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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 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 4,418 － 35 － 17 －

17年９月中間期 － － － － － －

18年３月期 2,607 199 207

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９月中間期 △67 － △2,480 48 － －

17年９月中間期 － － － － － －

18年３月期 100 4,012 88 3,047 49
（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 △11百万円 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 27,175株 17年９月中間期 －株 18年３月期 25,033株

③会計処理の方法の変更 無

④当中間連結会計期間が中間連結財務諸表作成初年度であるため、対前年中間期増減率は表示しておりません。

⑤潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり中間純損失のため記載しておりません。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年９月中間期 5,436 1,338 23.7 47,402 29

17年９月中間期 － － － － －

18年３月期 1,855 1,395 75.2 51,352 15

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 27,175株 17年９月中間期 －株 18年３月期 27,175株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年９月中間期 36 262 △95 1,219

17年９月中間期 － － － －

18年３月期 △92 △312 1,048 1,016

(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 ６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） ３社 （除外） －社 持分法（新規） １社 （除外） １社

２．平成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 13,900 451 159

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　5,874円20銭

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

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

　当社グループは、セレブリックス・ホールディングス株式会社（旧社名　株式会社セレブリックス）及び子会社６社に

より構成されており、「顧客収益向上のための最適な支援サービスを提供し続ける」ことを目的とし営業コンサルティン

グ、アウトソーシング並びにセールスプロモーションを主たる業務としております。なお、セレブリックス・ビジネス・

ソリューション株式会社は平成18年12月１日をもって親会社であるセレブリックス・ホールディングス株式会社に吸収合

併されるため便宜上、セレブリックス・ホールディングス株式会社のコンサルティング事業に含んでおります。そして、

株式会社大東通信社につきましても、株式会社国連社の子会社であり平成18年10月1日付けにて吸収合併されることよりグ

ループ事業系統図では株式会社国連社に含めて表示しております。

 

【グループ事業系統図】
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【セレブリックス・ホールディングス（事業持株会社）】 

【連結対象子会社】 

【セレブリックスグループ】 

短期業務請負による支援 

長期業務請負による支援 

営業組織の一括業務請負 
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営業・販売コンサルティング 

人財採用・活用支援コンサルティング 

セレブリックス・ビジネス・ソリューション㈱ 
組織診断コンサルティング 

㈱国連社 
総合広告代理、販売促進 

㈱イーヴァム・インターナショナル 
見本市・イベントブース企画・制作 

セレブリックス・インベストメント㈱ 
協業・支援先への投資及びインキューベー
ション 

エックス・ネット・サービス㈱ 
サービス型システムソリューション 
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  (1) コンサルティング事業

　営業・販売コンサルティングを中心に、人財採用・活用支援コンサルティング、「心の指数(Emotinal Intelligence 

Quotient)」を使用した組織診断コンサルティングを主たる業務としております。

 ①　営業・販売コンサルティング

　　営業・販売コンサルティングは当社グループの行うコンサルティングのうち、顧客企業の営業部門を対象としたも

のです。当該コンサルティングの特徴は「営業部門のマネジメント代行」にあります。「営業部門のマネジメント」

とは①営業戦略の立案と収益目標の設定、②営業手法及び管理手法の確立、③営業部門の研修及び指導、④営業成果

の評価といった営業部門の一連の経営管理業務を指します。なお、これら営業部門のマネジメントの代行業を補完す

る業務として、顧客企業が扱う商品やサービスの顧客評価の調査や競合企業の調査を行う市場調査業務、セミナー販

売の支援等の業務も請け負っております。

②　人財採用・活用支援コンサルティング

　　人財採用・活用支援コンサルティングは、当社グループのコンサルティングのうち顧客企業の人事部門・採用部門

を対象としたものです。当社グループのコア事業である営業・販売コンサルティングから派生して生まれたものであ

り、その目的は同じく顧客企業の収益拡大にあります。すなわち当社グループの人財採用・採用支援コンサルティン

グの特徴は顧客企業の収益拡大を実現する人財採用・活用を支援することにあります。

③　組織診断コンサルティング

　　組織診断コンサルティングは当社グループのコンサルティングのうち、企業の部門ではなく、部門や組織を構成す

る「人」を対象としたものです。人が生来持つ感情にEQ理論でアプローチすることにより目的達成・戦略推進・顧客

満足を実現し企業経営に貢献していくことにあります。

 

(2) アウトソーシング事業

　　短期請負収益向上支援アウトソーシングや営業組織の一括業務請負アウトソーシングを主たる業務としております。

　①　短期請負収益向上支援アウトソーシング

　　コンビニエンスストア、販売業、フリーペーパー配布、販売促進チラシ配布、店頭支援、コンサート、飲食業、軽

作業現場等顧客企業の収益向上支援のための急なニーズに即時に対応できる人材請負業務であります。

　②　営業組織の一括業務請負アウトソーシング　

　　リクルート社求人広告代理店他、複数社の営業組織の一括業務請負を行っております。

　③　イベントプロデュース

　　ビジネス展示会・産業見本市の企画から運営、集客の代行まで一括で行うサービスであります。従来では、広告宣

伝の要素が強かったビジネス展示会・産業見本市の企画を立案し、イベント運営や集客代行、出店企業の募集代行を

行います。サービス提供領域としては、業界主催の総合展示会から、顧客企業単独で行うプライベートイベントまで、

大小様々なイベントに対応しております。

 

