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１.平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 
 (1) 連結経営成績 (百万円未満は切捨て) 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
平成18年９月中間期 8,588 (  3.5 ) 489 ( 16.5 ) 488 ( 22.0 ) 

平成17年９月中間期 8,302 (  ― ) 419 (  ― ) 400 (  ― ) 

平成18年３月期   17,427  771  762  

 

 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 
平成18年９月中間期 236 ( 11.3) 23 25 21 98 

平成17年９月中間期 212 (  ―) 44 15 42 01 

平成18年３月期 360  36 44 34   37 
  
 (注) ① 持分法投資損益       18年９月中間期  －百万円  17年９月中間期   －百万円   18年３月期 －百万円 

② 期中平均株式数(連結) 18年９月中間期 10,160,000株  17年９月中間期 4,807,978株 
                    18年３月期       9,887,233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 
⑤前中間期のパーセント表示については、前々期に中間期開示を行っていないため、記載しておりません。 

 
 (2) 連結財政状態                                                                    (百万円未満は切捨て) 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 １株当たり純資産 

百万円  百万円 ％   円 銭  
平成18年９月中間期 4,684 1,971 38.6 177 98 

平成17年９月中間期 4,286 1,443 33.7 284 21 

平成18年３月期 5,243 1,600 30.5 157 48 
（注）期末発行済株式数(連結) 18年９月中間期 10,160,000株 17年９月中間期 5,080,000株  18年３月期 10,160,000株     

 
 (3) 連結キャッシュ・フローの状況                       (百万円未満は切捨て) 

 
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

百万円 百万円 百万円 百万円 
平成18年９月中間期 424 △69 △441 1,129 

平成17年９月中間期 210 △64 44 1,093 

平成18年３月期 284 △393 421 1,215 

 
 (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     ３社 持分法適用非連結子会社数  ―社 持分法適用関連会社数  ―社 
 
 (5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
 連結(新規)  ―社  (除外)  ―社 持分法(新規)  ―社  (除外)  ―社
 
２.19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

 百万円 百万円 百万円 
通   期 19,000 780 386 

 
 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 37円99銭 

 
＊上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資

料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後、様々な要因によって大きく異なる結果となる
可能性があります。 
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１ 企業集団の状況 

    

当社グループは、当社および子会社３社（株式会社クロップス・クルー、株式会社クロップス・クリエイト、い

すゞビルメンテナンス株式会社）により構成されております。当社では直営店による携帯電話の販売および附帯サ

ービス全般等を行う移動体通信事業を営んでおります。また、人材活用事業として株式会社クロップス・クルーお

よび株式会社クロップス・クリエイトでは一般労働者派遣、業務請負等を、いすゞビルメンテナンス株式会社では、

清掃、設備管理、施設警備等を営んでおります。 

企業集団についての事業の系統図は、次のとおりであります。 
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２ 経営方針 

 

（１）会社の経営の基本方針 

当社は、テクノロジーの活用により知恵と知識を共有し、顧客・株主・取引先・地域社会、そして従業員に

企業活動を通じて貢献することを経営の基本方針としており、「人こそ最大の資源である」というコンセプト

に基づき刻々と変化する環境に適応できる柔軟性を持った人材を育成し、お客様や株主を始めとするステーク

ホルダーの皆様と共生していくことを目指しております。 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元と企業体質の強化を重要な経営政策の一つとして認識しており、財務体質の

強化と今後の事業展開に備えるために内部留保を充実させるとともに、業績に応じた利益配当を行うことを基

本方針としております。なお、内部留保は、財務体質の一層の強化および今後の成長に資するための新規事業

投資や設備投資に活用していく方針であります。 

（３）投資単位の引き下げに関する考え方および方針等 

当社にとって個人株主数の増加および株式の流通性の向上は、重要な資本政策上の課題であると認識してお

ります。その一環として平成17年11月に１：２の株式分割を実施し、また平成18年９月１日より売買単位を

1,000株から100株に変更しております。 

（４）目標とする経営指標 

当社グループは、継続的な成長により規模の拡大を図るとともに一層のコスト削減を進め収益力の向上を図

ってまいります。目標とする指標に関しては、連結ベースでの売上高経常利益率とし、当面の数値目標は5.7％

といたします。 

（５）中長期的な会社の経営戦略 

①移動体通信事業について 

当社が営む移動体通信事業におきましては、平成18年10月24日よりナンバーポータビリティ制度が開始さ

れたことにより、今後は通話料金の値下げや様々なキャンペーンによる各移動体通信事業者間の競争が激化

することが予想されます。このような競争に関しては、先行した移動体通信事業者に他社も追随する傾向に

あり、また携帯電話のラインナップもメーカーのマルチキャリア化が進んでいることから、長期的には各事

業者の特色が見えにくくなることが予想されます。 

このような状況の中当社は、新規出店やより集客力の見込める地域への移転により基盤とする東海地区に

おけるａｕショップ網を拡大し更なるドミナント化を推し進めることで当地区におけるａｕユーザーの拡大

をはかり、既存顧客にはチラシやＤＭを利用した買い替え需要促進策により再来店を促すことで安定した販

売台数を確保してまいります。また店舗運営におきましても更なる効率性を追及し安定した利益の確保を目

指します。 

②人材活用事業について 

子会社で営む人材派遣におきましては、東海地区では、製造業を中心とした好景気により人材に対するニ

ーズは依然として活発であります。また名古屋駅周辺におきましては、ミッドランドスクエアが完成し、そ

の他にも周辺の高層ビル建設による再開発により多くの企業の入居や新規出店が予定されております。 

このような状況がもたらす人材派遣に対する需要は、東海地域を営業基盤とする株式会社クロップス・ク

ルーにとっては更なる成長拡大のための絶好の機会ととらえておりますが、この状況は同業他社にとっても

同様であり、優秀な派遣登録者の獲得のための熾烈な競争が行われております。優秀な派遣登録者獲得のた

めには、認知度を向上させることが必要であると考えており、Ｍ＆Ａによる規模の拡大や様々な地元メディ
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アとのタイアップキャンペーンを中心に20代から30代を中心とした層への認知度向上策を継続してまいりま

す。また、関東地区におきましても株式会社クロップス・クリエイトはいすゞ自動車株式会社とその関連企

業向けの受注の増加と新規顧客の開拓に努めてまいります。 

また、ビルメンテナンスにおきましては、業界全体として顧客からの価格の引き下げ要請が依然として強

く、継続的なコスト削減による価格競争力の強化が必要となります。今後も不採算物件の見直しや案件毎の

作業工程の見直しによるコストの削減による安定した収益の確保に努めると共に営業力の強化による新規物

件の獲得に努めてまいります。 

 

（６）会社の対処すべき課題 

当社グループは、移動体通信事業および人材活用事業を営んでおり、各事業とも経営環境は競争の激化によ

り厳しい状況となっております。 

各事業における課題は次のとおりであります。 

１.移動体通信事業 

ナンバーポータビリティ制度への対応について 

携帯電話の加入台数は平成18年９月末現在で約9,400万台に達し、全体の純増数は鈍化傾向にあります。

今後は平成18年10月24日から開始されたナンバーポータビリティ制度により他社からの新規契約者の取り

込みとともに既存顧客の機種変更による買い替え需要への対応が課題となっており、各移動体通信事業者

および各販売店間の競争が激化するものと思われます。 

当社では、このような状況に対応すべく 

①東海地区に特化した新規店舗の出店および既存店舗のリニューアルによる更なるドミナント化の推

進 

②販売スタッフの増員による待ち時間ロスの削減と社内研修等によるお客様への提案力の向上による

販売機会ロスの削減 

を中心に展開し、販売の拡大を図ってまいります。 

 

