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（修正）平成 18 年９月期中間決算短信（連結）及び 

平成 18 年９月期個別中間財務諸表の概要の一部修正について 

 

当社は、平成 18 年５月 17 日付で発表いたしました「平成 18 年９月期中間決算短信（連結）」及び「平成 18 年９月期

個別中間財務諸表の概要」について、一部修正がありましたので下記のとおりお知らせいたします。本修正による平成

18 年９月期通期連結及び単独業績予想の修正はありません。なお、修正箇所を含むページについて、修正前と修正後

をそれぞれ添付し、修正箇所には下線を付して表示しております。 

 

記 
 
I. 修正理由 

「平成 18 年 9 月期半期報告書」の作成過程において、監査法人による監査で指摘された事項を中心に修

正するものであります。主な修正事項は今期より新規に連結に加わった子会社における貸倒引当金及び過年度

の未払い給与の修正であります。その修正事項に伴い、変更を要する項目をすべて修正したものであります。 

 
II. 修正箇所 

平成 18 年９月期 中間決算短信（連結） 
１． 平成 18 年３月中間期の連結業績 

（１） 連結経営成績 〔Ｐ．１〕 
（２） 連結財政状態 〔Ｐ．１〕 

２． 主要な連結経営指標等の推移 〔Ｐ．３〕 
３． 経営成績及び財政状態  

（１） 経営成績（業績ハイライト、連結業績実績の対前年同期比） 〔Ｐ．9〕 
（２） 経営成績（特別損益分析、税金等調整前中間純利益・中間純利益分析） 〔Ｐ．10〕 
（３） 財政状態（株主資本比率、時価ベースの株主資本比率） 〔Ｐ．16〕 
（４） 通期の見通し（中間純利益又は中間純損失） 〔Ｐ．22〕 

４． 中間連結財務諸表等 
（１） 中間連結貸借対照表 〔Ｐ．23〕 
（２） 中間連結損益計算書 〔Ｐ．25〕 
（３） 中間連結剰余金計算書 〔Ｐ．26〕 
（４） 中間連結キャッシュ・フロー計算書 〔Ｐ．27〕 

５． 追加情報 〔Ｐ．34〕 



 

６． 注記事項 
（１） 中間連結貸借対照表関係 〔Ｐ．36〕 
（２） 中間連結損益計算書関係 〔Ｐ．36〕 
（３） １株当たり情報 〔Ｐ．45〕 
（４） 重要な後発事象 〔Ｐ．46〕 

 
平成 18 年 9 月期 個別中間財務諸表の概要 
１． 追加情報 〔Ｐ．55〕 
２． 注記事項 

（１） １株当たり情報 〔Ｐ．61〕 
 
III. 修正箇所詳細 

１． 平成 18 年３月中間期の連結業績 
（１） 連結経営成績 〔Ｐ．１〕 

【修正前】 

 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。 

 
【修正後】 

 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 △1,867 － △7,888 63 － －

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。 

５．18 年３月中間期の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり中間純損失であ

るため記載しておりません。 

 
（２） 連結財政状態 〔Ｐ．１〕 

【修正前】 
 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

 

【修正後】 
 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 22,219 6,542 29.4 27,531 87

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

 



 

２．主要な連結経営指標等の推移 〔Ｐ．３〕 
【修正前】 

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 

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 －

 
【修正後】 

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 

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 △1,867,789 △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 6,542,892 －

総資産額 （千円） 11,673,456 12,359,487 13,316,528 15,484,578 22,219,769 －

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 △7,888.63 －

１株当たり純資産額（BPS） （円） 211,269.64 232,318.62 31,474.42 36,335.23 27,531.87 －

株主資本比率 （％） 52.3 53.5 55.1 55.4 29.4 －

 

３．経営成績及び財政状態  
（１） 経営成績（業績ハイライト、連結業績実績の対前年同期比） 〔Ｐ．9〕 

【修正前】 
・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。 

2005 年９月期 2006 年９月期 
 

中間期 中間期 

増減率（％） 

中間（当期）純利益又は、中間純損失（△） 651 △1,741 －

 
【修正後】 
・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 2,519 百万円減少の△1,867 百万円となりました。 