　(3) セールスプロモーション事業

    広告代理店業としての機能をもつ株式会社国連社、株式会社大東通信社、見本市やイベントブースの企画・制作を

行う株式会社イーヴァム・インターナショナルの３社を販売促進を行うための広報・イベント推進としてセールスプ

ロモーション事業を新設いたしました。

 

 (4) その他事業

　　エックス・ネット・サービス株式会社は株式会社エックスネットの商材である「XNETサービス」の販売・サポート

業を行っております。また、当社グループがコンサルティング又はアウトソーシングで支援している企業、もしくは

事業シナジーがあるとみなされる企業への直接投資・インキュベーションは主にセレブリックス・インベストメント

株式会社を通じて行っております。
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２．経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

　当社グループは、「企業の収益向上」を支援することで、企業と社会と個人を元気にするという経営理念のもと、

各企業や組織に対して当社グループの持つマネジメントノウハウや人材サービスなどを提供してまいりました。さら

に幅広く「顧客の収益向上」をもたらす機能を提供するために、広報、セールスプロモーション機能（株式会社国連

社並びに株式会社イーヴァム・インターナショナル）やITサービス提供機能（エックス・ネット・サービス株式会

社）、投資育成機能（セレブリックス・インベストメント株式会社）などを資本提携含め関連会社機能として強化し

てまいりました。これも、創業以来目指していた、あらゆる企業の収益向上支援をワンストップで行うためのもので

あり、企業の収益向上に直接結びつかない機能は持たず、グループ会社化しないということの現れであります。この

方針は今後も継続追及していくことがグループ経営の健全化につながると信じております。

 

(2) 会社の利益配分に関する方針 

　当社グループは株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しておりますが、さらなる事業規模の拡大及び

経営基盤の確立のために内部留保の充実に努めておりますので、設立以来、配当は行っておりません。この半期にお

いても、内部留保の充実があったために、株式会社国連社という規模の大きい広告代理店の買収が可能でありました。

企業価値を高めるために必要な資本政策に従い、内部留保を効率的に再投資し当社グループの成長を早期に実現する

ことが、株主利益の増大につながる事と考えております。

　今後も永続的な利益成長を目指すとともに、内部留保の充実に応じた株主への利益還元は経営の重要な課題と認識

し、事業拡大のための投資と内部留保のバランスを考えながら配当を実施していく方針であります。

 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針

　当社グループは平成18年１月31日を持ちまして１株につき５株の株式分割を行っております。これにより投資単位

が引下げられ株式市場における流動性が高まったものと認識しておりますが、今後も個人投資家の動向、市場環境、

株式の需給環境等を総合的に勘案し対応を検討してまいりたいと考えております。

 

(4）目標とする経営指標 

　当社グループはグループとしての総合力を駆使し、あらゆる企業の収益向上支援をワンストップで行うことを目標

に、今までと同様の収益の量的拡大とリピート顧客数の拡大・取引社数の増大を図りながら、一定の利益率の確保を

継続志向としてまいります。そして、グループ企業の拡大に伴い、借入金等の債務償還年数と一定の自己資本比率を

意識した経営を同時に行いながら、収益増大の成長性と企業維持のための安全性に両面の指標を見据えた経営を行っ

てまいります。

 

(5) 中長期的な会社の経営戦略

　今日まで組織の営業・販売部門に対する収益向上支援を行ってきたノウハウを更なる多くの部門に拡大すると同時

に、企業経営全般へのマネジメントアウトソーシングを展開することを目指します。

　企業が描く成長戦略を実現するためには、アウトソーシングサービスのみを利用するだけでは目標達成が困難であ

ります。採用のみ、教育のみ、派遣利用のみ、コンサルティングのみといった手法の導入ではなく、その企業の成長

に必要なサービスを有機的に結びつけて最も適したソリューションを提供しなければ成果として現れません。もはや

企業経営におけるマネジメントも最適化されたソリューションをいかに提供できるかが問われる時代であるといえま

す。

　今後も課題を解決するために当社グループは今まで培ってきた収益向上支援のためのノウハウをソリューションで

提供できるように、それぞれのノウハウを事業会社化し、セレブリックス・ホールディングス株式会社といたしまし

た。経営の５大経営資源である「人・物・金・情報・時間」の有効活用が成功している企業は、成長軌道に乗ってい

るといえます。当社グループは企業それぞれの経営資源をワンストップで有効活用することを目指していきます。

　「人」の有効活用についてコンサルティング領域では、マネジメント代行によるハンズオン型のノウハウの提供か

ら、人のモチベーション向上による組織の活性化を行うコンサルティング事業と、セレブリックス・ビジネス・ソ

リューション株式会社が対応しています。また、企業の組織形態や商品サービス形態に応じて、主婦、アルバイト、

ニート並びに定年退職者のマッチングを行い、最適な組織の構築までをアウトソーシング事業が対応しております。

　「物」の有効活用については、商品自体の生産は行っておりませんが、商品の流通面において、販売の支援アウト

ソーシングをアウトソーシング事業が行い、販売促進の広報・イベントについては株式会社国連社並びに株式会社イー
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ヴァム・インターナショナルにおいて対応しております。