２.人材活用事業 

①人材派遣 

人材派遣につきましては、平成16年３月施行の改正労働者派遣法により、適用対象26業務の派遣期間

の制限撤廃および26業務以外の派遣期間の最長１年から３年への延長等大幅な規制緩和が実施されまし

た。この規制緩和により、ビジネスチャンスは拡大されたものの事業への参入が容易なことから新規参

入の増加、また各事業者の営業規模拡大により競争環境はより一層厳しくなるものと予測されます。 

株式会社クロップス・クルーおよび株式会社クロップス・クリエイトでは、このような環境に対応す

るために 

・既存取引先との更なる関係の深耕 

・Ｍ＆Ａを中心とした事業の拡大 

を柱に安定収益の確保により事業基盤の強化および事業収益性の向上を図ってまいります。 

②ビルメンテナンス 

ビルメンテナンス業界は、顧客企業からのビル管理コストの削減のための仕様変更、また減額要請が

増加し各事業者とも非常に厳しい経営を強いられております。また、これらの要因で顧客企業が新たに

業者を選定する動きが活発化し業界全体を通して収益性が悪化しております。 

いすゞビルメンテナンス株式会社では、このような経営環境に対応するためには、採算性の向上を図
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るべくコスト削減への取り組みが経営課題となっております。 

この経営課題に対応するために 

・物件毎の作業工程の見直しによる原価の低減 

・全社的なコスト削減 

に取り組み価格競争力の向上を図ってまいります。 

 

３ 経営成績および財政状態 

１． 当中間連結会計期間の概況（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで） 

（１）経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善による設備投資の増加や個人消費にも改善傾向が

見られ、また雇用情勢につきましても好調な企業業績を背景に、失業率や有効求人倍率といった指標が改善傾向

にあることから、景気は確実な回復基調にあるものと思われます。しかしながら、原油価格の高騰等の不安定要

因も依然として存在しております。 

こうした経済環境の中、当社が営む移動体通信事業におきましては、平成18年９月末時点での携帯電話の累計

加入台数が約9,400万台に達し飽和状態にあり、平成18年10月24日から開始されるナンバーポータビリティ制度

に向けての各移動体通信事業者間や各販売店間の競争がますます激しくなっております。 

子会社が営む人材活用事業のうち人材派遣に関しては、その需要は旺盛であるものの、顧客企業が求める質の

高い派遣登録者の確保に向けての各人材派遣事業者間競争は激しい状況にあります。またビルメンテナンスに関

しても、価格競争は熾烈であり、新規契約の受注も厳しい状況にあります。 

このような市場環境の中、当社グループは、それぞれの事業におけるお客様のニーズに応えるべく営業活動を

行ってまいりました。 

この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高8,588,965千円、経常利益は488,976千円、中間純利益は

236,279千円となりました。 

事業区分別の概況は、次の通りとなります。 

①移動体通信事業 

移動体通信事業におきましては、ａｕショップ桑名星川店、津駅前店の移転や既存店舗２店舗（ａｕショッ

プ豊田若林店、ａｕショップ豊田高橋店）のリニューアルおよびＤＭやチラシ等各種販売促進策を中心に新規

顧客の獲得と既存顧客の囲い込みに注力いたしました。その結果、販売台数（新規・機種変更）は堅調に推移

し、当中間連結会計期間の売上高は4,833,557千円、営業利益は314,895千円となりました。 

②人材活用事業 

 人材活用事業におきましては、人材派遣では派遣需要の拡大に対応すべく、既存取引先への受注の拡大や新

規取引先の開拓に努めました。また派遣登録者の募集および登録活動にも積極的に取り組むとともに、継続的

にテレビＣＭを放映する等知名度の向上にも努めました。この結果として愛知万博による派遣需要の剥落があ

ったものの、引き続き東海地区の地域経済は活況であり、業績は堅調に推移いたしました。 

ビルメンテナンスでは契約額の引き下げはあったものの、価格競争力の強化に向けた全社的なコスト削減に取

り組みました。この結果、当中間連結会計期間の売上高3,854,349千円、営業利益は167,254千円となりました。 

  

（２）財政状態 

当中間連結会計期間末における現金および現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度に比べて

86,290千円減少し、1,129,372千円となりました。 
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当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

営業活動の結果得られた資金は424,358千円となりました。これは主に法人税等の支払額が140,362千円あっ

たものの税金等調整前中間純利益が483,696千円あったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、69,511千円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出

192,619千円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果減少した資金は、441,137千円となりました。これは主に短期借入金の純減額400,000千円等

によるものであります。 

 

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成18年９月中間期

自己資本比率（％） 38.6  

時価ベースの自己資本比率（％） 113.2  

債務償還年数（年） 2.5  

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 111.2  

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 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対

象としております。また利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用してお

ります。 

※債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するために２倍にしております。  

 

（３）通期の見通し 

わが国経済は、今後も企業収益の改善や設備投資の増加等による緩やかな景気回復基調が続くものと思われ

ます。このような経済環境の中、当社グループにおきましては、移動体通信事業では新規販売はナンバーポー

タビリティ制度の開始直後であることから、他の移動体通信事業者からの移行がある程度見込むことができ順

調に推移するものと予想されます。一方の機種変更につきましても、下期も引き続き割引キャンペーン等によ

る移動体通信事業者の施策により、引き続き安定して推移するものと思われます。しかしながら下期には、数

店舗の新規出店を予定していることと今後予想される販売機会の拡大に対応すべく現状の販売スタッフの大幅

な増員を予定しております。これに伴う採用活動費や人件費の増加が収益の減少要因として見込んでおります。

また人材活用事業のうち人材派遣におきましては、景気の好調さを背景に人材派遣に対する需要は引き続き旺

盛でありこの傾向は続いていくものと思われます。ビルメンテナンスにつきましては、契約単価の引き下げ要
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請は強く、売上の増加は厳しい状況にあるものの、物件毎の採算性の見直しやさらなるコストの削減に努める

ことにより、収益性を高めてまいります。 

通期の業績見通しといたしましては、連結売上高19,000百万円（前期比109.0％）、連結経常利益780百万円

（前期比102.3％）、連結当期純利益386百万円（前期比107.1％）を見込んでおります。 

 

（４）事業等のリスク 

以下には、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しており

ます。当社グループとして必ずしも重要なリスクとは考えていない事項についても、投資判断上で、あるいは当

社グループの事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資家および株主に対する積極的な情

報開示の観点から記載しております。 

当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の予防および発生時の対応に努力する方針です

が、当社グループの経営状況および将来の事業についての判断は、以下の記載事項および本書中の本項以外の記

載を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。また、以下の記載は当社株式への投資に関連す

るリスクの全てを網羅するものではありません。 

 

１．移動体通信事業について 

①店舗展開について 

当社グループは、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県の４県下でＫＤＤＩ株式会社との代理店契約に基づく

「ａｕショップ」を展開する移動体通信事業を行っております。「ａｕショップ」は移動体通信事業者のブラ

ンドを冠した販売およびサービスステーションであり、新規出店は原則的にＫＤＤＩ株式会社の戦略に基づい

て決定しております。そのため、新規出店の開設場所、規模、運営形態については、ＫＤＤＩ株式会社との協

議の上決定されることとなり、ＫＤＤＩ株式会社の戦略および方針によっては重要な影響を受ける可能性があ

ります。 

 