2005 年９月期 2006 年９月期 
 

中間期 中間期 

増減率（％） 

中間（当期）純利益又は、中間純損失（△） 651 △1,867 －

 



 

（２） 経営成績（特別損益分析、税金等調整前中間純利益・中間純利益分析） 〔Ｐ．10〕 

【修正前】 

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。 

 

【修正後】 

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 2,699 百万円増加の 2,724 百万円となりました。結果、当中間期の特別損益合

計額は△2,719 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 2,339 百万円減少の 1,199 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 2,519

百万円減少の 1,867 百万円となりました。 

 
（３） 財政状態（株主資本比率、時価ベースの株主資本比率） 〔Ｐ．16〕 

【修正前】 
 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

 
【修正後】 
 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 29.4

時価ベースの株主資本比率（％） 264.6 231.1 337.7 355.5 390.4

 
（４） 通期の見通し（中間純利益又は中間純損失） 〔Ｐ．22〕 

【修正前】 

 
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（％）

中間（当期）純利益又は、中間純損失（△） △1,741 △2,000 － △530 －

 
【修正後】 

 
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（％）

中間（当期）純利益又は、中間純損失（△） △1,867 △2,000 － △530 －

 



 

４． 中間連結財務諸表等 
（１） 中間連結貸借対照表 〔Ｐ．23〕 

【修正前】      【修正後】 

    
当中間連結会計期間末 

（平成 18 年３月 31 日） 
  

当中間連結会計期間末 

（平成 18 年３月 31 日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
区分 

注記

番号
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）      （資産の部）     

流動資産       流動資産     

現金及び預金    5,227,503   現金及び預金   5,227,503  

受取手形及び売掛金    6,269,557   受取手形及び売掛金 
 

 6,269,557  

有価証券    115,359   有価証券   115,359  

その他    1,056,863   その他   1,056,863  

貸倒引当金    △457,206  貸倒引当金   △477,547  

流動資産合計    12,212,076 54.8  流動資産合計   12,191,735 54.9

固定資産       固定資産     

有形固定資産       有形固定資産     

建物   1,006,883   1,006,883建物  1,006,883   

減価償却累計額   311,131 695,752  減価償却累計額  311,131 695,752  

その他   264,444   その他 264,444   

減価償却累計額   181,837 82,606   減価償却累計額 181,837 82,606  

有形固定資産合計    778,359 3.5  有形固定資産合計   778,359 3.5

無形固定資産       無形固定資産     

連結調整勘定    1,074,929   連結調整勘定   1,074,929  

ソフトウェア    1,987,276   ソフトウェア   1,987,276  

その他    68,307   その他  68,307  

無形固定資産合計    3,130,514 14.1  無形固定資産合計  3,130,514 14.1

投資その他の資産       投資その他の資産     

投資有価証券    3,251,270   投資有価証券  3,251,270  

敷金及び保証金    2,445,723   敷金及び保証金   2,445,723  

その他    710,355   その他   710,355  

貸倒引当金    △259,789   貸倒引当金   △288,189

投資その他の資産合計    6,147,559 27.6  投資その他の資産合計   6,119,159 27.5

固定資産合計    10,056,433 45.2  固定資産合計   10,028,033 45.1

資産合計    22,268,510 100.0  資産合計   22,219,769 100.0



 

 
【修正前】        【修正後】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
当中間連結会計期間末 