　「金」については、セレブリックス・インベストメント株式会社を通じて、資金提供を行うことで成長スピードが

一気に上るベンチャー企業を中心に、資金提供及びマネジメント代行サービスを同時に行う投資形態で確実な成長を

支援しております。

　「情報」の有効活用ついては、経営の効率化のための最適なシステム導入を目標として、東京証券取引所１部上場

企業の株式会社エックスネットとのジョイントベンチャーであるエックス・ネット・サービス株式会社が対応してお

ります。

　「時間」の有効活用については、上記サービスを当社グループが効率的に運用することで短期的に収益向上を図り、

長期的には組織の無駄を省くことへとつながり事業スピードを飛躍的に増大させることで対応していくと考えており

ます。現在では当社グループがある程度の領域を網羅することが出来るようになりましたが、細部についてサービス

提供しきれていない領域が残っております。今後はその部分を埋めるために主に新規事業の立上げと人材育成に引き

続き注力していくことは元より、事業提携・買収を視野にいれて、サービスメニューの拡大を図っていくことであら

ゆる企業の多様な課題に応えられる体制を整備していくことが中長期的な当社グループの経営戦略の柱になります。

 

(6) 会社の対処すべき課題

　当社では継続的な成長を実現する為に中長期的な経営戦略を具体化し、企業価値を高めるとともに、後述の「事業

等のリスク」で挙げた様々なリスク要因の経営への影響を最小化すべく、是正及び予防措置を講じていきます。 

 

－ 5 －



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の経済は、国内企業の体質改善の成果により、利益体質が強化された企業が増加

しています。それを反映するように、景気の拡大期間もいざなぎ景気を超えるまでになり、現在も景気拡大期が継続し

ている状況です。企業収益は大きく改善に向かう中、労働需給関係に大きな変化、例えば、失業率の大幅な改善、正社

員・非正社員の雇用数の飛躍的な伸びなどが起こっております。それに伴い、企業側の採用難易度は上がり、採用コス

トの上昇はあらゆる企業においての課題になっている状況です。今後、金利の上昇や上記の採用コストの増加による収

益の圧迫等、不透明な面もありますが、企業の収益体質の強化と設備や人への堅調な投資が続き、更なる成長へのス

テージに入ることで、緩やかなインフレ傾向とともに所得の増加、個人消費の拡大も期待できる期であったといえます。

　このような環境下、当社グループでも既存事業部門売上・利益とも大幅な伸び率で業績を残すことができました。一

方、更なる企業への提供価値を拡大するために株式を取得した株式会社国連社については、期中から当社グループの連

結対象子会社となりました。買収当初より組織改変や新しい商品開発と人材配置に力点を置き、抜本的な再建を図るた

めに、利益率の低いプロジェクトの見直しを徹底的に行いました。結果として、売上高総額は下りましたが、一定の利

益率を確保できる体制を整えました。

 その結果、当中間連結会計期間におきまして、売上高は、4,418,045千円となりました。

 

　コンサルティング事業におきましては、引き続き大手顧客からの関連企業への営業展開が順調に進みました。また、

今までの実績に基づいて新規顧客からコンサルティングの引き合いも増えてきたことを受け、営業コンサルティングの

新規営業部隊の新設という営業展開を図ることで利益率の高い案件も順調に増えることになりました。更に、前期から

引続き行っている採用支援から獲得できる新規顧客も、企業側の旺盛な採用意欲とコンサルティング事業の新規学卒

者・中途採用者を手厚く配属することで多数獲得することができました。ここで獲得した新規顧客が下期以降の収益の

源泉になることは明るい展望であるといえます。

　そして、モチベーションマネジメントによる組織の活性度を測る「EQI（行動特性検査）」を扱う、セレブリックス・

ビジネス・ソリューション株式会社も本格稼動し、新規顧客も順調に獲得が進み中には全社員数百人規模で実施する企

業も出てまいりました。このEQIと営業コンサルティングのセットがひとつのコンサルティングの流れとなっており、

行動特性に基づいて、より効率的な営業マネジメント手法の確立とその実践、あるいは営業コンサルティングを施した

後に、効果継続のための行動特性検査を行うことにより適正な人材配置につなげるといった効果を生むようになってお

ります。今後は、コンサルティングの大きな流れを追及するためにも、より成果の現れやすいコンサルティングサービ

スの提供を目標にコンサルティング事業とセレブリックス・ビジネス・ソリューションズ株式会社との融合が下期の鍵

になると考えております。

　以上の結果を踏まえ、当中間連結会計期間のコンサルティング事業の売上高は628,324千円となりました。

　 