②特定取引先への依存について 

当社が行う移動体通信事業は、移動体通信事業者をＫＤＤＩ株式会社１社に限定しており、当社とＫＤＤＩ

株式会社との間で代理店契約を締結しております。代理店契約は１年毎の自動更新となっております。万が一

当社が当該契約の各条項に著しく違背した場合や、当該契約の円滑な履行が困難となった場合などには、ＫＤ

ＤＩ株式会社は催告を要さずに当社への通知のみをもって、本契約を解除することができます。また、有効期

間内であっても３ヶ月前に通知することにより契約を解約できることとなっております。そのため、今後ＫＤ

ＤＩ株式会社の代理店政策が変更された場合には、契約期間内であっても契約を解約されるリスクがあります。 

以上のような事態となった場合には経営成績に重大な影響を及ぼすこととなります。 

また、当社グループの移動体通信事業における店舗は平成18年９月末現在で38店舗でありますが、店舗のす

べてはＫＤＤＩ株式会社の「ａｕショップ」であります。「ａｕショップ」で取扱う携帯電話は、ＫＤＤＩ株

式会社から仕入れていることや、当社の売上高の主要なものは携帯電話およびＫＤＤＩ株式会社から支払われ

る手数料（いわゆる販売コミッション）であることから、当社グループのＫＤＤＩ株式会社への仕入依存度お

よび販売依存度はいずれも高くなっております。 

したがいまして、仕入および販売につきましては、ＫＤＤＩ株式会社の事業戦略や他の移動体通信事業者との

競争力の低下等によって、当社の経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 
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③携帯電話のライフサイクルの短期化について 

移動体通信事業において販売する携帯電話は、技術の進歩に伴うライフサイクルの短期化等により、機種ご

との販売価格が下落しやすい傾向となってきております。 

 これまで携帯電話売上は仕入価格を下回る価格で販売する場合でも、受取手数料を原資として収益を確保し

てきましたが、今後の状況の変化によっては当社の経営成績に重大な影響を及ぼすこととなります。 

④受取手数料に依存した収益構造について 

当社は移動体通信事業者が提供する携帯電話の販売や移動体通信サービスの加入契約の取次等を行うことに

より、移動体通信事業者から手数料を収受しております。 

（イ）販売手数料：携帯電話の新規販売並びに機種変更に係る移動体通信事業者からの受取手数料 

（ロ）作業系手数料：故障対応等に係る移動体通信事業者からの受取手数料 

（ハ）回線系手数料：保有顧客による回線の通話料等に応じた移動体通信事業者からの受取手数料  

受取手数料の金額、支払対象期間、支払対象サービス、通話料金に対する割合等の条件は、移動体通信事業

者の事業方針等により決定又は変更されることから、現在の取引条件から大幅な変更等が生じた場合には当社

の経営成績に重大な影響を及ぼすこととなります。 

また、当社は移動体通信事業者との代理店契約において、当社の運営する「ａｕショップ」において顧客が

移動体通信事業者と移動体通信サービスへの加入契約をした後、一定の期間内に当該契約の解約等を行った場

合には、当該加入契約締結時に当社に支払われた手数料の一部を戻入することに合意しております。これによ

り、今後一定期間内の解約が予想以上に増加した場合には、当社の経営成績に重大な影響を及ぼすこととなり

ます。 

 

⑤法的規制について 

移動体通信事業者の代理店業務については、「電気通信事業法」、「不当景品類及び不当表示防止法」（景

品表示法）、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（独占禁止法）等により規制されており、

当社では、当該法令等を遵守し販売活動を行っております。また、移動体通信事業者の代理店として「電気通

信事業における個人情報保護に関するガイドライン」（総務省告示第695号）や社団法人電気通信事業者協会が

定める「代理店の営業活動に対する倫理要綱」についても遵守しております。 

しかしながら、当社の営業活動において万が一、法令や上記ガイドライン、倫理要綱等に違反した場合には、

事業の許可の取消又は事業の停止を命じられる可能性があり、当社の経営に重大な影響を及ぼすこととなりま

す。 

 

⑥ナンバーポータビリティ制度について 

平成18年10月24日から実施されたナンバーポータビリティ制度（携帯電話の電話番号を変えずに他の移動体

通信事業者への変更が可能となる制度）により、移動体通信事業者間の乗り換えによる買替需要の活性化が予

測されておりますが、現時点で当該制度導入による各移動体通信事業者への影響を予測することは非常に困難

であります。このことにより移動体通信事業者の販売代理店政策の変更、また当社の営業方針を変更する可能

性も否定できず、これらのことが当社の経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦個人情報について 

移動体通信事業におきましては、携帯電話の販売および各種手続きにおいて顧客の個人情報を取り扱ってお

ります。平成17年４月からの「個人情報の保護に関する法律」（個人情報保護法）の施行に伴い、当社では個
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人情報の管理を徹底すべく平成17年１月に「プライバシーマーク」を取得いたしました。 

しかしながら、書類の盗難およびネットワークへの不正侵入等による個人情報漏洩の可能性は否定できず、

万が一このような事態が発生した場合には、当社の経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

２．人材活用事業について 

①特定取引先への依存について 

人材活用事業は、一般労働者派遣、特定労働者派遣、業務請負、清掃、設備管理、施設警備等を行っており

ます。 

株式会社クロップス・クルーは、平成12年５月に名古屋鉄道株式会社および株式会社名鉄百貨店並びに当社

との共同出資で設立（当社出資比率56.5%）され、愛知県下を中心に営業を行っています。主な取引先は、名古

屋鉄道グループ各社であり、特に株式会社名鉄百貨店に対する販売依存度は平成18年９月期中間期において

22.6％となっております。 

株式会社クロップス・クリエイトは、平成16年３月にいすゞビルメンテナンス株式会社の100％出資子会社と

して設立され、労働者派遣事業および有料職業紹介事業等の営業を行っています。主な取引先はいすゞ自動車

グループ各社であり、同グループに対する販売依存度は平成18年９月中間期において66.0％となっております。 

いすゞビルメンテナンス株式会社は、いすゞエステート株式会社の子会社としてビルメンテナンスを行って

おりましたが、平成15年11月に同社の株式を取得することで、当社の子会社としております。主な取引先はい

すゞ自動車グループ各社であり、同グループに対する販売依存度は平成18年９月中間期において50.3％となっ

ております。 

以上のように、特定取引先への依存度が高いため、特定取引先の今後の方針変更等によっては当社グループ

の経営成績に重大な影響を及ぼすことがあります。 

 

②法的規制について 

人材活用事業に対する法的規制等は次のとおりであります。 

対象会社 事業 監督官庁 主な法令名 

(株)クロップス・クルー 

(株)クロップス・クリエイト 
人材派遣 厚生労働省 

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

備等に関連する法律 

(株)クロップス・クルー 

(株)クロップス・クリエイト 
有料職業紹介 厚生労働省 職業安定法 

厚生労働省 
建築物における衛生的環境の確保

に関する法律他 

国家公安委員会 警備業法 

総務省 消防法他 

経済産業省 電気事業法他 

国土交通省 建築基準法、マンション管理法他 

いすゞビルメンテナンス(株) ビルメンテナンス

環境省 

廃棄物の処理及び清掃に関する法

律、環境基本法、浄化槽法、水質

汚濁防止法 

一般労働者派遣は労働者派遣法に基づき、一般労働者派遣事業の許可を取得して行っておりますが、労働者
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派遣法は一般労働者派遣事業の適正な運営を確保するために派遣事業を行う事業主が、派遣元事業主としての

欠格事由に該当したり、法令に違反した場合には、事業の許可の取消又は事業の停止を命じられる旨を定めて

おり、万一そのような事態になった場合には一般労働者派遣を行えなくなり、経営成績に影響を及ぼすことと

なります。また、労働者派遣法およびその他関係法令等については、市場の変化や社会的な要請等により適宜

改正される可能性もあります。 

 

③規制緩和の状況と競争激化について 

労働者派遣業界は、適用対象業務として26業務が政令で定められておりましたが、平成11年12月の労働者派

遣法の改正により、一部の適用除外業務を除いて原則自由化されたり、平成16年３月からは製造ラインへの派

遣解禁や派遣期間の撤廃・延長、医療分野への紹介予定派遣制度の活用による派遣解禁など多岐にわたる規制

緩和に伴い、新規業務への派遣等のビジネスチャンス拡大の恩恵を受ける場合や、新規参入業者の増加による

競争激化の影響を受ける場合等、各社様々な影響を受けております。当社グループではこれらをビジネスチャ

ンスとして捉え、既存顧客との関係をより強化し経営基盤の安定を図るとともに、過去の経験およびノウハウ

を活かした新しい分野への派遣や、企業買収、業務提携等を視野に入れた業務の拡大を図っていく計画であり

ます。 

しかしながら、労働者派遣業界は目まぐるしく変化しつつ拡大しているものの、経済状態に左右されやすい

面があり、また競争激化による派遣料金の下落なども想定されることから、これらに対して当社グループが適

切な対応を行えない場合や、当初の計画に変更が生じた場合には当社グループの経営成績が影響を受ける可能

性があります。 

 