（平成 18 年３月 31 日） 
  

当中間連結会計期間末 

（平成 18 年３月 31 日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
区分 

注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）       （負債の部）      

流動負債        流動負債      

買掛金    2,170,962   買掛金    2,170,962  

短期借入金    3,124,000   短期借入金    3,124,000  

一年以内返済 

予定長期借入金 
   1,558,667   

一年以内返済 

予定長期借入金 
   1,558,667  

未払金    2,369,279   未払金    2,369,279  

未払法人税等    604,793   未払法人税等    604,793  

未払消費税等    337,723   未払消費税等    337,723  

訴訟関連費用 

引当金  
   304,322   

訴訟関連費用 

引当金  
   304,322  

その他    1,387,598  その他    1,464,456  

流動負債合計    11,857,347 53.2 流動負債合計   11,934,206 53.7

固定負債        固定負債      

社債    402,000   社債    402,000  

長期借入金    3,063,740   長期借入金    3,063,740  

その他    243,189   その他    243,819  

固定負債合計    3,708,929 16.7  固定負債合計   3,709,559 16.7

負債合計    15,566,277 69.9  負債合計   15,643,765 70.4

（少数株主持分）        （少数株主持分）     

少数株主持分    33,111 0.1  少数株主持分   33,111 0.2

（資本の部）        （資本の部）     

資本金    2,042,906 9.2  資本金   2,042,906 9.2

資本剰余金    3,166,385 14.2  資本剰余金   3,166,385 14.2

利益剰余金    1,901,113 8.5  利益剰余金   1,774,884 8.0

その他有価証券 

評価差額金 
   10,117 0.1  

その他有価証券 

評価差額金 
  10,117 0.0

自己株式    △451,400 △2.0  自己株式   △451,400 △2.0

資本合計    6,669,121 30.0  資本合計   6,542,892 29.4

負債、少数株主 

持分及び資本合計 
   22,268,510 100.0  

負債、少数株主 

持分及び資本合計 
  22,219,769 100.0

     



 

 
（２） 中間連結損益計算書 〔Ｐ．25〕 

【修正前】       【修正後】 

    

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） 

  

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） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）

 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）

売上高     24,735,841 100.0  売上高  24,735,841 100.0

売上原価     13,644,758 55.2  売上原価  13,644,758 55.2

売上総利益     11,091,082 44.8  売上総利益  11,091,082 44.8

販売費及び一般管理費        販売費及び一般管理費    

給与手当   3,156,313   給与手当 3,156,313   

広告宣伝費   2,162,274   広告宣伝費 2,162,274   

地代家賃   777,880   地代家賃 777,880   

貸倒引当金繰入額   7,251   貸倒引当金繰入額 7,251   

その他   3,391,094 9,494,815 38.4 その他 3,391,094 9,494,815 38.3

営業利益     1,596,267 6.5 営業利益  1,596,267 6.5

営業外収益       営業外収益    

受取利息   2,140   受取利息  2,140   

受取配当金   1,755   受取配当金 1,755   

保険解約益   2,226   保険解約益 2,226   

業務受託収入   11,933   業務受託収入 11,933   

助成金収入   6,872   助成金収入 6,872   

その他   14,946 39,873 0.2 その他 14,946 39,873 0.1

営業外費用       営業外費用    

支払利息   33,482   支払利息 33,482   

新株発行費   7   新株発行費 7   

支払手数料   48,000   支払手数料 48,000   

貸倒引当金繰入額   23,001   貸倒引当金繰入額 23,001   

その他   11,986 116,477 0.5 その他 11,986 116,477 0.5

経常利益     1,519,663 6.1 経常利益  1,519,663 6.1

特別利益       特別利益    

投資有価証券売却益   ―   投資有価証券売却益 ―   

投資有価証券 

清算分配益 
  ―   

投資有価証券 

清算分配益 
―   

貸倒引当金戻入益   5,519   貸倒引当金戻入益 5,519   

偶発損失引当金戻入益   ― 5,519 0.0 偶発損失引当金戻入益 ― 5,519 0.0

特別損失       特別損失    

固定資産売却損 ※１ 411   固定資産売却損 ※１ 411   

固定資産除却損 ※２ 15,291   固定資産除却損 ※２ 15,291   

投資有価証券売却損   14,330   投資有価証券売却損   14,330   

中途解約違約金   96   中途解約違約金   96   

過年度敷金償却費   ―   過年度敷金償却費   ―   

サービス品質保証調査費   ―   サービス品質保証調査費   ―   

事業再編損失 ※３ 2,398,380   事業再編損失 ※３ 2,524,609   

合併関連費用 ※４ 134,674   合併関連費用 ※４ 134,674   

再就職支援事業 

閉鎖損失 
※５ 35,205 2,598,389 10.5

再就職支援事業 

閉鎖損失 
※５ 35,205 2,724,618 11.0



 

    

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） 

  

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） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）

