型新株予約

権付社債の発行を決議しました。

  なお、詳細については、連結財務諸表にお

ける「（重要な後発事象）１．転換社債型新

株予約権付社債の発行及び新株予約権の行使」

に記載のとおりであります。

 

（子会社の設立）

  当社は、平成17年11月29日開催の取締役会

において、当社事業とのシナジー効果が見込

まれる企業との間でファンドを通じた業務・

資本両面のアライアンスを形成することによ

り、当社グループ事業領域の拡大を図るため、

当社全額出資により子会社を設立し、新たに

投資事業を開始することを決議いたしました。

  なお、詳細については、連結財務諸表にお

ける「（重要な後発事象）２．子会社の設立」

に記載のとおりであります。
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