④人材確保と質の維持について 

人材活用事業において派遣登録者の確保は重要であり、派遣登録者の募集は就職情報誌、各種専門誌、新聞、

ホームページ等の活用により積極的な求人活動を行う他、既登録者からの紹介も行っております。また、派遣

登録者については各派遣登録者のレベルに合わせたオーダーメイド研修、ＯＡ研修、ビジネスマナー研修、パ

ソコン・テキストの無料貸出等、様々な研修および制度でスキルアップに努めております。しかしながら派遣

登録者の確保が計画どおり進まなかった等の場合にはビジネスチャンスを逃すことになりかねず、そのような

場合には経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤個人情報について 

「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」（労働省告示第137号）の改正がなされ個人情報の適正管理が

定められたことや、「個人情報の保護に関する法律」（個人情報保護法）が施行されたことに伴い、社内体制

の整備や管理の徹底を行っており、この一環として株式会社クロップス・クルーでは平成16年１月に「プラバ

シーマーク」を取得いたしました。しかしながら、書類の盗難およびネットワークへの不正侵入等の可能性も

否定できず、万が一このような事態が発生した場合には、当社グループの経営成績に重大な影響を及ぼすこと

となります。 

 

⑥社会保険問題について 

労働者派遣業界においては社会保険の加入資格を有する派遣労働者の中で、保険未加入の者がいるという問

題があります。これは社会保険等に係る法制度が常用雇用の正社員を基本としているのに対し、多くの派遣労

働者は短期間、断続的という特殊な雇用形態にあることが背景であると考えられます。 
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平成11年12月の労働者派遣法の改正に伴い、派遣元事業主は派遣先企業に対して、派遣労働者が保険加入の

資格を有するか否かの通知を行うことが義務づけられ、社会保険に加入する必要のある派遣労働者については

派遣元事業主は保険に加入させてから派遣を行い、派遣先企業は保険に加入している派遣労働者のみを受け入

れるべきであるものとされ、これらの改正により社会保険の加入が促進されてきております。 

当社グループにおいては、当該会社設立時より社会保険制度の趣旨を踏まえ、現行法を遵守すべく雇用契約

締結にあたり加入資格者の全員加入に努めた結果、平成18年９月末現在100％となっておりますが、今後につい

ても、派遣労働者の就業実績によっては加入資格に変更が生じる可能性があるため、各子会社独自に派遣実績

データ等を確認する等の対応を行っております。 

なお、社会保険料の料率が改定された場合、当社グループにもその負担が発生するため、当社グループの経

営成績に影響を与える可能性があります。 

 

３．Ｍ＆Ａへの取り組み方針について 

当社は業務の強化および補強ならびに新規事業への展開を図る有効な手段として、積極的に企業買収、業務

提携等に取組んでいく方針であります。 

移動体通信事業においては、小型・軽量化、高機能化等、進化し続ける携帯電話によってアフターマーケッ

トの充実が求められ、これらのサービス全般を充実させるための方策として、より一層のドミナント化や店舗

網の見直し等による当社シェアの拡大等を考えております。また、人材活用事業においては、専門的な派遣登

録者の確保や、営業エリアに特化した進出、実績のある販売職派遣を活かした流通業への展開等を含めた事業

基盤拡大等を考えており、さらには新規事業への展開のため、業務提携、合弁企業設立並びに企業買収を含め

た事業展開に取組んでいく方針であります。 

しかしながら、提携、合弁、買収先企業と当社との間で企業文化が相違するなどから当社の見込み通りに連

結収益に貢献するとは限りません。また、企業統治が十分に行えないリスクや、不良資産・不良事業を取り込

むリスクもあります。また、今後資金需要の発生に伴う借入金増加によって、当社グループの財務内容へ影響

を与える可能性があります。 
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４．関連当事者との取引について 

関連当事者との取引は以下のとおりであります。 

自平成18年４月１日 至平成18年９月30日 
(単位：千円) 

関 係 内 容 

属 性 
会 社 等 

の 名 称 
住 所 

資 本 金

又 は 

出 資 金 

事 業 の 内 容

又 は 職 業

議決権等の所有

( 被 所 有 ) 割 合 役 員 の

兼 任 等

事業上の

関 係

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

前 田 博 史 － － 
当社代表取締役

社長 

（被所有） 

直接36.81％
－ － 

店舗賃貸借

取引に対す

る被債務保

証 

（※１）

25,906 － － 

役 員 お よ

び そ の 近

親者 

小 川 幸 久 － － 

当社代表取締役

専務 

（被所有） 

直接 7.05％
－ － 

社宅の賃貸

（※２） 
1,622 

固 定 負 債

その他 

（ 預 り 保

証金） 

（※２） 

1,080

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりませんが、各科目の期末残高には消費税等が含まれ

ております。 

２．取引条件および取引条件の決定方針等 

（※１）当社は、店舗の賃貸借契約に基づく賃借料に対して当社代表取締役社長前田博史より債務保証を受けて

おります。なお、当該債務保証に関して保証料の支払いおよび担保の提供等は行っておりません。 

（※２）預り保証金は、借上げ社宅の保証金であり、社宅の賃貸契約の条件は、当該物件の賃借契約の条件と同

一であります。 

 

５．ストック・オプションについて 

当社グループは、当社の取締役および従業員並びに当社子会社取締役に対する貢献意欲および経営への参加意

欲を高めるため、旧商法第280条ノ20および旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権を付与しております。 

これらのストック・オプションが行使された場合、当社の１株当たりの株式価値は希薄化し、株価に影響を及

ぼす可能性があります。また、当社グループは、役員および従業員の士気を高める目的や、優秀な人材を獲得す

るためのインセンティブとして、今後も新株予約権の付与を行う可能性があり、さらに株式価値の希薄化を招く

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 当中間連結会計期間末 
前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

  (平成17年９月30日) (平成18年９月30日) (平成18年３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   1,093,612 1,129,372  1,215,663

 ２ 受取手形及び売掛金   1,313,698 1,295,543  1,730,498

 ３ たな卸資産   424,651 594,233  674,723

 ４ 繰延税金資産   178,032 132,118  136,904

 ５ その他   59,084 66,952  183,094

   貸倒引当金   △3 △0  △21

   流動資産合計   3,069,077 71.6 3,218,219 68.7  3,940,863 75.2

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※１   

  (1) 建物及び構築物  444,168 485,544 448,557 

  (2) 土地  ― 318,402 182,068 

  (3) その他  253,086 101,231 87,215 

   有形固定資産合計   697,254 16.3 905,179 19.3  717,841 13.7

 ２ 無形固定資産   18,954 0.4 22,746 0.5  20,152 0.3

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  193,440 235,836 256,576 

  (2) 繰延税金資産  30,001 40,857 41,911 

  (3) 保証金  188,147 196,458 204,314 

  (4) その他  89,889 65,115 61,777 

   投資その他の資産 

   合計 
  501,478 11.7 538,267 11.5  564,579 10.8

   固定資産合計   1,217,687 28.4 1,466,193 31.3  1,302,573 24.8

   資産合計   4,286,764 100.0 4,684,413 100.0  5,243,436 100.0
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  前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

  (平成17年９月30日) (平成18年９月30日) (平成18年３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 支払手形及び買掛金   655,183 758,172  1,159,516