 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）

税金等調整前中間（当期）

純利益又は、中間純損失

（△） 

    △1,073,206 △4.3  

税金等調整前中間（当期）

純利益又は、税金等調整

前中間純損失（△） 

 △1,199,435 △4.9

法人税、住民税及び 

事業税 
  660,401   

法人税、住民税及び 

事業税 
 660,401   

法人税等調整額   △3,575 656,825 2.7 法人税等調整額 △3,575 656,825 2.7

少数株主利益     11,528 0.1 少数株主利益  11,528 0.0

中間（当期）純利益又は、

中間純損失（△） 
    △1,741,560 △7.0

中間（当期）純利益又は、

中間純損失（△） 
 △1,867,789 △7.6

 
（３） 中間連結剰余金計算書 〔Ｐ．26〕 

【修正前】      【修正後】 

   

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）

   

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）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 区分 

注記 

番号 
金額（千円） 

（資本剰余金の部）    （資本剰余金の部）   

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

資本剰余金増加高     資本剰余金増加高   

増資による新株発行  901  増資による新株発行 901  

自己株式処分差益  132,487 133,388 自己株式処分差益 132,487 133,388

資本剰余金中間期末（期末）残高   3,166,385 資本剰余金中間期末（期末）残高  3,166,385

       

（利益剰余金の部）     （利益剰余金の部）   

利益剰余金期首残高   3,997,028  利益剰余金期首残高  3,997,028

利益剰余金増加高     利益剰余金増加高   

中間（当期）純利益又は、中間純損失

（△） 
 △1,741,560 △1,741,560 中間（当期）純利益  ― ―

利益剰余金減少高    利益剰余金減少高    

 中間純損失 1,867,789

配当金  354,354  配当金 354,354  

自己株式処分差損  ― 354,354 自己株式処分差損 ― 2,222,143

利益剰余金中間期末（期末）残高   1,901,113  利益剰余金中間期末（期末）残高  1,774,884

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（４） 中間連結キャッシュ・フロー計算書 〔Ｐ．27〕 
【修正前】     【修正後】 

    

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）

  

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）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 区分 

注記 

番号 
金額（千円） 

営業活動によるキャッシュ・フロー    営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間（当期）純利益又

は、中間純損失（△） 
  △1,073,206

税金等調整前中間（当期）純利益又は、

税金等調整前中間純損失（△） 
 △1,199,435

減価償却費   379,413 減価償却費  379,413

賞与引当金の増減額(減少：△)   43,877 賞与引当金の増減額(減少：△)  43,877

退職給付引当金の増減額（減少：△）    1,015 退職給付引当金の増減額（減少：△）   1,015

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

訴訟関連費用引当金の増減額 

(減少：△) 
  304,322

訴訟関連費用引当金の増減額 

(減少：△) 
 304,322

貸倒引当金の増減額（減少：△）   407,155 貸倒引当金の増減額（減少：△）  455,896

営業権償却額   60,149 営業権償却額  60,149

商標権償却額    656 商標権償却額   656

保証金償却額    475 保証金償却額   475

連結調整勘定償却額   74,272 連結調整勘定償却額  74,272

受取利息及び受取配当金   △3,481 受取利息及び受取配当金  △3,481

支払利息   33,482 支払利息  33,482

新株発行費   7 新株発行費  7

再就職支援事業閉鎖損失   35,205 再就職支援事業閉鎖損失  35,205

事業再編損失   1,554,616 事業再編損失  1,554,616

合併関連費用   134,674 合併関連費用  134,674

投資有価証券売却益    ― 投資有価証券売却益   ―

投資有価証券売却損    14,330 投資有価証券売却損   14,330

投資有価証券清算分配益   ― 投資有価証券清算分配益  ―

固定資産除却損   15,291 固定資産除却損  15,291

固定資産売却損    411 固定資産売却損   411

過年度敷金償却費    ― 過年度敷金償却費   ―

売上債権の増減額（増加：△）   △513,794 売上債権の増減額（増加：△）  △513,794

未払消費税等の増減額（減少：△）   2,681 未払消費税等の増減額（減少：△）  2,681

仕入債務の増減額（減少：△）   127,178 仕入債務の増減額（減少：△）  127,178

その他債権の増減額（増加：△）   198,787 その他債権の増減額（増加：△）  198,787

その他債務の増減額（減少：△）   △298,847 その他債務の増減額（減少：△）  △221,358

小計   1,498,675 小計  1,498,675

 
 
