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１ 18年4月中間期の連結業績（平成17年11月1日～平成18年4月30日） 

(1) 連結経営成績                   （注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

18年 4月中間期 

17年 4月中間期 

百万円   ％

      575   (100.3)

        287      (19.7)

百万円   ％

47      (680.3)

         6      (438.8)

百万円   ％

             80     (225.2)

           25      (18.0)

17年10月期 631 10  52 
 

 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 

 

18年 4月中間期 

17年 4月中間期 

百万円   ％

             33    (△49.0) 

         65     (357.0)

円   銭

1,152       25

2,354       49

円   銭

          1,147        68

          2,318        92

17年10月期              81 2,904       74 2,875       28 
(注)①持分法投資損益 18年4月中間期 12百万円  17年4月中間期 13百万円  17年10月期  29百万円 

②期中平均株式数(連結) 18年4月中間期 28,653株  17年4月中間期 27,512株  17年10月期 28,017株  

③会計処理の方法の変更   無 

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 

 

(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

 

18年 4月中間期 

17年 4月中間期 

百万円 

 2,142 

1,470 

百万円

1,276   

1,198 

％ 

59.6     

81.5 

円   銭

44,384   63

42,264   76

17年10月期  1,513 1,233 81.5 43,185  91

(注)①期末発行済株式数(連結) 18年4月中間期 28,768株  17年4月中間期 28,335株  17年10月期 28,558株 

②期末自己株式数 18年4月中間期  135株  17年4月中間期 260株  17年10月期  145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

期 末 残 高

 

18年 4月中間期 

17年 4月中間期 

百万円 

△21 

43 

百万円

△103 

△ 22 

百万円 

365 

129 

百万円

519   

455 

17年10月期 74 △245 143 278 

(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      7社  持分法適用非連結子会社数  －社   持分法適用関連会社数     2社 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)      1社  (除外)   －社    持分法 (新規)   －社   (除外)   －社 

 

２ 18年10月期の連結業績予想（平成17年11月1日～平成18年10月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 

通  期 

百万円

1,250 

百万円

120 

百万円

55 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 1,911円85銭 

※ 上記の業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、予想につきましては、様々な不確定要素が

内在しておりますので、実際はこれらの予想数値と異なる場合があります。 

http://www/


１．企業集団の状況 
当社グループは、当社と子会社７社と関連会社２社で構成されております。 

当社グループの事業内容は、次のとおりであります。 

 
（１）会計関連事業 
 連結会計システムを中心とした新会計基準に対応した会計システムの開発・販売や会計コ

ンサルティング、会計アウトソーシング、ＩＲコンサルティングを行っております。 

 
（２）人事・総務関連事業 
人事・総務関連分野におきましては、人事部門に対して人材紹介を人材事業の核としなが

ら、人事システムの開発販売や人事制度構築の立案等の人事コンサルティングを行っている

ほか、総務部門に対しては、体育施設の設計・施工・管理等の福利厚生サービスを提供して

おります。 

 
（３）マーチャンダイズ事業 
 クライアントのニーズに対応するため、他社のソフトウェアやシステム機器を仕入れて販

売するマーチャンダイズや観賞魚の販売・レンタルのアクアリウム事業のほか、新しい分野

のビジネスデベロップメント及びハンズオン投資に関連して様々なサービスを提供してお

ります。 

以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 
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平成 18 年２月 27 日に和宏体育施設株式会社の株式 20,000 株を取得し、持分比率 100.0％ 

の連結子会社としました。 

これに伴い、当中間連結会計期間より、「人事関連事業」のセグメントの名称を「人事・

総務関連事業」に変更しております。 

 

２．経営方針 
（１）会社の経営の基本方針 
 当社は、「 良の製品と 高のサービスを顧客に提供して、社会に貢献するとともに、会

社の発展と社員の幸福を実現する。」を経営理念としており、企業の管理部門をトータルサ

ポートすることを企業使命としております。この企業使命を遂行するために、時代の変化を

先取りして新しい価値を創造し、夢を持ってあらゆる可能性にチャレンジし、結果として利

益を生み出していく企業体質の形成を図っていきます。今後もこの方針を維持しつつ、 良

の製品と 高のサービスを提供し続けたいと考えております。 

 
（２）会社の利益配分に関する基本方針   
 当社は、株主への利益還元を経営の重要な課題と位置づけ、安定した配当の維持を基本に、

業績と連動した配当を行う方針であります。内部留保資金につきましては、さらなる売上高、

利益の増加を図るために有効投資を行っていきたいと考えております。 

 
（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 
 当社は、株式の流動性の向上を図り、株主の売買の利便を確保することが重要と考えてお

ります。今後につきましても、当社の業績や株価動向等を勘案しつつ、株式の流動性向上を

検討していきたいと考えております。 
 
（４）目標とする経営指標 

   当社は、株主利益を増大させ、企業価値を高めることを 重視しており、資本効率の指標

であるＲＯＥ（株主資本当期利益率）を重要な経営指標と考えております。中期の目標とし

てＲＯＥ20％以上の達成を掲げております。 

 
（５）中長期的な経営戦略 
当社グループは、中期的な経営指針としまして、「会計と人事、総務の領域において、シ

ステム、コンサルティング、アウトソーシングによって、クライアントのマネジメント部門

をサポートするリーディングカンパニーとしての確固たる地位を築くと同時に、シナジー効

果の期待できる分野への多角化及び新しい分野のビジネスデベロップメントを行う」ことを

掲げております。 
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会計関連事業における企業の経営戦略や新しい会計制度に対応したシステム開発やコン