　アウトソーシング事業におきましては、継続して人材採用需要が逼迫しているサービス業領域への営業展開を強化し

ております。コンビニエンスストアへの短期請負は東京地区において更に需要が伸びており、単価のアップと契約店舗

の増加を堅調に進め、収益においても大きな伸び見せております。また、新たな展開を図るために横浜地区における

サービスの展開も軌道に乗せることに成功し、横浜地区単体での黒字化はもとより、大きく利益貢献するまでに成長し

ております。コンビニエンスストアの短期請負は売上高は前年対比49.2％の増加となっております。

　また、広告・フリーペーパーの配布業務においては、積極的な営業展開とクライアントである媒体各社の旺盛な創刊

意欲とアウトソーシング事業の今までの実績が評価され、こちらも順調に業績を伸ばすことができました。更に、ス

タッフの質の向上・顧客のニーズに応えられるようなチーム編成作りというサービス内容の強化を同時に行ってきたこ

とで、質・量ともに対応できる体制が整えられたことも需要を確実に捉えることができた要因であります。

　イベントプロデュースについては、平成18年６月より連結子会社となった株式会社イーヴァム・インターナショナル

との協業を主に営業活動いたしました。具体的には、既存の顧客に対してサービス領域を拡大しながら、今まで提供出

来なかった分野の業務に協力して対応できるような体制を双方で構築してまいりました。実際にイベントの請負のみの

受注から、イベントへの集客に対するコンサルティングまでを要望する顧客も発生しており、この協業がマーケットか

ら大いに期待されているという感触を得ることができました。当中間連結会計期間においては、小規模な案件ではあり

ますが、本格的な案件の受注による収益への寄与は下期以降となると考えております。

　以上の結果を踏まえ、当中間連結会計期間のアウトソーシング事業の売上高は939,750千円となりました。
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　セールスプロモーション事業は、当中間連結会計期間に買収した株式会社国連社と株式会社イーヴァム・インターナ

ショナルを併せて当中間連結会計期間より創設いたしました。

　株式会社国連社については、広告代理業の業況がダウントレンドにあり、広告代理業自体のあり方が、メディアの変

化や消費行動の変化に伴い変わらなければならない状況下にあります。しかしながら当社グループは、旧態依然の事業

運営である株式会社国連社を子会社化いたしました。これは、確かに広告代理店の今までのやり方に限界はあるものの、

株式会社国連社が担当しているクライアントはナショナルクライアント中心であり、また媒体口座もあらゆる媒体を扱

える無形資産があるという状況であれば、従来と違う事業運営や営業体制を構築すれば十分に再生できると考えました。

そして、当社グループの今まで培ってきた「収益向上支援ノウハウ」を活かした新たな再生ビジネスとして、当社グ

ループの事業価値自体も大きく向上することができると考えております。なお、株式会社国連社は従来の広告代理店に

はなかった、顧客の売上拡大に直接的にコミットする、いわば、広告のみの代理店からマーケティング支援まで行い、

顧客の売上に直接的につながる広告会社（マーケティング・エージェンシー）を標榜し事業展開を図る体制に変革して

おります。この今後の営業展開につきましては、今までもこのようなサービスを望まれていたため、大半の顧客に賛同

いただいておりますが、当中間連結会計期間におきましては、既存の大手クライアントの予算措置が取られた後となっ

ていたため、予想していたほどの収益貢献につながりませんでした。しかしながら、新規顧客の獲得も続いており、相

対的に新規取引が増加したことは明るい材料であります。今後は、好調な経済環境化を反映して大手企業も収益貢献に

つながる案件が獲得できるものと予想されます。

　株式会社イーヴァム・インターナショナルについては平成18年6月より連結子会社となり、アウトソーシング事業の

イベントプロデュースを行っている部門との協業を主眼に従来の見本市・イベントブース企画・制作等、営業活動を行

いました。イベントブースの制作では、会社の企画力とデザイン力が高く評価されており、顧客からも多大な評価を受

けております。今後はアウトソーシング事業のイベントプロデュースを行っている部門との協業を更に推進し、業務の

拡大を図ってまいりたいと考えております。

　以上の活動を踏まえ、セールスプロモーション事業の売上高は2,822,149千円となりました。

　

　最後にその他関連事業につきましては、エックス・ネット・サービス株式会社は、従業員100名～300名規模の上場企

業及び成長企業に絞って営業展開を行い、受注案件を順調に増やしております。現状においては、受注に多少システム

のカスタマイズが追いついておらず納品が当初の予定より遅れている傾向にあります。開発の要員確保と開発スキルの

平準化を図り、今後は納品スピードを上げていくことで当初の計画値を上回ることを見込んでおります。

　なお、セレブリックス・インベストメント株式会社は、コンサルティング事業及びアウトソーシング事業における営

業、販売の支援先顧客企業またはこれらの事業と既に協業している企業を対象に投資活動を行っております。現在は２

社の有望なベンチャー企業に出資しており、営業・販売の現場への支援と資金面の両方をバックアップし、インキュ

ベーションすることにより、近い将来大きなキャピタルゲインを得ることが可能になります。また、短期的な営業活動

として、新規上場株式への投資によるキャピタルゲインや配当収入を得ております。

　以上の活動を踏まえて、その他事業の売上高は27,821千円となりました。

　

　　第９期中間連結会計期間の事業別の売上高は次の通りであります。

 