 ２ 短期借入金   － －  400,000

 ３ 一年以内返済予定の 

長期借入金 
  221,832 196,696  213,366

４ 未払金   542,937 548,979  601,066

 ５ 未払法人税等   178,744 219,226  132,803

 ６ 賞与引当金   361,317 240,511  258,592

 ７ 役員賞与引当金   － －  2,000

 ８ その他   257,496 287,174  247,670

   流動負債合計   2,217,511 51.7 2,250,759 48.0  3,015,015 57.5

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金   359,654 337,968  344,626

 ２ 繰延税金負債   30,143 23,429  34,372

 ３ 退職給付引当金   67,992 87,185  78,020

 ４ 役員退職慰労引当金   14,330 12,020  18,970

 ５ その他   1,080 1,080  1,080

   固定負債合計   473,200 11.1 461,682 9.9  477,068 9.1

   負債合計   2,690,711 62.8 2,712,442 57.9  3,492,083 66.6

     (少数株主持分)    

  少数株主持分   152,216 3.5 －  151,287 2.9

(資本の部)         

Ⅰ 資本金   231,427 5.4 － －  231,427 4.4

Ⅱ 資本剰余金   291,548 6.8 － －  291,548 5.6

Ⅲ 利益剰余金   875,173 20.4 － －  1,023,238 19.5

Ⅳ その他有価証券評価差額金   45,687 1.1 － －  53,851 1.0

資本合計   1,443,836 33.7 － －  1,600,065 30.5

負債、少数株主持分 

及び資本合計 
  4,286,764 100.0 － －  5,243,436 100.0

    (純資産の部)       

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   － － 231,427 4.9  － －

 ２ 資本剰余金   － － 291,548 6.2  － －

３ 利益剰余金   － － 1,244,277 26.6  － －

株主資本合計   － － 1,767,253 37.7  － －

Ⅱ 評価・換算差額等   － －  － －

１ その他有価証券評価差額金   － － 41,054 0.9  － －

評価・換算差額等合計   － － 41,054 0.9  － －

Ⅲ 少数株主持分   － － 163,663 3.5  － －

   純資産合計   － － 1,971,970 42.1  － －

   負債純資産合計   － － 4,684,413 100.0  － －
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②中間連結損益計算書 

  前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

  
(自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日) 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日) 

(自 平成17年４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

（％）
金額(千円) 

百分比

（％）
金額(千円) 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   8,302,182 100.0 8,588,965 100.0  17,427,831  100.0

Ⅱ 売上原価   6,523,439 78.6 6,675,137 77.7  13,892,507   79.7

   売上総利益   1,778,742 21.4 1,913,827 22.3  3,535,323   20.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,358,929 16.3 1,424,697 16.6  2,763,552  15.9

   営業利益   419,813 5.1 489,130 5.7    771,771 4.4

Ⅳ 営業外収益       

 １ 受取利息  335 489     1,019     

 ２ 受取配当金  1,145 1,523     1,520  

３ 保険金収入  － 583 － 

４ 助成金収入  － 624 － 

５ 保険事務手数料  701 698 1,471 

 ６ 消費税等免税益  12,018 － 23,787 

 ７ その他  615 14,815 0.1 1,040 4,958 0.1 1,835 29,634 0.2

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  5,000 3,861 8,305 

 ２ 新株発行費償却  9,076 － 10,979 

 ３ 株式公開費用  19,408 － 19,408 

 ４ ゴルフ会員権評価損  － 955 － 

 ５ その他  178 33,663 0.4 295 5,112 0.1 255 38,948 0.2

経常利益   400,765 4.8 488,976 5.7  762,457 4.4

Ⅵ 特別利益    

 １ 貸倒引当金戻入益  1,990 20 1,972 

 ２ 金及び地金売却益  － 1,990 0.0 － 20 0.0 9,308 11,281 0.1

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産売却損 ※２ 252 － 495  

 ２ 固定資産除却損 ※３ 6,128 5,301 21,991 

 ３ 関係会社株式売却損  － － 74,500 

４ 営業権償却  － － 27,000 

 ５ 役員退職金  5,000 － 5,000 

６ 社葬費用  8,469 － － 

 ７ その他  － 19,850 0.2 － 5,301 0.0 8,469 137,457 0.8

   税金等調整前 

   中間(当期)純利益 
  383,105 4.6 483,696 5.7  636,281 3.7

法人税、住民税及び 

事業税 
 176,230 229,464 254,410 

法人税等調整額  △31,401 144,829 1.7 3,295 232,759 2.7 △3,542 250,867 1.4

   少数株主利益   25,983 0.3 14,658 0.2  25,055 0.2

   中間(当期)純利益   212,293 2.6 236,279 2.8  360,358 2.1
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③ 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の連結剰余金計算書
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

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  66,018  66,018

Ⅱ 資本剰余金増加高   

 増資による新株の発行  225,530 225,530 225,530 225,530

Ⅲ 資本剰余金中間期末 
  (期末)残高 

 291,548  291,548

   

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  670,988  670,988

   

Ⅱ 利益剰余金増加高   

   中間（当期）純利益  212,293 212,293 360,358 360,358

   

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 1 配当金  4,700 4,700 

2 役員賞与  3,022 3,022 

 3 連結除外に伴う減少高  385 8,108 385 8,108

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高 

 875,173  1,023,238
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中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

株主資本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月31日残高（千円） 231,427 291,548 1,023,238 1,546,214

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当 △15,240 △15,240

中間純利益 236,279 236,279

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額） 
 

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円） 
－ － 221,039 221,039

平成18年９月30日残高（千円） 231,427 291,548 1,244,277 1,767,253

 

 

評価・ 

換算差額等 

 

その他有価証券

評価差額金 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高（千円） 53,851 151,287 1,751,353 

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当 △15,240 

中間純利益 236,279 

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額） 
△12,796 12,375 △421 

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円） 
△12,796 12,375 220,617 

平成18年９月30日残高（千円） 41,054 163,663 1,971,970 
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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 当中間連結会計期間 
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17年４月１日

 至 平成17年９月30日)

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

(自 平成17年４月１日

 至 平成18年３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  383,105 483,696 636,281

 ２ 減価償却費  28,829 32,965 60,246

 ３ 貸倒引当金の増加額（△減少額）  △902 △20 △884

４ 賞与引当金の増加額（△減少額）  62,377 △18,081 △40,347

５ 役員賞与引当金の増加額（△減少額）  － △2,000 2,000

６ 退職給付引当金の増加額（△減少額）  3,173 9,165 13,200

７ 役員退職慰労引当金の増加額（△減少額）  1,460 △6,950 6,100

 ８ 受取利息及び受取配当金  △1,480 △2,012 △2,539

 ９ 支払利息  5,000 3,861 8,305

 10 金及び地金売却益  － － △9,308

 11 関係会社株式売却損  － － 74,500

 12 営業権償却  － － 27,000

 13 固定資産売却損  252 － 495

14 固定資産除却損  4,957 3,511 18,905

 15 ゴルフ会員権評価損  － 955 －

 16 売上債権の減少額（△増加額）  184,261 434,955 △232,538

 17 たな卸資産の減少額（△増加額）  9,052 80,489 △241,019

18 仕入債務の増加額（△減少額）  △277,854 △401,343 226,478

19 役員賞与の支払額  △3,325 － △3,325

 20 その他  △67,328 △52,792 △6,889

    小計  331,579 566,399 536,661

 21 利息及び配当金の受取額  1,146 2,092 1,521

 22 利息の支払額  △4,954 △3,815 △8,444

 23 法人税等の還付額  － 44 －

 24 法人税等の支払額  △117,309 △140,362 △244,945

  営業活動によるキャッシュ・フロー  210,460 424,358 284,792

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 有形固定資産の取得による支出  △61,734 △192,619 △154,250