サルティングは、今後も成長性の高い市場と認識しております。当社は、この分野において

既存の自社製品やコンサルティングを強化する一方、市場の新しいニーズに対応した製品の

開発やコンサルティングの提供を続けてまいります。 

人事・総務関連事業における人事部門については、企業の高度な財務経理関係業務のニー

ズに対応した人材紹介を核とした人材事業のほか、人事システムや人事コンサルティング等

の人事関連事業全般にビジネス領域の拡大を図ります。総務部門については、福利厚生施設

サービスを拡充し、既存顧客への深耕と共に積極的に新規顧客を開拓することで、業績の拡

大を図る考えです。 

さらに、新規事業開拓のためビジネスデベロップメントについても取り組んでいく方針で

あります。 

 
（６）会社の対処すべき課題 
システム、コンサルティング、アウトソーシングによって、クライアントのマネジメント

部門に高度なサービスを提供するために対処すべき当面の課題としましては、顧客のニーズ

を的確につかんだ自社製品の開発と高度なコンサルティングを提供できる人材の確保及び

育成が挙げられます。その概要は以下のとおりです。 

① 市場のニーズに対応した自社システムの開発 

連結財務諸表を作成するだけでなく、連結グループの情報をいち早く収集し、グルー

プの経営戦略に基づいて経営管理を行うための機能を有する連結統合システムのニーズ

は非常に高いものと認識しております。当社は、その顧客ニーズに対応すべく連結シス

テムの更なる機能強化を行っていきます。また、収益の新たな柱となる会計システムの

開発も積極的に進めてまいります。 

② 優秀な人材の確保及び育成 

顧客のニーズに対応した高機能な会計システムの開発につきましては、会計とシステ

ムの高度な知識を有したＳＥが不可欠であります。素養の高い人材を採用し、優秀なＳ

Ｅに育成することにより､高機能な会計システムの開発を行っていきます。会計コンサル

ティングにつきましても、会計制度の度重なる改正により、従来の会計知識では企業に

充分なコンサルティングを行うことが不可能であります。当社がアカウンティングソリ

ューションプロバイダとして高度なコンサルティングを実現するためには、会計知識を

豊富に有する優秀な人材の確保及び育成が重要であります。 

また、人事・総務関連事業につきましても、雇用環境の大きな変化に対応し、人と企

業のミスマッチを解消できる優秀な人材コンサルタントや高度な人事コンサルティング

を実現できる優秀な人事コンサルタントが不可欠であり、優秀な人材の確保及び育成に

努めてまいります。  
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３．経営成績及び財政状態 
（１）経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業の設備投資の積極化や業績の回復を背景 

に、雇用や所得水準は改善し、景気は堅調に拡大しているものとみられますが、原油高やそ

れに伴う海外経済の動向、量的緩和政策解除による長期金利の上昇懸念等、依然として不安

定な要素を含んでいる状況にあります。 

会計ソフトウェア業界におきましては、新会社法の施行を始めとした法令改正や内部統制 

システムの構築への要望の高まりから、情報化投資の必要性の認識は着実に強くなってきて 

いるものの、低価格化と顧客の高機能志向は顕著になっており、競争は激化しております。   

また、人材ビジネス業界におきましては、企業の求人意欲は旺盛で､経験豊富で即戦力と 

なる人材のほか、若年層に対するニーズも広がってきておりますが、競争激化の中で優秀な 

登録人材をいかに確保するかが、各人材紹介会社の課題となっております。 

このような状況のもと当社グループにおきましては、新会計基準に準拠した会計パッケー 

ジや会計コンサルティングを行う会計関連事業を中核としつつ、シナジー効果の期待できる 

人事・総務関連事業も展開しており、グループとして企業管理部門に対する総合的なサービ 

スの提供を目標といたしております。会計パッケージの販売では、「連結大王」を積極的に 

営業展開するほか、顧客ニーズに柔軟に対応するため、受託開発案件も積極的に獲得いたし 

ました。人事・総務関連事業におきましては、金融や経理部門の人材紹介及び福利厚生施設 

の施工や管理サービスを中心に事業拡大を図りました。 

以上の結果、当中間連結会計期間における中間連結売上高574,670千円（前年同期比 

100.3％増）、中間連結経常利益80,052千円（前年同期比225.2％増）、中間連結当期純利益 

33,015千円（前年同期比49.0％減）となりました。 
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事業別の状況は次のとおりであります。 

a) 会計関連事業 

会計関連事業におきましては、四半期決算開示や連結経営管理のニーズに対応すべく、

主力製品である連結会計パッケージソフト「連結大王」を積極的に営業展開しました。   

また、顧客ニーズの拡大に対応し、自社製品のカスタマイズや受託開発も行いました。 

その結果、ＩＴプロダクト売上高は、144,892千円（前年同期比36.2％増）となりま

した。コンサルティングにつきましては、会計アウトソーシングや連結決算コンサルテ

ィング等を積極的に行い、その結果、アカウンティングソリューション売上高は、

163,354千円（前年同期比31.7％増）となりました。 

会計関連事業の売上高は、308,247千円（前年同期比33.8％増）、営業利益は、95,516

千円（前年同期比94.1％増）となりました。 

 

b) 人事・総務関連事業 

人事・総務関連事業における人事部門につきましては、会計関連事業とのシナジー効

果を期待し、経理部門や金融部門の人材紹介を中心に事業拡大を図りました。総務部門

につきましては、平成18年２月27日に和宏体育施設株式会社を子会社化し、福利厚生施

設の施工・管理のサービスを開始いたしました。 

その結果、人事・総務関連事業の売上高は、121,225千円（前年同期比241.2％増）、

営業利益は、22,797千円（前年同期比1,096.1％増）となりました。 

 

c) マーチャンダイズ事業 

マーチャンダイズ事業では、他社の会計システムやシステム機器等の提供及び熱帯魚

店の運営を始めとするアクアリウム事業を行っております。 

マーチャンダイズ事業の売上高は、159,678千円（前年同期比345.3％増）、営業損失

は、14,062千円（前年同期は営業利益3,767千円）となりました。 

 

なお、当中間連結会計期間の事業の種類別セグメントの売上高の金額には、セグメン

ト間の内部売上高又は振替高を含んでおります。
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（２）財政状態 

① 当中間連結会計期間の概況 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等

調整前中間当期純利益の計上及び投資有価証券の売却や短期借入金の収入等により資金

を取得したことにより、新規子会社の取得や配当金の支払等により資金が流出したもの

の、前期末に比べ240,818千円増加し、当中間連結会計期間末には518,955千円となりま

した。 

また、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 当中間連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は、21,116千円（前年同期

は42,673千円の獲得）となりました。その主な内訳は、収入要因として税金等調整前中

間純利益70,838千円、ソフトウェア償却費32,968千円、減価償却費16,209千円、支出要

因として、売上債権の増加額74,359千円、仕入債務の減少額23,399千円、投資有価証券

売却益18,417千円、法人税等の支払額16,357千円であります。 

 

(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いて投資活動の結果使用した資金は、102,703千円と、前年同

期と比べ80,477千円（362.1％）の増加となりました。その主な内訳は、収入要因として、

投資有価証券の売却による収入126,505千円、支出要因として、新規子会社の取得による

支出186,105千円、投資有価証券の取得による支出29,150千円、ソフトウェアの完成等に

よる無形固定資産の取得による支出17,213千円であります。 

 

(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いて財務活動の結果獲得した資金は、364,903千円と前年同期

と比べ235,601千円（182.2％）の増加となりました。その主な収入要因は、短期借入金

の純増加額310,000千円、長期借入れによる収入50,000千円であります。 
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② キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 