事業部門
第9期（中間）

売上高(千円） 構成比（％）

コンサルティング事業 628,324 14.2

アウトソーシング事業 939,750 21.3

セールスプロモーション事業 2,822,149 63.9

その他事業　 27,821 0.6

合計 4,418,045 100.0
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(2)財政状態

　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。）は前連結会計年度末と比べると203,077

千円増加し1,219,193千円となりました。各キャッシュ・フローの状況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、増加した資金は36,531千円となりました。これは主に売上債権の回

収に伴い193,941千円増加したこと、法人税等の支払に伴い72,414千円及び仕入債務の減少に伴い51,597千円減少した

ためであります。

　

　（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、増加した資金は262,542千円となりました。これは主に連結の範囲の

変更を伴う子会社株式の取得により147,076千円増加したこと及び貸付金の回収により85,241千円増加したことによる

ものであります。

　

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において財務活動の結果、減少した資金は95,997千円となりました。これは短期借入金100,000

千円並びに長期借入金195,997千円返済したこと及び長期借入金を200,000千円を借入れたことによるものであります。

　

　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通りであります。

　

平成18年３月期 平成19年３月期

期末 中間

自己資本比率（％） 75.2 23.7

時価ベースの自己資本比率（％） 562.5 104.4

債務償還年数（年） － 55.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 2.5

　（注）１．各指標は、以下の計算式により算出しております。

　　　　　　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　

　　　　２．各数値は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

　　　　３．当社グループは平成18年３月期より連結財務諸表を作成しております。

４．株式時価総額は、期末（中間期末）株価終値×期末（中間期末）発行済株式数により算出しております。

５．有利子負債は、連結（中間連結）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、営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結（中間連結）キャッシュ・

フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いてい

ます。

６．平成18年３月期につきましては、営業キャッシュ・フローがマイナス値であるため、債務償還年数及びイ

ンタレスト・カバレッジ・レシオを記載しておりません。
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(3)今後の見通し

　今後の見通しにつきましては、雇用環境の変化、企業の投資意欲の高まり等、更なる成長へと各企業が向かう環境下、

当社グループの提供する商品・サービスはあらゆる業種・企業へとそのニーズが拡大する一方であります。当社グルー

プのサービスを利用する企業の収益が上ることが、新たな仕事の紹介への連鎖を生み、必然的にグループでワンストッ

プで収益向上支援する企業を飛躍的に増やすことができると考えております。

　そして、新たに株式会社国連社自体のサービスを多くの企業に対して収益向上支援の材料としていくことができれば、

多くの顧客はもとより、大手企業との安定的な取引が増えることも見込まれます。このことが実現できれば、既存企

業・業態自体の変革・再建と同時に、新たに再生ビジネスを実現したことにつながり、当社グループの一層の価値向上

にもつながると考えております。しかし、一朝一夕に実現できることではないことも事実なので、慎重に足元も見つめ

ながら、中期的な視点も考慮に入れて経営計画を立てることも今後必要になるとの認識を持っております。

 

(4)事業等のリスク

以下において、事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、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。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投

資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項については、投資者に対する情報開示の観点から以下に記載し