 ２ 有形固定資産の売却による収入  100 － 100

 ３ ゴルフ会員権取得による支出  － △2,955 －

 ４ 関係会社株式の取得による支出  － － △212,000

 ５ 関係会社株式の売却による収入  － － 137,500

 ６ 投資有価証券の取得による支出  － － △49,384

 ７ 貸付けによる支出  － △300 △127,500

８ 貸付金の回収による収入  － 127,680 －

 ９ 保証金の支払による支出  △3,758 △1,770 △21,266

 10 保証金の返還による収入  1,452 8,000 1,793

 11 金及び地金の売却による収入  － － 37,730

 12 その他  △278 △7,545 △5,729

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △64,219 △69,511 △393,007

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 短期借入金の純増減額  △150,000 △400,000 250,000

 ２ 長期借入れによる収入  170,000 100,000 270,000

 ３ 長期借入金の返済による支出  △339,004 △123,328 △462,498

 ４ 株式の発行による収入  371,070 － 371,070

 ５ 配当金の支払額  △4,700 △15,071 △4,700

 ６ 少数株主への配当金の支払額  △2,737 △2,737 △2,737

  財務活動によるキャッシュ・フロー  44,628 △441,137 421,134

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  190,869 △86,290 312,919

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  903,743 1,215,663 903,743

Ⅵ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額  △1,000 － △1,000

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※１ 1,093,612 1,129,372 1,215,663
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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17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

 

（イ）連結子会社の数 ３社 

すべての子会社を連結

しております。 

連結子会社名 

   ㈱クロップス・クルー

    ㈱クロップス・クリエ

イト、いすゞビルメン

テナンス㈱ 

前連結会計年度におい

て連結子会社であった

㈱オーウッズは、平成

17年８月に清算結了し

たため、連結の範囲か

ら除外しております。

 

（イ）連結子会社の数 ３社 

すべての子会社を連結

しております。 

連結子会社名 

   ㈱クロップス・クルー

    ㈱クロップス・クリエ

イト、いすゞビルメン

テナンス㈱ 

 

 

   

（イ）連結子会社の数 ３社 

すべての子会社を連結

しております。 

連結子会社名 

   ㈱クロップス・クルー

    ㈱クロップス・クリエ

イト、いすゞビルメン

テナンス㈱ 

前連結会計年度におい

て連結子会社であった

㈱オーウッズは、平成

17年８月に清算結了し

たため、連結の範囲か

ら除外しております。

２ 持分法の適用に関

する事項 

 

持分法適用会社はありませ

ん。 

非連結子会社及び関連会社

がないため、該当事項はあ

りません。 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

３ 連結子会社の中間

決算日（事業年

度）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。 

 

同左 連結子会社の決算日は、連

結決算日と一致しておりま

す。 

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 

 

 

（イ）有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

中間連結会計期間

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

により算出してお

ります。） 

    時価のないもの 

移動平均法による

原価法 

 

 

 

（イ）有価証券 

  その他有価証券 

    時価のあるもの 

中間連結会計期間

末日の市場価格等

に基づく時価法

（評価差額は、全

部純資産直入法に

より処理し､売却

原価は、移動平均

法により算出して

おります。） 

    時価のないもの 

移動平均法による

原価法 

 

 

 

（イ）有価証券 

その他有価証券 

    時価のあるもの 

決算期末日の市場

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

平均法により算出

しております。）

    時価のないもの 

移動平均法による

原価法 
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 前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 （ロ）デリバティブ取引によ

り生じる正味の債権及

び債務 

    時価法 

 

（ロ）デリバティブ取引によ

り生じる正味の債権及

び債務 

    同左 

（ロ）デリバティブ取引によ

り生じる正味の債権及

び債務 

    同左 

 （ハ）たな卸資産 

商品 

総平均法による原価

法 

 

（ハ）たな卸資産 

商品 

    同左 

（ハ）たな卸資産 

商品 

    同左 

（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 

主に定率法 

   ただし､平成10年４

月１日以降取得し

た建物（建物附属

設備は除く）につ

いては定額法。 

なお、耐用年数に

ついては法人税法

に規定する方法と

同一の基準によっ

ております。 

 

（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､ソフトウ

ェア（自社利用

分）については、

社内における利用

可能期間（５年）

に基づく定額法。

なお、耐用年数に

ついては、法人税

法に規定する方法

と同一の基準によ

っております。 

（ロ）無形固定資産 

同左 

（ロ）無形固定資産 

定額法 

ただし、ソフトウ

ェア（自社利用

分）については、

社内における利用

可能期間（５年）

に基づく定額法。

なお、耐用年数に

ついては、法人税

法に規定する方法

と同一の基準によ

っております。 

また、営業権につ

いては、取得時の

費用として一括償

却処理しておりま

す。 
 

（３）重要な繰延資

産の処理方法 

 

新株発行費 

 支払時に全額費用として

処理しております。 

          新株発行費 

支払時に全額費用として

処理しております。 
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 前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（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。 

 

（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

づき当中間連結会計期

間負担額を計上してお

ります。 

 

（ロ）賞与引当金 

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

づき当連結会計年度負

担額を計上しておりま

す。 

 （ハ）役員賞与引当金 

 

 

（ハ）役員賞与引当金 

一部の連結子会社は、

役員に対する賞与の支

給に備えるため、支給

見込額を計上すること

としておりますが、当

中間連結会計期間にお

いては、支給見込額を

合理的に算定すること

ができないため計上し

ておりません。 

（会計方針の変更） 

 当中間連結会計期間

より「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17

年11月29日 企業会計

基準第４号）を適用し

ていおります。 

（ハ）役員賞与引当金 

一部の連結子会社は、

役員に対する賞与の支

給に備えるため、支給

見込額を計上しており

ます。 

（追加情報） 

「役員賞与の会計処理

に関する当面の取扱

い」（企業会計基準委

員会 実務対応報告第

13号 平成16年３月９

日）に基づき、当連結

会計年度から発生時に

費用処理しておりま

す。この結果、従来の

方法と比べて、営業利

益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益が

2,000千円減少してお

ります。 

 

 （ニ）退職給付引当金 

   一部の連結子会社は､

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に

基づき計上しておりま

す。 

 

（ニ）退職給付引当金 

   同左 

 

（ニ）退職給付引当金 

   一部の連結子会社は､

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17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 （ホ）役員退職慰労引当金 

   一部の連結子会社は､

役員の退職慰労金の支

出に備えるため､内規

に基づく当中間連結会

計期末要支給額を計上

しております。 

 

（ホ）役員退職慰労引当金 

   同左 

（ホ）役員退職慰労引当金 

一部の連結子会社は､

役員の退職慰労金の支

出に備えるため､内規

に基づく期末要支給額

を計上しております。

（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）重要なヘッジ

会計の方法 

 

（イ）ヘッジ会計の方法 

金利スワップについ

て特例処理を採用し

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…借入金利息

 

（ハ）ヘッジ方針 

借入金の金利変動リ

スクを回避する目的

で金利スワップ取引

を行っております。

 

（ニ）ヘッジ有効性評価の方

法 

金利スワップの特例

処理の要件を満たし

ておりますので、有

効性の評価を省略し

ております。 

 

（イ）ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

（ロ）ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

 

 

 

（ハ）ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

（ニ）ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

 

（イ）ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

（ロ）ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

 

 

 

（ハ）ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

（ニ）ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

 

（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 

消費税及び地方消費税の

会計処理は、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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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

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、要求払預金及び取

得日から３ヶ月以内に満期

日の到来する流動性の高

い、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

ない短期的な投資からなっ

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、要求払預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期日の

到来する流動性の高い、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短

期的な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17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（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」（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に係る意見

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」（企業会計基準委員会 平

成15年10月31日企業会計基準適

用指針第６号）が平成17年４月

１日以後に開始する連結会計年

度から適用されることとなった

ことに伴い、当中間連結会計期

間から同会計基準及び同会計指

針を適用しております。 

なお、この変更に伴う損益

に与える影響はありません。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

当中間連結会計期間から「貸

借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準第５号）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用