 平成17年４月中間期 平成18年４月中間期

自己資本比率 81.5％ 59.6％

時価ベースの自己資本比率 272.3％ 156.5％

債務償還年数 － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ － －

 （注）自己資本比率：自己資本／総資産 

    時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

    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 

１ 平成17年４月中間期及び平成18年４月中間期の各指標は、連結ベースの財務

数値により計算しております。 

２ 株式時価総額は、中間期末株価終値×中間期末発行済株式数により算出して

おります。 

３ 債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、平成17年４月期に

ついては有利子負債がないため、平成18年４月期については営業キャッシ

ュ・フローがマイナスになっているため記載しておりません。 

 

（３）当連結会計年度の見通し 
四半期決算開示の早期化や連結経営管理の必要性により、高機能高品質の連結パッケ

ージの需要は依然として高く、当社は、積極的に連結パッケージ「連結大王ＳＵＭＭＩ

Ｔ」を販売拡充していきます。また、顧客ニーズの拡大に対応し、自社製品のカスタマ

イズや受託開発についても、積極的に対応していく予定であります。会計コンサルティ

ングにつきましては、公認会計士等が行う情報開示コンサルティングのほか、内部統制

コンサルティングや会計アウトソーシングを積極的に展開いたします。 

人事・総務関連事業における人事部門につきましては、経理部門や金融部門を中心に、

人材紹介や人材派遣を展開し、また総務部門につきましては、福利厚生施設の管理受託

を提案してまいります。マーチャンダイズ事業につきましては、他社のソフトウェアや

システム機器の販売のほか、アクアリウム事業を積極的に推進いたします。 

これらにより、平成 18 年５月 12 日付けで発表した業績見通しどおり、売上高 1,250

百万円、経常利益 120 百万円、当期純利益 55 百万円を見込んでおります。 
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（４）事業等のリスク 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に

重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

また、以下の該当文中における将来に関する事象は、本開示書類の提出日（平成 18 年 6 月

９日）現在において当社グループが判断したものであり、発生可能性については不確定性が伴

います。 

なお、以下の当該事業等のリスクは、全ての事業活動上または投資判断上のリスクを網羅し

ているものではありませんので、ご留意ください。 

 
①人材の確保について 

当社は、公認会計士、会計士補及び税理士並びに年金数理人等、多数のコンサルタント及

びＳＥ・プログラマーを社内に擁しております。当社が新たなサービスを開発、展開してい

くためには、常に優秀な人材を確保しなければなりません。当社グループにおいては、国際

会計基準に準拠した会計パッケージソフトの開発販売及びコンサルティングを行っている

ため、 新の会計知識を持った優秀な人材及びＩＴに優れたＳＥ・プログラマーは不可欠で

あります。このような高度な能力を持つ人材は流動化が進行しており、現時点においては必

要な人材を確保しておりますが、将来も継続して必要な人材を確保できるかどうかについて

は不確定であり、十分な人材を確保できない場合には、質の高いコンサルティングサービス

の提供や高機能のパッケージソフト開発が行えず、当社グループの業績に悪影響を与える可

能性があります。 

 
②ソフトウェア開発業務について 

当社グループは、連結会計や退職給付会計等、企業の情報開示をサポートするための会計

パッケージソフトを提供しております。開発に際しては、社内の公認会計士を中心に仕様を

作成し、出荷時には不具合（バグ）がないよう万全を期しております。 

当社グループにおきましては、常に品質管理体制を高めるよう努力しておりますが、それ

でもなお、製品に不具合（バグ）が発見された場合、補修作業に伴う費用の増加や信用の低

下により当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。 
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③訴訟に関するリスク 

イ．知的財産権について 

当社グループでは、パッケージソフトを自社開発しておりますが、場合によっては第

三者の知的財産権を侵害する可能性があります。また、自社製品で知的財産の保護の対

象となる可能性のあるものについては、必要に応じて商標権の出願、登録を行っており

ますが、必ずしもこれらの権利を今後も取得できるとは限りません。 

また、長期間にわたりその存在が顕在化しないサブマリン特許やビジネスモデル特許

を含め、知的財産権が当社グループの事業分野においてどのように適用されるか想定す

るのは困難であります。よって、今後当社グループの事業分野において、第三者の特許

等が成立した場合や当社事業分野において認識していない特許等が既に成立している場

合には、特許等を所有する第三者より損害賠償及び使用差止め等の訴えを起こされる可

能性がある他、当該特許に関する対価の支払等が発生する可能性があり、当社グループ

の業績に悪影響を与える可能性があります。 

ロ．製品及びコンサルティングについて 

当社グループは、連結会計や退職給付会計等、企業の情報開示をサポートするパッケ

ージソフト及びコンサルティングを提供しておりますが、当該パッケージソフトの不具

合（バグ）及びコンサルティングに起因した損害に対して訴えを起こされる可能性があ

り、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。  

ハ．セキュリティについて 

当社グループは、情報開示コンサルティングやアウトソーシングにおいて、企業の決

算データを預かり取り扱う場合があります。この際、外部からの不正手段によるコンピ

ュータ内への侵入や役員及び従業員の過誤等により、機密情報の漏洩及び顧客情報の漏

洩が起こる可能性があります。当社グループでは、内部関係者の不正な手段による情報

漏洩の関与やシステム障害を引き起こすことがないよう対策を講じておりますが、全て

のリスクを完全に排除することは困難であります。この場合、当社グループの信用が低

下する他、損害賠償等の訴えを起こされる可能性があり、当社グループの業績に悪影響

を与える可能性があります。  
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 ④法的規制等について  

当社グループで体育施設の企画・施工・管理を行う和宏体育施設株式会社は、国土交通 

大臣より特定建設業の許可を受けております。同社の有している建設業許可の取消につい

ては、建設業法第 29 条第 1 項の各号、同条第 2項に欠格事項が定められております。同社

の主要な事業活動の継続には建設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、同社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、同社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、当社グループで人材紹介・派遣を行う株式会社エイチ・アール・エイトラストは

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。同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

項が定められております。同社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、

同社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、同社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。上記事由が発生した場合に、当社

グループの業績に悪影響を与える可能性があります。 

 
⑤Ｍ＆Ａにかかるリスク 

当社グループは、当グループの持続的な成長を実現させるために、シナジー効果の期待で

きる分野への多角化、新しい分野のビジネスデベロップメント及びハンズオン投資も積極的

に行っていく方針であり、提携やＭ＆Ａ等により他社への出資を行ったり、あるいは当社グ

ループの資本構成を変更したり、子会社・関連会社の設立等により組織形態の変更を行う可

能性があります。このような意思決定の際には、事業リスクを含め綿密な分析を行い、総合

的に的確な判断を行うよう努めております。しかしながら、投資先の業績悪化等によって有

価証券の評価損が発生し、あるいは子会社の業績不振等により連結決算へ影響が生じる可能

性があります。このような場合に、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。 
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４．中間連結財務諸表等