ております。なお、当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応

に努める所存です。

　また、以下に記載した内容は本株式への投資に関連するリスクをすべて網羅するものではなく、将来に関する部分の

記載は、当中間連結会計期間末現在において、当社グループが判断したものであります。

(1）当社グループの事業内容について

①　競合について

　当社グループの事業と同等の特徴を有する具体的な競業企業は存在しないと考えておりますが、広くコンサル

ティング事業、アウトソーシング事業、セールスプロモーション事業及びその他事業を捉えた場合には、それぞれ

の業界において競合する企業が数多く存在します。これらの競合企業の中には、財務、人的資源及び営業面におい

てそれぞれの事業体より強力であり、かつ高い資金調達力を有している企業もあります。

　当社グループとしては、当社の強みである顧客企業の収益拡大を目的としたコンサルティング及びアウトソーシ

ングを更に強化するとともに、その他サービスラインの拡充によりグループによるワンストップサービスを目指し

てまいりたいと考えております。

(2）当社グループの事業体制について

①　会長及び社長への依存について

　当社グループの経営は、セレブリックス・ホールディングス株式会社の代表取締役会長　三戸薫及び代表取締役

社長　櫻井富美男の営業力、コンサルティング力及び強力なリーダーシップに依存しております。当社グループで

は組織的経営力を強化するために、グループ体制並びに個社の組織体制を整備し、漸次権限委譲を進めております

が、現状においては両者の存在は当社グループの経営に不可欠となっております。

②　人材確保について

　当社グループのコンサルティング事業においては、その業務の遂行に際して競合他社に対して優位性を保持する

ために、優秀で経験豊富なコンサルタントを社内外に確保することが不可欠です。また、アウトソーシング事業に

おきましても、現場において即応力のある経験豊富なスタッフの登録数を確保することが必要です。

当社グループとしては、事業規模拡大に応じて優秀なコンサルタント及びスタッフの確保に努めるとともに、社

内外の教育研修の継続的な強化を図ることにより質的水準の向上に努める所存ですが、人材確保が困難となり、あ

るいは人材の質的水準が低下する状況が生じた場合には、当社グループ競争優位性が薄れ、業績に影響を及ぼす恐

れがあります。

③　外部コンサルタントの利用について

当社グループのコンサルティング事業については、社内コンサルタントが基幹業務の遂行にあたるとともに、そ

の業務の一部を外部コンサルタントに委託しております。外部コンサルタントの活用は、優秀なコンサルタント人

材の確保を容易にするとともに、コストが変動費化されることにより安定的な利益構造をつくりやすいメリットが

ある反面、外部に対してノウハウその他の情報が流出する恐れがあります。

　当社グループでは、情報漏洩を防ぐため、コンサルティングプロセスのモジュール化により外部コンサルタント

ごとにノウハウを分断しております。また、外部コンサルタントと個別に守秘義務契約を締結しており、義務違反

に対しては高いペナルティを設けております。万が一、当社の意図に反して契約違反によりノウハウ等が流出した

場合には、当社グループの競争力が低下する等、業績に影響を及ぼす恐れがあります。
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④　個人情報について

当社グループでは平成17年４月より施行の「個人情報保護法」の理念に従い、「個人情報保護方針」を定め、こ

れに基づき各部署において個人情報保護のために必要な諸施策を実施しております。

コンサルティング事業においては、人財採用・活用支援コンサルティングおける人材情報の管理が重要となりま

す。人材情報につきましては、データベースに対してパスワード管理と社内規定に基づいたアクセス制限を行うと

ともに、アクセスログの保存を行っております。

アウトソーシング事業では、登録スタッフの属性を管理するため、社内端末より個人情報を入力し保存しており

ます。スタッフ個人情報の閲覧についてもコンサルティング事業の人材情報と同様、パスワード管理及び社内規定

に基づいたアクセス制限を行うとともに、アクセスログの保存を行っております。

以上の諸施策にもかかわらず、万が一外部からの不正アクセス等、不測の事態により個人情報が外部に漏洩する

ような事態となった場合には、当社グループの信用に傷がつき、既存顧客の解約につながるとともに、新規顧客開

拓が困難となったり損害賠償による費用が発生する等、当社の業績に甚大な影響を及ぼす可能性があります。

⑤　リース債務に対する代表取締役及び取締役の保証について

　当社は大阪証券取引所ヘラクレス市場上場を機に、殆どのリース債務の個人保証をセレブリックス・ホールディ

ングス株式会社一社に対する債務へと変更いたしました。平成18年９月30日現在で残っている個人保証付のリース

債務は以下のとおりであります。

（平成18年９月30日現在） 債務残高 個人保証者

三洋電機クレジット株式会社 5,032千円 三戸　薫、江川　利彦

株式会社クレディセゾン 1,223千円 三戸　薫

⑥　グループ人事について

　当社グループはM&A戦略を推進し急速に事業拡大しております。急激な人材リストラは一切行っておりませんが、

買収に伴いある程度の人材流出が起きております。当社グループとしては事業に支障をきたさないために積極的

に採用を行っておりますが、優秀な人材をタイムリーに採用することは容易ではなく、必要な人材を採用できな

い、あるいは採用が遅れた場合は適切かつ充分な組織対応ができず、効率的な事業運営に支障をきたす可能性が

あります。よって、今後は買収による人材流出リスクと人材採用リスクを考慮にいれた組織対応を行える環境を

整えていく所存であります。

 

(3）当社を取り巻く法的規制について

　当社の行う事業に適用のある労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働者派遣事業の適正な運営及び派遣労働者

の就業条件の整備等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）、健康保険法及び厚生年金保険法その他の関

係法令が、労働市場を取り巻く社会情勢の変化等に応じて、当社の行う事業に影響を与える可能性があります。

①　派遣と請負について

　業務請負業と人材派遣業の区分については、「労働者派遣業務と請負により行われる事業との区分に関する基

準」（昭和61年４月17日労働省告示第37号）により考え方が示されております。この基準をもとに請負による事業

であると判断した業務については顧客企業と業務請負契約を締結しております。当社はこの業務の遂行に当たり、

発生する労働災害について責任を負っております。なお、登録スタッフはすべて労働者災害補償保険法に基づく労

災保険に加入しており、万が一その業務に起因して死亡、もしくは負傷・疾病するという不測の事態が生じた場合

には、労災保険が適用されることになります。なお、当社では登録スタッフ保護の観点から、労災上積保険として、

任意傷害保険に加入しております。

　また、当社では請負業務の遂行に当たり、発生する器物損害についても責任を負っております。そこで、当社は

不測の事態に備えて賠償責任保険に加入しております。

　しかしながら、これらの保険でカバーされる範囲を超えて当社が労働契約上の安全配慮義務違反（民法415条等）

や不法行為責任（民法709条）等に基づく損害賠償義務を負う可能性があります。

②　一般人材派遣業について

　当社は労働者派遣法に基づく厚生労働大臣の「一般労働者派遣業」の許可を受けております。許可の概要は以下

のとおりであります。

・　許可番号　　　般13-080582

・　許可年月日　　平成15年３月１日

・　有効期間　　　平成18年３月１日から平成23年２月28日
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　当中間連結会計期間末現在、労働者派遣法に基づく業務の売上規模は小さく、また労働者派遣法を厳正に遵守し