指針第８号）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。 

 なお、従来の「資本の部」の

合 計 に 相 当 す る 金 額 は 、

1,808,307千円であります。 

中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間に

おける連結貸借対照表の純資産

の部については、改正後の中間

連結財務諸表規則により作成し

ております。 

 

（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」（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に係る意見

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」（企業会計基準委員会 平

成15年10月31日企業会計基準適

用指針第６号）が平成17年４月

１日以後に開始する連結会計年

度から適用されることとなった

ことに伴い、当連結会計年度か

ら同会計基準及び同会計指針を

適用しております。 

なお、この変更に伴う損益

に与える影響はありません。 

 

 

 

 

 （ストック・オプション等に関する

会計基準等） 

  当中間連結会計期間から「スト

ック・オプション等に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月27日 企業会計基準第

８号）及び「ストック・オプショ

ン等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成

17年12月27日 企業会計基準適用

指針第11号）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17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

 

 

（連結貸借対照表） 

前中間連結会計期間において有形固定資産「その

他」に含めて表示しておりました「土地」（前中間

連結会計期間173,413千円）は、総資産の100分の５

を超えることとなったため、当中間連結会計期間よ

り区分掲記することとしております。 

 

 

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９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

   326,563千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

  353,141千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

329,522千円 

 

(中間連結損益計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要なもの 

役員報酬及び給料手当 549,573千円

賞与引当金繰入額 114,852千円

退職給付費用 4,314千円

役員退職慰労引当金繰入額 1,460千円

地代家賃 138,037千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要なもの 

役員報酬及び給料手当 564,469千円

賞与引当金繰入額 86,851千円

退職給付費用 1,502千円

役員退職慰労引当金繰入額 2,650千円

地代家賃 147,707千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要なもの 

役員報酬及び給料手当 1,109,112千円

賞与引当金繰入額 90,070千円

退職給付費用 6,459千円

役員退職慰労引当金繰入額 6,100千円

地代家賃 278,486千円
 

※２ 固定資産売却損の内訳 

その他         252千円 

※２  

 

※２ 固定資産売却損の内訳 

その他          495千円

 

※３ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物        5,363千円 

その他           764千円 

 合  計         6,128千円 

 

※３ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物        4,696千円

その他         604千円

合  計          5,301千円

   

※３ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物       17,002千円

その他          4,989千円

合  計        21,991千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１. 発行済株式に関する事項 

（単位：株） 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 
当中間連結会計 

期間末 

普通株式 10,160,000 － － 10,160,000

 

２. 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数（株） 

区分 内訳 
目的となる

株式の種類
前連結会

計年度末
増加 減少 

当中間連

結会計期

間末 

当中間連

結会計期

間末残高

（千円）

提出会社 

 

平成17年新株予約

権 
普通株式 678,000 － － 678,000 － 

合     計 678,000 － －  678,000 － 

  （注）平成17年新株予約権は、権利行使の初日が到来しておりません。 

 

３. 配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当金の原資

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成18年６月23日 

定時株主総会 
普通株式 15,240 利益剰余金 1.5 平成18年３月31日 平成18年６月24日

 

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後とな

るもの 

該当事項はありません。 
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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17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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17年９月30日現在） 

現 金 及 び 預 金 1,093,612千円 

現金及び現金同等物 1,093,612千円 
 

※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９月30日現在）

現 金 及 び 預 金 1,129,372千円 

現金及び現金同等物 1,129,372千円 
 

※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18年３月31日現在）

現 金 及 び 預 金 1,215,663千円 

現金及び現金同等物 1,215,663千円 
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(リース取引関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 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及び中

間期末残高相当額 

 機械装

置及び

運搬具 

工具器

具及び

備品 

合計 

取得価

額相当

額 

  千円 

2,794 

  千円 

28,355 

  千円 

31,150 

減価償

却累計

額相当

額 

1,787 25,083 26,871 

中間期

末残高

相当額 

1,006 3,271  4,278 

 

１ 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及び中

間期末残高相当額 

 機械装置

及び運搬

具 

合計 

取得価額相

当額 

  千円

2,794

  千円

2,794

減価償却累

計額相当額
2,286 2,286

中間期末残

高相当額 
507 507

 

１ 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及び期

末残高相当額 

 機械装

置及び

運搬具 

工具器

具及び

備品 

合計 

取得価

額相当

額 

  千円 

2,794 

  千円 

18,703 

  千円

21,498

減価償

却累計

額相当

額 

2,037 18,256 20,293

期末残

高相当

額 

  757    447  1,204

 
② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

       １年以内      4,476千円 

１年超       229千円 

合 計     4,705千円 

 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

       １年以内     229千円 

１年超       －千円 

合 計      229千円 

② 未経過リース料期末残高相当額

       １年以内   1,185千円 

１年超      －千円 

合 計    1,185千円 

③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料       4,463千円 

減価償却費相当額   4,301千円 

支払利息相当額       89千円 

 

③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料        957千円 

減価償却費相当額    696千円 

支払利息相当額       16千円 

③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料        8,003千円

減価償却費相当額   7,374千円

支払利息相当額      128千円

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 

利息相当額は、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、各期の配分方法について

は、利息法によっておりま

す。 

 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

１ その他有価証券で時価のある有価証券 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間期連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

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) 

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) 

その他有価証券  
 

  

株  式 111,065 187,940 76,874 160,449 230,336 69,886 160,449 251,076 90,626

合  計 111,065 187,940 76,874 160,449 230,336 69,886 160,449 251,076 90,626

 

２ 時価評価されていない有価証券       

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

区分  
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） 

その他有価証券 

非上場株式  5,500

 

5,500 5,500

 

合 計 5,500 5,500 5,500

 

 

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除い

ております。 

 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除い

ております。 

 

前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除い

ております。 
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（ストック・オプション等関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 当該中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

      該当事項はありません。 

 

２ 当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容及び規模 

      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17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

 
   

移動体通信事業
(千円) 

   
人材活用事業

(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 

4,340,412 3,961,770 8,302,182 － 8,302,182

（２）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ 62,429 62,429 (62,429) －

計 4,340,412 4,024,200 8,364,612 (62,429) 8,302,182

営業費用 4,095,124 3,852,868 7,947,993 (65,623) 7,882,369

営業利益 245,287 171,331 416,619 3,193 419,813

(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 各事業の主なサービス 

（１）移動体通信事業……携帯端末の販売及び附帯サービス全般。 

（２）人材活用事業………労働者派遣法に基づく一般労働者派遣、特定労働者派遣、業務請負、職業安定

法に基づく有料職業紹介、ビルメンテナンス事業等。 

３ 営業費用のうち配賦不能営業費用はありません。 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
   

移動体通信事業
(千円) 

   
人材活用事業

(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 

4,833,557 3,755,407 8,588,965 － 8,588,965

（２）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ 98,942 98,942 (98,942) －

計 4,833,557 3,854,349 8,687,907 (98,942) 8,588,965

営業費用 4,518,662 3,687,095 8,205,757      (105,922) 8,099,834

営業利益 314,895 167,254 482,150 6,980 489,130

(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 各事業の主なサービス 

（１）移動体通信事業……携帯端末の販売及び附帯サービス全般。 

（２）人材活用事業………労働者派遣法に基づく一般労働者派遣、業務請負、職業安定法に基づく有料職

業紹介、ビルメンテナンス事業等。 

３ 営業費用のうち配賦不能営業費用はありません。 
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前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 
   

移動体通信事業
(千円) 

   
人材活用事業

(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 

9,648,898 7,778,932 17,427,831 － 17,427,831

（２）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ 136,392 136,392  (136,392)    －