(1) 中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年４月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年４月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年10月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金 ※１  403,141 523,966   222,109

２ 受取手形及び売掛金   156,180 290,419   172,053

３ 有価証券   56,728 －   71,038

４ たな卸資産   10,596 49,898   31,026

５ その他 ※１  18,206 50,276   28,611

貸倒引当金   △473 △299   △469

流動資産合計   644,379  43.8 914,262   42.7  524,369 34.7 

Ⅱ 固定資産     

(1) 有形固定資産 ※２    

１ 建物   101,191 190,198   130,765

２ 土地   182,791 416,801   182,791

３ その他   10,129 20,917   17,207

有形固定資産合計   294,112  20.0 627,917   29.3  330,765   21.9

(2) 無形固定資産     

１ ソフトウェア   106,093 73,263   111,617

２ 連結調整勘定   72,187 68,100   70,144

３ その他   14,920 68,390   60,655

無形固定資産合計   193,201  13.2 209,754   9.8  242,418   16.0

(3) 投資その他の資産     

１ 投資有価証券   316,827 295,708   366,181

２ その他   21,926 94,765   49,176

投資その他の 
資産合計 

  338,753   23.0 390,473   18.2  415,358   27.4

固定資産合計   826,067   56.2 1,228,145   57.3  988,541   65.3

資産合計   1,470,447  100.0 2,142,407  100.0  1,512,911  100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成17年４月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年４月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年10月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 買掛金   29,256 71,629   34,738

２ 短期借入金   － 325,000   －

３  前受収益   94,702 93,937   81,176

４ その他   68,178 125,999   97,317

流動負債合計   192,136 13.0 616,567 28.8  213,232   14.1

Ⅱ 固定負債     

１ 長期借入金   － 35,000   －

２ 引当金   5,631 59,859   5,872

３ 連結調整勘定   － 40,585   －

４ その他 ※１  48,316 75,467   28,330

固定負債合計   53,948 3.7 210,912 9.8  34,202    2.3

負債合計   246,084 16.7 827,479 38.6  247,435   16.4

(少数株主持分)     

 少数株主持分   26,790 1.8 38,070 1.8  32,172    2.1

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   569,484 38.7 586,085 27.4  574,340   37.9

Ⅱ 資本剰余金   508,450 34.6 525,852 24.5  514,043   34.0

Ⅲ 利益剰余金   136,401 9.2 168,887 7.9  153,006   10.1

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  △8,604 △0.5 269 0.0  △3,536  △0.2

Ⅴ 自己株式   △8,160 △0.5 △4,237 △0.2  △4,551  △0.3

資本合計   1,197,571 81.5 1,276,857 59.6  1,233,303   81.5

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  1,470,447 100.0 2,142,407 100.0  1,512,911  100.0
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② 中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   286,906 100.0 574,670 100.0  630,802  100.0

Ⅱ 売上原価   141,669 49.4 285,516 49.7  313,328   49.7

売上総利益   145,236 50.6 289,154 50.3  317,474   50.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  139,183 48.5 241,924 42.1  307,477   48.7

営業利益   6,052 2.1 47,229 8.2  9,996    1.6

Ⅳ 営業外収益     

 １ 受取利息  1,006  601  1,870 

 ２ 受取配当金  1,103  696  1,833 

 ３ 投資有価証券売却益  1,735  18,417  3,370 

 ４ 不動産賃貸収入  6,083  6,605  12,167 

 ５ 持分法による 
投資利益 

 13,089  12,602  29,406 

 ６ その他  1,448  24,467 8.5 3,292 42,216 7.3 2,245 50,893    8.0

Ⅴ 営業外費用     

 １ 支払利息  － 972  － 

 ２ 投資有価証券売却損   130  6,358  713 

 ３ 不動産賃貸原価  1,812  1,773  3,618 

 ４ 新株発行費  3,662  －  3,662 

 ５ その他  294  5,900 2.0 288 9,393 1.6 591 8,585    1.3

経常利益   24,619 8.6 80,052 13.9  52,304    8.3
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益     

１ 持分変動益  53,809  53,809 18.8 － －  53,809 53,809    8.5

Ⅶ 特別損失     

１ 固定資産除却損 ※２ 381  8,325  3,179 

２ 連結調整勘定償却費  4,706  －  4,706 

３ その他  － 5,088 1.8 888    9,213 1.6 － 7,886    1.2

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

  73,340 25.6 70,838 12.3  98,227   15.6

法人税、住民税 
及び事業税 

※３ 7,076  29,829  24,271 

法人税等調整額 ※３ ―  7,076 2.5 ― 29,829 5.2 △14,295 9,976    1.6

少数株主利益   1,486 0.5 7,993 1.4  6,868    1.1

中間(当期)純利益   64,776 22.6 33,015 5.7  81,382   12.9
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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11月１日 
至 平成17年４月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31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  410,600       514,043  410,600

Ⅱ 資本剰余金増加高    

 １ 増資による新株の 
発行 

         1,984     11,745  6,840 

 ２ 自己株式処分差益         95,866        97,850       64     11,809 96,603 103,443

Ⅲ 資本剰余金 
  中間期末(期末)残高 

 508,450    525,852  514,043

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高  88,048       153,006  88,048

Ⅱ 利益剰余金増加高    

 １ 中間(当期)純利益  64,776  64,776         33,015   33,015 81,382 81,382

Ⅲ 利益剰余金減少高    

 １ 配当金  15,870     17,134  15,870 

 ２ 連結子会社の 
   増加に伴う 
   利益剰余金減少高 

 554 16,424       ―     17,134 554 16,424

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高 

 136,401       168,887  153,006
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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11月１日
至  平成17年４月30日)

 
当中間連結会計期間 

 
(自 平成17年11月１日 
 至 平成18年４月30日) 

前連結会計年度の要約
 連結キャッシュ･フロー

計算書 
(自 平成16年11月１日
 至 平成17年10月31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 

 73,340 70,838 98,227

２ 減価償却費  3,687 16,209 16,214

３ ソフトウェア償却費  36,715 32,968 70,723

４ 連結調整勘定償却額  6,750 643 8,793

５ 貸倒引当金の増加額 
(減少額△) 

 284 △180 280

６  退職給付引当金の増加額 
(減少額△) 

 1,075 435 1,317

７ 受取利息及び受取配当金  △2,109 △1,297 △3,703

８ 支払利息  ― 972 ―

９ 持分法による投資利益  △13,089 △12,602 △29,406

10 投資有価証券売却益  △1,735 △18,417 △3,370

11 投資有価証券売却損  130 6,358 713

12 持分変動益  △53,809 ― △53,809

13 売上債権の減少額 
(増加額△) 