業務を遂行しておりますが、万が一抵触するような違反があれば許可の剥奪の可能性があります。

③　有料職業紹介事業について

　当社は職業安定法に基づく厚生労働大臣の「有料職業紹介事業」の許可を受けております。許可の概要は以下の

とおりであります。

・　許可番号　　　般13-08-ユ-0473

・　許可年月日　　平成12年11月１日

・　有効期間　　　平成15年11月１日から平成20年10月31日まで

　当中間連結会計期間末現在、職業安定法に基づく有料職業紹介業は行っておりませんが、今後紹介業務を行う可

能性があります。その場合、職業安定法に基づく規制を受けることになります。

④　社会保険の加入等について

　当社のアウトソーシング事業における登録スタッフについては、短期（２ヶ月以内）の業務請負に係る日雇契約

による雇用が中心となっております。２ヶ月以内の期間を定めて雇用契約を締結する場合には、法令上、社会保険

の適用から除外することが原則とされていることから、当社では２ヶ月を超える雇用契約を締結する場合について、

従前より社会保険の加入を行ってまいりました。平成17年３月からは、関係法令等を厳格に解釈して社内規程の改

定を行い、２ヶ月を超える雇用契約を締結する場合のほか、日雇契約により雇用されたスタッフについても結果的

に２ヶ月を超えて引続き雇用することになった者については社会保険適用対象者と解釈し、社会保険の加入を行う

方針に変更いたしました。

　平成18年９月末現在、当社に登録しているスタッフのうち上記による社会保険適用者は10名であり、この10名全

員が社会保険に加入しています。

　なお、平成17年３月の社内規定改定以前におきましては、社内保険適用対象者の判断において厳格な法令解釈を

行っていなかったことから、当該機関を対象として担当官庁の調査が行われた場合には、何らかの指摘が行われる

可能性があります。仮に当社が社会保険適用対象外と判断した者に対して担当官庁が社会保険適用者との認定を

行った場合には、最大過去２年間遡及して該当者に対する社会保険料の支払が求められる可能性があります。この

場合において当該社会保険料の支払義務が確定した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金  ※３  1,432,891   1,016,616  

２．受取手形及び売掛金 ※２  1,988,900   298,103  

３．たな卸資産   172,439   22,857  

４．営業投資有価証券   78,266   45,040  

５．繰延税金資産   39,181   27,658  

６．その他   97,379   22,156  

貸倒引当金   △3,981   △1,273  

流動資産合計   3,805,077 70.0  1,431,159 77.1

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産
※　
１,３

64,827 64,827  15,435 15,435  

２．無形固定資産        

(1）のれん  727,350   －   

(2）その他  37,399 764,749  17,885 17,885  

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券  ※３ 441,961   251,313   

(2）繰延税金資産  56,053   15,870   

(3）その他  315,934   112,220   

貸倒引当金  △21,458 792,490  △1,048 378,355 20.4

固定資産合計   1,622,067 29.8  411,675 22.2

Ⅲ　繰延資産   9,419 0.2  12,232 0.7

資産合計   5,436,564 100.0  1,855,067 100.0
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当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形及び買掛金
※　
２,３

 1,516,086   50,600  

２．短期借入金  ※３  1,000,000   －  

３．１年以内返済長期借入金   224,034   67,996  

４．未払金等   144,226   126,863  

５．未払法人税等   74,771   78,126  

６．賞与引当金   97,528   30,710  

７．その他   88,097   53,508  

流動負債合計   3,144,744 57.9  407,805 22.0

Ⅱ　固定負債        

１．社債   548,000   －  

２．長期借入金   219,669   28,344  

３．退職給付引当金   139,255   －  

４．その他   46,731   121  

固定負債合計   953,656 17.5  28,465 1.5

負債合計   4,098,401 75.4  436,270 23.5

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   － －  23,302 1.3

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金   － －  608,810 32.8

Ⅱ　資本剰余金   － －  612,350 33.0

Ⅲ　利益剰余金   － －  196,587 10.6

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   － －  △22,252 △1.2

資本合計   － －  1,395,494 75.2

負債、少数株主持分及び資
本合計

  － －  1,855,067 100.0
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当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   608,810 11.2  － －

２．資本剰余金   612,350 11.2  － －

３．利益剰余金   129,180 2.4  － －

　株主資本合計   1,350,340 24.8  － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額
金

  △62,183 △1.1  － －

　評価・換算差額等合計   △62,183 △1.1  － －

Ⅲ　新株予約権   34,320 0.6  －  

Ⅳ　少数株主持分   15,686 0.3  － －

純資産合計   1,338,163 24.6  － －

負債純資産合計   5,436,564 100.0  － －
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(2) 中間連結損益計算書

  
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）

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
（％）

Ⅰ　売上高   4,418,045 100.0  2,607,578 100.0

Ⅱ　売上原価   3,408,489 77.1  1,641,304 62.9

売上総利益   1,009,555 22.9  966,274 37.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  973,562 22.0  767,061 29.5