計 9,648,898 7,915,324 17,564,223 (136,392) 17,427,831

営業費用 9,149,967 7,648,484 16,798,451  (142,392)  16,656,059

営業利益 498,931 266,840 765,771  6,000 771,771

(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 各事業の主なサービス 

（１）移動体通信事業……携帯端末の販売及び附帯サービス全般。 

（２）人材活用事業………労働者派遣法に基づく一般労働者派遣、業務請負、職業安定法に基づく有料職

業紹介、ビルメンテナンス事業等。 

３ 営業費用のうち配賦不能営業費用はありません。 

 

２ 所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社およ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18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社およ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17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

３ 海外売上高 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９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18年４月１日 至 平成18年９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17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 284円21銭 
 

１株当たり純資産額 177円98銭
 

１株当たり純資産額 157円48銭
 

１株当たり中間純利益 44円15銭 
 

１株当たり中間純利益 23円25銭
 

１株当たり当期純利益 36円44銭
 

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益 

42円01銭 
 

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益 

21円98銭
 

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益 

34円37銭
 

 

当社は、平成17年11月21日付で１株

につき２株の割合をもって株式分割

を行っております。 

当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前中間連結会計期間

における１株当たり情報について

は、以下のとおりであります。 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

１株当たり純資産額 

142円10銭 

１株当たり中間純利益 

22円07銭 

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益 

21円00銭 
 

当社は、平成17年11月21日付で１株

につき２株の割合をもって株式分割

を行っております。 

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にお

ける１株当たり情報については、以

下のとおりであります。 

 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 

88円48銭 

１株当たり当期純利益 

37円64銭 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 

― 
 

 

(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

中間連結損益計算書上の中間（当

期）純利益（千円） 
212,293 236,279 360,358

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
212,293 236,279 360,358

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳（千円） 
－ － －

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式の期中平均株式数（千株） 4,807 10,160 9,887

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益の算定に用いられた普通

株式増加数の主要な内訳（千株） 

新株予約権 

245 587 595

普通株式増加数（千株） 245 587 595

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

利益の算定に含まれなかった潜在株

式の概要 

－ － －
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(重要な後発事象) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

平成17年９月12日開催の取締役会に

より、株式分割による新株式発行を

決議いたしました。 

（１）平成17年11月21日付をもって

普通株式１株を２株に分割す

る。 

（２）分割により増加する株式数 

普通株式 5,080,000株 

（３）分割方法 

平成17年９月30日最終の株

主名簿及び実質株主名簿に

記載または記録された株主

の所有株式数を１株につき

２株の割合をもって分割す

る。 

（４）配当起算日 

平成17年10月１日 

 

上記決議に基づき平成17年11月21日

付で１株につき２株の割合をもって

株式分割を行っております。 

当該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における

１株当たり情報並びに当期首に行わ

れたと仮定した場合の当中間連結会

計期間における１株当たり情報は、

それぞれ以下のとおりとなります。 

 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日  

至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日  

至 平成17年３月31日) 

１株当たり純

資産額 

142円10銭 

 

１株当たり 

純資産額 

88円48銭 

１株当たり中

間純利益 

22円07銭 

１株当たり当

期純利益 

37円64銭 

 

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益 

  21円00銭 

潜在株式調整

後１株当たり

当期純利益 

― 
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５ 仕入及び販売の状況 

(1) 仕入実績 

当中間連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ
ります。 

 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日） 事業の種類別セグメント 

金    額（千円） 前年同期比(％) 

移動体通信事業 3,563,809 8.2 

人材活用事業 44,568 21.4 

合計 3,608,378 8.3 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 販売実績 

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ごとに示すと、次のとおりであ
ります。 

 

当中間連結会計期間 

 （ 自  平成18年４月１日 
    至  平成18年９月30日） 

事業の種類別セグメント 

金 額（千円） 前年同期比（％）

携帯端末等販売 4,164,759 13.0

作業系手数料 157,941 △10.6

回線系手数料 484,075 9.8

その他 26,781 △33.5

移動体通信事業 

小計 4,833,557 11.3

派遣・業務請負 1,933,175 △2.1

清掃・設備管理・施設警備 1,320,899 △8.8

その他 501,332 △6.9
人材活用事業 

小計 3,755,407 △5.2

合  計 8,588,965 3.4

（注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

       ２ セグメント間の取引については相殺消去しております。 
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３ 当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割

合は、次のとおりであります。 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 相手先 

金額（千円） 割合(％) 

ＫＤＤＩ株式会社 4,363,583 50.8 

いすゞ自動車株式会社 1,010,463 11.7 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

４  携帯端末等販売は、携帯端末の新規販売並びに機種変更による売上、新規販売並びに機種変更に

係る移動体通信事業者からの受取手数料、携帯端末附属商品の売上であります。なお、当中間連

結会計期間における携帯端末の新規販売並びに機種変更による地域別販売台数は、次のとおりで

あります。 

 新規販売（台） 機種変更（台） 計（台） 期末店舗数（店）

愛知県 27,613 38,783 66,396 28

三重県 5,101 6,747 11,848 7

岐阜県 943 1,101 2,044 1

静岡県 1,558 1,837 3,395 2

計 35,215 48,468 83,683 38

５  作業系手数料は、故障対応等に係る移動体通信事業者からの受取手数料であります。 

６  回線系手数料は、保有顧客による回線の通話料等に応じた移動体通信事業者からの受取手数料で

あります。 

７  人材活用事業の当中間連結会計期間における新規派遣登録者数は965名であり、当中間連結会計

期間末における派遣登録者数は20,195名であります。 

 

 

―  ― 36


	01_−é‰Æ‘W™c.pdf
	１　企業集団の状況
	２　経営方針
	３　経営成績および財政状態

	02_‚Ý”Ø‚Î‘ÆŁ\.pdf
	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

	03_‚¹›v„v”Z‘‚.pdf
	②中間連結損益計算書

	04_™ƒ−Ô‘èŠ]‰à„v”Z‘‚†A−ﬂ”å”‚Œ{ﬁŽŁÏﬁ®„v”Z‘‚.pdf
	③ 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

	05_ŸA„‰CF.pdf
	④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書

	06_™“‰L.pdf
	中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
	表示方法の変更
	注記事項
	\(中間連結貸借対照表関係\)
	\(中間連結損益計算書関係\)
	\(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係\)
	\(リース取引関係\)
	\(有価証券関係\)
	\(デリバティブ取引関係\)
	１　当該中間連結会計期間における費用計上額及び科目名
	２　当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容及び規模
	（セグメント情報）
	\(１株当たり情報\)
	\(重要な後発事象\)


	07_”dﬁü‰y‡ÑﬂÌﬂ—‡Ì‘ó‰µ.pdf
	５ 仕入及び販売の状況
	\(1\) 仕入実績
	\(2\) 販売実績


	2‚Ý”Ø‚Î‘ÆŁ\.pdf
	１　中間財務諸表等

	3‚¹›v„v”Z‘‚.pdf
	\(２\)中間損益計算書

	4−ﬂ”å”‚Œ{ﬁŽŁÏﬁ®„v”Z‘‚.pdf
	（３）中間株主資本等変動計算書

	5™P‚Ì™“‰L.pdf
	中間財務諸表作成の基本となる重要な事項
	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
	注記事項
	\(中間貸借対照表関係\)
	\(中間損益計算書関係\)
	\(リース取引関係\)
	\(有価証券関係\)
	\(１株当たり情報\)
	\(重要な後発事象\)


	01_−é‰Æ‘W™c.pdf
	１　企業集団の状況
	２　経営方針
	３　経営成績および財政状態

	01_−é‰Æ‘W™c.pdf
	１　企業集団の状況
	２　経営方針
	３　経営成績および財政状態

	5™P‚Ì™“‰L.pdf
	中間財務諸表作成の基本となる重要な事項
	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
	注記事項
	\(中間貸借対照表関係\)
	\(中間損益計算書関係\)
	\(リース取引関係\)
	\(有価証券関係\)
	\(１株当たり情報\)
	\(重要な後発事象\)