 △50,143 △74,359 △66,016

14 仕入債務の増加額 
(減少額△) 

 28,853 △23,399 34,335

   15  未払消費税等の増加額 
(減少額△) 

 △1,776 5,237 △5,375

16 その他  23,378 △8,157 15,642

    小計  51,552 △4,750 84,566

17 利息及び配当金の受取額  1,182 963 7,228

18 利息の支払額  ― △972 ―

19 法人税等の支払額  △10,062 △16,357 △17,598

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 42,673 △21,116 74,197
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前中間連結会計期間

 
(自  平成16年11月１日
至  平成17年４月30日)

 
当中間連結会計期間 

 
(自  平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日)

前連結会計年度の要約
 連結キャッシュ･フロー

計算書 
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31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 有価証券の売却による 
収入 

 30,000 10,000 30,000

２ 有形固定資産の取得に 
よる支出 

 △4,716 △3,839 △11,950

３ 無形固定資産の取得に 
よる支出 

 △33,884 △17,213 △63,351

４ 投資有価証券の取得に 
よる支出 

 △73,934 △29,150 △157,919

５ 投資有価証券の売却に 
よる収入 

 52,927 126,505 108,195

６ 新規子会社の取得によ 
る収入 

 2,382 ― 2,382

７ 新規子会社の取得によ 
る支出 

 ― △186,105 ―

８ 貸付金の回収による 
収入 

 5,000 21 5,000

９ 営業譲受による支出  ― ― △119,644

10 その他  ― △2,919 △37,262

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △22,225 △102,703 △244,551

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

 １ 短期借入金の純増加額 
(減少額は△) 

 △13,412 310,000 △13,412

 ２ 長期借入れによる収入  ― 50,000 ―

 ３ 長期借入金の返済に 
よる支出 

 △2,092 ― △2,092

 ４ 株式の発行による収入  3,949 23,490 13,660

 ５ 少数株主への株式の 
発行による収入 

 4,990 ― 4,990

 ６ 自己株式の売却による 
収入 

 151,736 378 156,083

 ７ 自己株式の取得による 
支出 

 ― ― ―

 ８ 配当金の支払額  △15,870 △16,869 △16,197

 ９ 少数株主への配当金の 
支払 

 ― △2,095 ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 129,301 364,903 143,031

Ⅳ 現金及び現金同等物 
  に係る換算差額 

 233 △265 581

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の増減額 

 149,982 240,818 △26,741

Ⅵ 現金及び現金同等物 
  の期首残高 

 304,878 278,136 304,878

Ⅶ 現金及び現金同等物 
  の中間期末(期末)残高 

※１ 454,860 518,955 278,136
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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 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

  子会社は、全て連結しておりま 

す。 

   連結子会社の数  ５社 

   子会社の名称 

    株式会社エイチ・ 

    アール・エイトラスト 

    株式会社エム・ 

    エートラスト 

    株式会社トラスト・ 

    ヒューマン・ 

    ソリューション 

    株式会社グルージェント 

    株式会社ＢＴＫソリューシ 

ョン 

上記のうち、株式会社グルー

ジェントについては、前連結会

計年度においては、持分法適用

関連会社でありましたが、当中

間連結会計期間において株式を

追加取得し、連結子会社となっ

ております。また、株式会社Ｂ

ＴＫソリューションについて

は、当中間連結会計期間におい

て新たに設立したため連結子会

社となっております。 

１ 連結の範囲に関する事項 

  子会社は、全て連結しておりま

す。 

   連結子会社の数  ７社 

   子会社の名称 

    株式会社エイチ・ 

    アール・エイトラスト 

    株式会社エム・ 

    エートラスト 

    株式会社ティー・エイチ・

エス 

    株式会社グルージェント 

    株式会社ＢＴＫソリューシ

ョン 

  株式会社トラストアクアサ

ービス  

  和宏体育施設株式会社 

上記のうち、和宏体育施設株

式会社については、当中間連結

会計期間において株式を取得し

連結子会社となっております。

１ 連結の範囲に関する事項 

  子会社は、全て連結しておりま

す。 

   連結子会社の数  ６社 

   子会社の名称 

    株式会社エイチ・ 

    アール・エイトラスト 

    株式会社エム・ 

    エートラスト 

    株式会社ティー・エイチ・

エス 

（旧社名トラスト・ヒュー

マン・ソリューション） 

    株式会社グルージェント 

    株式会社ＢＴＫソリューシ

ョン 

株式会社トラストアクアサ

ービス  

上記のうち、株式会社グルー

ジェントについては、前連結会

計年度においては、持分法適用

関連会社でありましたが、当連

結会計年度において株式を追加

取得し、連結子会社となってお

ります。また、株式会社ＢＴＫ

ソリューション及び株式会社ト

ラストアクアサービスは設立に

より、当連結会計年度から連結

子会社となっております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 関連会社には、全て持分法を

適用しております。 

    持分法を適用した関連会社

数         ２社 

   関連会社の名称 

    株式会社インベストメント 

ブリッジ 

    株式会社シダー 

 

 

 

 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 関連会社には、全て持分法を

適用しております。 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 関連会社には、全て持分法を

適用しております。 

   同左 
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前中間連結会計期間 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

 (2) 持分法の適用の手続につい

て、特に記載する必要がある

と認められる事項 

    持分法適用会社のうち中間

決算日が中間連結決算日と異

なる会社については、当該会

社の中間会計期間に係る中間

財務諸表を使用しておりま

す。 

 (2) 持分法の適用の手続につい

て、特に記載する必要がある

と認められる事項 

        

同左 

(2) 持分法の適用の手続につい

て、特に記載する必要がある

と認められる事項 

持分法適用会社のうち決算

日が連結決算日と異なる会社

については、当該会社の当事

業年度に係る財務諸表を使用

しております。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

連結子会社のうち株式会社

グルージェントの中間決算日

は、10月31日であります。中間

連結財務諸表の作成に当たっ

て当該会社については、中間連

結決算日現在で実施した仮決

算に基づく中間財務諸表を使

用しております。 

 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

連結子会社のうち株式会社

グルージェントの中間決算日

は、10月31日であります。中間

連結財務諸表の作成に当たっ

て当該会社については、中間連

結決算日現在で実施した仮決

算に基づく中間財務諸表を使

用しております。 

また、株式会社トラストアク

アサービスの中間決算日は12

月31日、和宏体育施設株式会社

の中間決算日は５月31日であ

ります。中間連結財務諸表の作

成に当たって当該会社につい

ては、同社の３月31日現在で実

施した仮決算に基づく財務諸

表を使用し、４月１日から４月

30日までの期間に発生した重

要な取引については、連結上必

要な調整を行っております。 

 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

連結子会社のうち株式会社

グルージェントの決算日は、４

月30日であります。連結財務諸

表の作成に当たって当該会社

については、連結決算日現在で

実施した仮決算に基づく中間

財務諸表を使用しております。

また、株式会社トラストアク

アサービスの決算日は６月30

日であります。連結財務諸表の

作成に当たって当該会社につ

いては、同社の９月30日現在で

実施した仮決算に基づく財務

諸表を使用し、10月１日から10

月31日までの期間に発生した

重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。
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前中間連結会計期間 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ①有価証券 