 
 



 

５．追加情報 〔Ｐ．34〕 
【修正前】       【修正後】 

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） 

  

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） 

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  

 
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 

  当期純損失：    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  

 
６．注記事項 

（１）中間連結貸借対照表関係 〔Ｐ．36〕 
【修正前】       【修正後】 

当中間連結会計期間末 

（平成 18 年３月 31 日） 
 

当中間連結会計期間末 

（平成 18 年３月 31 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を締結 

しております。 

   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 

 

 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を締結

しております。 

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 

 

２ 担保に供している資産 

   定期預金                  50,446 千円 

  上記資産について、１年以内に返済する長期借入金 

45,860 千円、長期借入金 16,680 千円の担保に供して 

おります。 

 

３ 偶発債務 

  関連会社の金融機関からの借入金に対して、下記の通り 

債務保証を行っております。 

 ミリオンプラネッツ㈱           66,776 千円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
（２）中間連結損益計算書関係 〔Ｐ．36〕 

【修正前】      【修正後】 
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） 

  

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） 

※３ 事業再編損失は、平成 17 年 10 月 12 日にドリームテクノ

ロジーズ株式会社に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

リューションズ）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。 

（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

 

 
※３ 事業再編損失は、平成 17 年 10 月 12 日にドリームテクノ

ロジーズ株式会社に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

リューションズ）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。 

（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     148,741 千円 

  その他資産・負債等の修正        △3,997 千円 

 

  計                   616,882 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          133,778 千円 

  訴訟関連費用引当金の計上          304,322 千円 

 

  計                   1,907,727 千円 

 
（３）１株当たり情報 〔Ｐ．45〕 

【修正前】      【修正後】 
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） 

  

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） 

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              27,531.87 円 

１株当たり中間純損失             7,888.63 円 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在

株式は存在するものの1株当たり中間純損失であるため記載してお

りません。 

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額および潜在株式調      （注）１株当たり中間（当期）純利益金額又は、１株当たり中 

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

以下のとおりであります。                      純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

  

  

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）

 

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）

中間（当期）純利益又は、中間純

損失（△） 
      △1,741,560 千円

中間（当期）純利益又は、中間純

損失（△） 
      △1,867,789 千円

普通株式に係る中間（当期）純利

益又は、中間純損失（△） 
 △1,741,560 千円

普通株式に係る中間（当期）純利

益又は、普通株式に係る中間純損

失（△）  

      △1,867,789 千円

普通株式増加数  6,180 株 普通株式増加数         ― 

（うち新株予約権）        （6,180 株） （うち新株予約権）           （―） 

 

 



 

（４）重要な後発事象 〔Ｐ．46〕 
【修正前】       【修正後】 

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） 

  

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） 

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日に実行して

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 

 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 

 

重要な契約の締結 

 連結子会社のミリオン株式会社は、平成 18 年４月５日開催の取

締役会において、ミリオン株式会社の関連会社であるミリオンプラ

ネッツ株式会社の金融機関からの借入金について、連帯保証を行う

ことを決議し、平成 18 年４月５日実行しております。 

  

①契約日：平成 18 年４月５日 

②保証額：36,600 千円 

③契約期限：平成 19 年 11 月 30 日 

 

平成 18 年 9 月期 個別中間財務諸表の概要 
１． 追加情報 〔Ｐ．55〕 

【修正前】       【修正後】 
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） 

  

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） 

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  

 
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 

  当期純損失：    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  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２．注記事項 
（１）１株当たり情報 〔Ｐ．61〕 

【修正前】       【修正後】 
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） 

  

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） 

１株当たり純資産額              34,019.15 円

１株当たり中間純利益             1,1110.36 円

潜在株式調整後１株当たり中間純利益      1,082.11 円

 
１株当たり純資産額              34,019.15 円

１株当たり中間純利益             1,110.36 円

潜在株式調整後１株当たり中間純利益      1,082.11 円

 