(イ)満期保有目的の債券 

    償却原価法（定額法）を 

採用しております。 

 (ロ)その他有価証券 

    時価のあるもの 

中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法を採用

しております（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

により算定しております）。 

     

時価のないもの 

     移動平均法による原価法

を採用しております。 

  ②たな卸資産 

   (イ)貯蔵品 

     先入先出法による原価法

を採用しております。 

 

   

 

 

 (ロ)仕掛品 

     個別法による原価法を採

用しております。 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  ①有形固定資産 

   定率法を採用しております。 

   ただし、建物(建物附属設備を

除く)については、定額法を採用

しております。 

   なお、取得価額が10万円以上

20万円未満の資産については、

３年均等償却を行っておりま

す。 

   また、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

   建物      ３～40年 

   工具器具備品  ３～15年 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ①有価証券 

 

    

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

       同左 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

②たな卸資産 

  (イ)商品、貯蔵品 

        先入先出法による原価法

を採用しております。 

    ただし、株式会社トラス

トアクアサービスの商品に

ついては、売価還元原価法

を採用しております。 

   (ロ)仕掛品 

同左 

 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  ①有形固定資産 

定率法を採用しております。

   ただし、建物(建物附属設備を

除く)については、定額法を採用

しております。 

   なお、取得価額が10万円以上

20万円未満の資産については、

３年均等償却を行っておりま

す。 

   また、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

   建物      ３～50年 

   工具器具備品  ２～20年 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ①有価証券 

 (イ)満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）を

採用しております。 

 (ロ)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

づく時価法を採用しており

ます（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

定しております）。 

   

時価のないもの 

     移動平均法による原価法

を採用しております。 

  ②たな卸資産 

   (イ)商品、貯蔵品 

同左 

 

 

   

 

 

   (ロ)仕掛品 

同左 

 

 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

同左 
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前中間連結会計期間 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

  ②無形固定資産 

   (イ)市場販売目的ソフトウェ

ア 

     見込販売可能有効期間

(３年以内)における見込販

売収益に基づく減価償却額

と残存有効期間に基づく均

等配分額を比較し、いずれ

か大きな額により減価償却

しております。 

   (ロ)自社利用ソフトウェア 

     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。 

   (ハ)その他の無形固定資産 

     定額法を採用しておりま

す。 

 

  ②無形固定資産 

   (イ)市場販売目的ソフトウェ

ア 

       同左 

 

 

 

 

 

 

   (ロ)自社利用ソフトウェア 

       同左 

 

 

   (ハ)その他の無形固定資産 

     定額法を採用しておりま

す。 

     ただし、営業権について

は商法施行規則に規定する

長期間（５年）にわたる

均等償却を行っておりま

す。 

  ②無形固定資産 

   (イ)市場販売目的ソフトウェ

ア 

       同左 

 

 

 

 

 

 

   (ロ)自社利用ソフトウェア 

       同左 

 

 

   (ハ)その他の無形固定資産 

       同左 

 

 (3)繰延資産の処理方法 

    新株発行費及び創立費 

     支出時に全額費用として

処理しております。 

 

 (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。 

 

 

 

(3)繰延資産の処理方法 

    新株発行費及び創立費 

     支出時に全額費用として

処理しております。 

 (4) 重要な引当金の計上基準 

  ①貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

  ②退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末に発

生していると認められる額を計

上しております。 

 

 (4) 重要な引当金の計上基準 

  ①貸倒引当金 

       同左 

 

 

 

 

 

  ②退職給付引当金 

       同左 

 

 (4) 重要な引当金の計上基準 

  ①貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

  ②退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務の見込額に基づき

計上しております。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

(5) 匿名組合資産の会計処理 

連結子会社である株式会社 

エム・エートラストは匿名組 

合の営業者となっております 

が、その資産及び損益は実質 

的に当該子会社に帰属しない 

ものであることから、当社連 

結グループ以外の匿名組合員 

に帰属する資産を匿名組合預 

り金と相殺しております。 

(5) 匿名組合資産の会計処理 

同左 

(5) 匿名組合資産の会計処理 

       同左 

 (6) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

     

消費税等の処理方法 

     消費税等の会計処理は、

税抜方式によっておりま

す。なお、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「その他」

に含めて表示しておりま

す。 

 

 (6) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

 

    消費税等の処理方法 

       同左 

 (6) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

 

      消費税等の処理方法 

消費税等の会計処理は、

税抜方式によっておりま

す。 

５ 中間連結キャッシュ・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。 

 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

       同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び現金

同等物)は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資から

なっております。 

 

 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11月１日 
至 平成17年４月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31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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表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

 

 

― 

前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「新
株発行費」（当中間連結会計期間は116千円）は、営業
外費用の総額の100分の10以下となったため、営業外費
用の「その他」に含めて表示することにしました。 

 
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４月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年４月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年10月31日) 

※１ 匿名組合に帰属する資産と匿

名組合預り金の相殺表示された

金額は以下のとおりでありま

す。 

現金及び預金   14,376千円 

流動資産その他 

（前渡金、立替金）
384,195千円 

固定負債その他 

（匿名組合預り金）
398,572千円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計 

額 41,924千円 
 

※１ 匿名組合に帰属する資産と匿

名組合預り金の相殺表示された

金額は以下のとおりでありま

す。 

現金及び預金   15,673千円

流動資産その他 

（前渡金、預け金）
384,200千円

固定負債その他 

（匿名組合預り金）
399,873千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額 83,380千円
 

※１ 匿名組合に帰属する資産と匿

名組合預り金の相殺表示された

金額は以下のとおりでありま

す。 

現金及び預金   15,671千円

流動資産その他 

（前渡金、預け金）
384,201千円

固定負債その他 

（匿名組合預り金）
399,873千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額 38,263千円
 

 

(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11月１日 
至 平成17年４月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの 

役員報酬 25,468千円

給与手当 44,141千円

 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの 

役員報酬 26,967千円

給与手当 78,516千円

地代家賃 28,367千円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの 

役員報酬 48,509千円

給与手当 92,892千円

 
 

※２ 固定資産除却損の内訳 

 

工具器具備品  381千円 

※２ 固定資産除却損の内訳 

 

ソフトウェア除却損 8,325千円

※２ 固定資産除却損の主な内訳は

次のとおりであります。 

  工具器具備品除却損 1,315千円

ソフトウェア除却損  688千円

※３ 当中間連結会計期間における

税金費用については、簡便法に

よる税効果会計を適用している

ため、法人税等調整額は「法人

税、住民税及び事業税」に含め

て表示しております。 

※３       

 

 同左 

 

      

※３     

 

― 
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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11月１日 
至 平成17年４月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10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17年４月30日現在） 

現金及び預金勘定 403,141千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△5,010千円

取得日から３ヶ月以
内に償還期限の到来
する短期投資 
(有価証券) 

56,728千円

現金及び現金同等物 454,860千円

 
 

※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４月30日現在）

現金及び預金勘定 523,966千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△5,011千円

現金及び現金同等物 518,955千円

 

 
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

 

（平成17年10月31日現在）

現金及び預金勘定 222,109千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△5,011千円

取得日から３ヶ月以
内に償還期限の到来
する短期投資 
(有価証券) 

61,038千円

現金及び現金同等物 278,136千円

 
 

 

 

(リース取引関係) 

前中間連結会計期間(自平成16年11月１日 至平成17年４月30日) 

該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間(自平成17年11月１日 至平成18年４月30日) 

当中間連結会計期間のリース取引の重要性が乏しいため、注記を省略しております。 

 

前連結会計年度(自平成16年11月１日 至平成17年10月31日) 

       当連結会計年度のリース取引の重要性が乏しいため、注記を省略しております。 
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年４月30日現在) 

１ 時価のある有価証券 
  

区分 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券  

(1) 株式 67,784 59,513 △8,270

(2) 債券  

 ① 国債・地方債等 ― ― ―

 ② 社債 ― ― ―

 ③ その他 56,263 51,324 △4,938

(3) その他        ―        ―        ―

計    124,047    110,837   △13,209

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 
 

区分 
中間連結貸借対照表計上額

(千円) 

(1) 満期保有目的の債券  

   社債 10,000

(2) その他有価証券  

① マネー・マネージメント・ファンド        51,078

② その他         5,650

計        66,728

 （注） 上記以外の有価証券の中間連結貸借対照表計上額 

    関連会社株式  

     時価のあるもの     187,271千円  

     時価のないもの        8,717千円 
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当中間連結会計期間末(平成18年４月30日現在) 
 
   時価のある有価証券 
  

区分 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券  

(1) 株式 14,137 13,460 △677

(2) 債券  

 ① 国債・地方債等 ― ― ―

 ② 社債 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

(3) その他     56,565     57,696      1,131

計     70,703     71,156        453

 

前連結会計年度末(平成17年10月31日現在) 

１ 時価のある有価証券 
  

区分 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券  

(1) 株式 60,756 58,738 △2,019

(2) 債券  

 ① 国債・地方債等 ― ― ―

 ② 社債 ― ― ―

 ③ その他 78,897 76,285 △2,611

(3) その他   14,800   14,400  △400

計 154,455 149,424     △5,030

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 
 

区分 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

(1) 満期保有目的の債券  

   社債 10,000

(2) その他有価証券  

① マネー・マネージメント・ファンド          51,081

② その他           9,956

計          71,037

 （注）上記以外の有価証券の連結貸借対照表計上額 

 関連会社株式  

    時価のあるもの   207,496千円     

時価のないもの   9,260千円            
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(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年４月30日現在) 

当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間末(平成18年４月30日現在) 

当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度末(平成17年10月31日現在) 

当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 
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（セグメント情報） 

 １ 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11月１日 至平成17年４月30日) 
 
 会計関連 

事業 

人事関連 

事業 

マーチャン

ダイズ事業
計 

消去又は 

全社 
連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高 

(1)外部顧客に対す

る売上高 

(2)セグメント間の

内部売上高 

又は振替高 

 

 

 227,927 

 

 

2,488 

23,123

12,403

35,855

―

286,906

14,892

 

 

― 

 

 

 (14,892) 

286,906

―

計 230,415 35,527 35,855 301,798   (14,892) 286,906

営業費用 181,199 33,621 32,087 246,909     33,943 280,853

営業利益 49,215 1,906 3,767 54,889   (48,836) 6,052

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２  各区分の主な製品・サービス 

① 会計関連事業・・・会計ソフト（連結大王SUMMIT等）、会計コンサルティング 

② 人事関連事業・・・人材紹介、人材派遣 

③ マーチャンダイズ事業・・他社ソフト、システム機器 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用48,096千円は、親会社本社の

総務部門等管理部門に係る費用であります。 
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当中間連結会計期間(自平成17年11月１日 至平成18年４月30日) 
 
 会計関連 

事業 

人事・総務

関連事業 

マーチャン

ダイズ事業
計 

消去又は 

全社 
連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高 

(1)外部顧客に対す

る売上高 

(2)セグメント間の

内部売上高 

又は振替高 

 

 

306,847 

 

 

1,400 

109,496

11,728

158,326

1,351

574,670

14,480

 

 

― 

 

 

  (14,480) 

574,670

―

計 308,247 121,225 159,678 589,150    (14,480) 574,670

営業費用 212,730 98,427 173,740 484,898  42,542 527,440

営業利益 95,516 22,797 △14,062 104,251   (57,022) 47,229

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２  各区分の主な製品・サービス 

① 会計関連事業・・・会計ソフト（連結大王SUMMIT等）、会計コンサルティング 

② 人事・総務関連事業・・・人材紹介、人材派遣、福利厚生施設の施工及び管理 

③ マーチャンダイズ事業・・他社ソフト、システム機器、観賞魚及び関連機材 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用56,791千円は、親会社本社 

の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 事業の種類別セグメントの名称変更 

   人事・総務関連事業は、当中間連結会計期間より和宏体育施設を新規連結したことにより 

セグメントの名称を「人事関連事業」から「人事・総務関連事業」に変更しております。    
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前連結会計年度(自平成16年11月１日 至平成17年10月31日) 
 
 会計関連 

事業 

人事関連 

事業 

マーチャン

ダイズ事業
計 

消去又は 

全社 
連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高 

(1)外部顧客に対す

る売上高 

(2)セグメント間の

内部売上高 

又は振替高 

 

 

472,061 

 

 

3,533 

59,278

26,416

99,462

―

630,802

29,949

 

 

― 

 

 

  (29,949) 

630,802

―

計 475,594 85,694 99,462 660,751   (29,949) 630,802

営業費用 387,781 71,804 98,005 557,591     63,214 620,805

営業利益 87,812 13,890 1,457 103,160   (93,163) 9,996

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２  各区分の主な製品・サービス 

① 会計関連事業・・・会計ソフト（連結大王SUMMIT等）、会計コンサルティング 

② 人事関連事業・・・人材紹介、人材派遣 

③ マーチャンダイズ事業・・他社ソフト、システム機器、観賞魚及び関連機材 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用92,124千円は、親会社本社の

総務部門等管理部門に係る費用であります。 

 
 

２ 所在地別セグメント情報 

 前中間連結会計期間(自平成16年11月１日 至平成17年４月30日) 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はあ

りません。 

 

当中間連結会計期間(自平成17年11月１日 至平成18年４月30日) 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はあ

りません。 

 

前連結会計年度(自平成16年11月１日 至平成17年10月31日) 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はあ

りません。 
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３ 海外売上高 

 前中間連結会計期間(自平成16年11月１日 至平成17年４月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間(自平成17年11月１日 至平成18年４月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自平成16年11月１日 至平成17年10月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

（1株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

 
１株当たり純資産額 42,264円76銭

１株当たり 
中間純利益金額 

2,354円49銭

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間純利益金額   

2,318円92銭

当社は、平成16年12月20日付で普通

株式１株につき、５株の株式分割を

行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の１株当たり

情報については、それぞれ以下のと

おりであります。 

 

 

前中間連結会計 

期間 
 前連結会計年度 

１株当たり純資

産額 

１株当たり純資

産額 

37,157円38銭 37,663円46銭 

１株当たり中間

純利益 

１株当たり当期

純利益 

529円12銭 1,024円18銭 

潜在株式調整後 

１株当たり中間 

純利益 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益 

527円26銭 1,010円51銭 

 

 
１株当たり純資産額 44,384円63銭

１株当たり 
中間純利益金額 

1,152円25銭

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間純利益金額   

1,147円68銭

  

 
１株当たり純資産額 43,185円91銭

１株当たり 
当期純利益金額 

2,904円74銭

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益金額   

2,875円28銭

当社は、平成16年12月20日付で普通

株式１株につき、５株の株式分割を

行っております。  

なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前連結会計

年度の１株当たり情報については、

以下のとおりであります。 

 

１株当たり純資産額  37,663円46銭

１株当たり 

当期純利益金額     1,024円18銭

潜在株式調整後 

１株当たり 

当期純利益金額    1,010円51銭
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（注）１株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後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11月１日
至 平成17年４月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年11月１日
至 平成17年10月31日)

１株当たり 
中間(当期)純利益金額 

 

中間(当期)純利益 
(千円) 

64,776 32,183         81,382

普通株主に帰属しない 
金額(千円) 

― ― ―

普通株式に係る 
中間(当期)純利益 
(千円) 

64,776 32,183 81,382

普通株式の期中平均株
式数(株) 

27,512 28,653                28,017  

   

潜在株式調整後1株当た

り中間(当期)純利益金

額 

  

中間(当期)純利益調整

額(千円) 
                  ―                   ―                    ―

普通株式増加数(株)                  422                  114                   287

（うち新株予約権） (422) (114) (287)

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

利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

                  ―

平成17年1月26日定時株
主総会決議のストック
オプション 

(新株予約権)普通株式

989株 

平成17年1月26日定時株
主総会決議のストック
オプション 

(新株予約権)普通株式

1,144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11月１日 
至 平成17年４月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

１. 提出会社の平成17年１月26日開

催の定時株主総会決議に基づ

き、平成17年５月18日開催の同

社取締役会において、同日付で

商法第280条ノ20及び商法第280

条ノ21の規定によるストックオ

プションを目的とした新株予約

権を発行することを決議致しま

した。 

新株予約権の内容は以下のとお

りであります。 

  

新株予約権の数  

1,200個 

  新株予約権の目的となる株式の

種類及び数 

   普通株式 1,200株 

  新株予約権の行使時の払込金額 

 １株当たり 144,000円 

新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格

及び資本組入額 

 普通株式１株の発行価格 

         144,000円 

   普通株式１株の資本組入額 

          72,000円 

  新株予約権の行使期間 

   自 平成17年７月１日 

   至 平成21年６月30日 

 

２．提出会社において平成17年７月
８日開催の取締役会決議に基づ
き、平成17年７月13日付で100%
出資による子会社を設立いたし
ました。 

（1）商号 株式会社トラストアクア 
サービス 

（2）設立年月日 平成17年7月13日 
（3）事業内容 アクアリウム設備の

レンタルサービス及
び熱帯魚店の経営 

（4）資本金 10,000千円 
（5）代表者 吉木伸彦 
  その結果、株式会社トラストア
クアサービスの連結子会社となり
ました。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―― 
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前中間連結会計期間 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

３．連結子会社である株式会社ト
ラストアクアサービスと株式
会社パウパウアクアガーデン
は、平成17年７月21日に営業
譲渡契約書を締結し、平成17
年８月１日付で株式会社パウ
パウアクアガーデンが運営す
るアクアリウム事業を譲り受
けることとなりました。 

（1）目的 企業の総務分野に対す
るサービス提供の一環
としてアクアリウム設
備の提供をはじめとし
たレンタルサービスに
参入するためでありま
す。 

（2）営業譲受けの内容 
①営業譲受けの相手会社の名
称 

  株式会社パウパウアクアガ 
ーデン 

 ②譲受ける事業の内容 
  熱帯魚店の運営及び水槽の

レンタル 
 ③譲受ける資産・負債 
  譲り受けする資産は商品、店

舗設備一式、店舗の営業権
で、負債については譲受けの
対象外となっております。 

 ④譲受価額 118,095千円 

 

 

  

 

 （２）その他 

  該当事項はありません。 
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５．生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績 

当社グループの生産実績は、販売実績と一致しているため、「(４)販売実績」をご覧下さ

い。 

 
(2) 商品仕入実績 

当社グループには、マーチャンダイズ事業のみ商品仕入実績があります。当中間連結会計

期間の仕入実績は次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(％) 

マーチャンダイズ事業 103,023 229.4

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ セグメント間取引については相殺消去しております。 

 
(3) 受注状況 

当社グループでは、会計関連事業及び人事・総務関連事業で受注実績があります。当中間

連結会計期間の受注状況は次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

会計関連事業 91,656 ― 36,755 ―

人事・総務関連事業 25,432 ― 12,144 ―

合計 117,088 ― 48,899 ―

 （注）人事・総務関連事業の受注高は、和宏体育施設株式会社の子会社後の受注高となっております。 

 

(4) 販売実績 

前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメン

トに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(％) 

会計関連事業 306,847 34.6

人事・総務関連事業 109,496 373.5

マーチャンダイズ事業 158,326 341.6

合計 574,670 100.3

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ セグメント間取引については相殺消去しております。 
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