営業利益   35,993 0.9  199,213 7.6

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  1,225   1   

２．受取配当金  2,460   －   

３．投資有価証券売却益  90   3,893   

４．安全協力会費  7,180   9,309   

５．自社広告手数料収入  4,257   8,080   

６．その他  3,987 19,201 0.4 7,263 28,549 1.1

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  15,549   3,808   

２．投資有価証券売却損  1,914   －   

３．持分法による投資損失  11,522   －   

４．その他  9,115 38,101 0.9 16,129 19,938 0.7

経常利益   17,093 0.4  207,824 8.0

Ⅵ　特別利益        

１．賞与引当金戻入益  1,200   －   

２．定期保険解約返戻益  2,545 3,745 0.1 － － －

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※２ 1,105   167   

２．前期損益修正損 ※３ 15,387   －   

３．その他  850 17,342 0.4 11,529 11,696 0.5

税金等調整前中間
（当期）純利益

  3,496 0.1  196,127 7.5

法人税、住民税及び
事業税

 68,863   110,415   

法人税等調整額  9,655 78,519 1.8 △13,044 97,370 3.7

少数株主損失   7,615 0.2  1,697 0.1

当期純利益又は
中間純損失（△）

  △67,407 △1.5  100,454 3.9

        

－ 15 －



(3) 中間連結剰余金計算書

  

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）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   33,510

Ⅱ　資本剰余金増加高    

　　　増資による新株の発行  578,840 578,840

Ⅲ　資本剰余金期末残高   612,350

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   96,132

Ⅱ　利益剰余金増加高    

当期純利益  100,454 100,454

Ⅲ　利益剰余金期末残高   196,587
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(4) 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）
608,810 612,350 196,587 1,417,747

中間連結会計期間中の変動額

中間純利益（千円）   △67,407 △67,407

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）

（千円）

    

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － △67,407 △67,407

平成18年９月30日　残高

（千円）
608,810 612,350 129,180 1,350,340

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

平成18年３月31日　残高

（千円）
△22,252 34,320 23,302 1,453,116

中間連結会計期間中の変動額

中間純利益（千円）    △67,407

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）

（千円）

△39,930  △7,615 △47,546

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△39,930 － △7,615 △114,953

平成18年９月30日　残高

（千円）
△62,183 34,320 15,686 1,338,163

－ 17 －



(5) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
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）

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18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　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

 3,496 196,127

減価償却費  18,576 8,090

のれん償却額  41,666 ―

貸倒引当金の増減額　
(減少：△)

 4,492 △71

賞与引当金の増減額
(減少：△)

 △3,315 14,077

退職給付引当金の減少額  △54,992 ―

有形固定資産除却損  1,105 ―

無形固定資産除却損  ― 167

投資有価証券売却益  ― △3,893

投資有価証券売却損  1,824 ―

受取利息及び受取配当金  △3,686 △1

支払利息  15,549 3,808

持分法による投資損失  11,522 ―

売上債権の増減額　　
(増加：△)

 193,941 △62,924

たな卸資産の増減額
(増加：△)

 10,516 △21,396

営業投資有価証券の増加
額

 △36,509 △45,040

差入保証金の増減額　
(増加：△)

 17,014 △26,827

仕入債務の減少額  △51,597 △29,302

未払金等の増減額
(減少：△)

 △22,573 18,789

未払消費税等の増加額  690 7,737

その他  △27,579 △33,205

小計  120,142 26,136

利息及び配当金の受取額  3,686 1

利息の支払額  △14,882 △4,285

法人税等の支払額  △72,414 △113,908

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 36,531 △92,054
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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18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

   

定期預金の預入による
支出

 △56,103 ―

定期預金の払戻による
収入

 46,400 ―

有形固定資産の取得に
よる支出

 △251 △18,251

有形固定資産の売却に
よる収入

 19,606 ―

無形固定資産の取得によ
る支出

 △19,142 △9,592

投資有価証券の取得に
よる支出

 △30,962 △299,942

投資有価証券の売却に
よる収入

 36,622 15,003

ゴルフ会員権の売却に
よる収入

 32,563 ―

貸付金の回収による
収入

 85,241 ―

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による
収入

 147,076 ―

その他  1,490 ―

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 262,542 △312,783
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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18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

短期借入金の減少額  △100,000 ―

長期借入れによる収入  200,000 ―

長期借入金の返済による
支出

 △195,997 △80,056

少数株主からの払込によ
る収入

 ― 25,000

新株予約権の発行による
収入

 ― 34,320

株式の発行による収入  ― 1,068,851

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △95,997 1,048,115

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額

 203,077 643,278

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

 1,016,116 372,838

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高

 ※１ 1,219,193 1,016,116
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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

項目

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

 （1）連結子会社の数　６社

    主要な連結子会社の名称

  　  セレブリックス・インベストメント㈱

 　   エックス・ネット・サービス㈱

セレブリックス・ビジネス・ソリュー

ション㈱

 　   ㈱イーヴァム・インターナショナル

 　   ㈱国連社

 　   ㈱大東通信社

  上記のうち、㈱イーヴァム・インターナ

ショナルについては、平成18年６月１日付

で同社株式の議決権及び所有割合の75％を

取得したため、連結の範囲に含めておりま

す。

　㈱国連社については、持分法の適用の範

囲に含めておりましたが、平成18年６月29

日付で同社株式の追加取得を行い、議決権

及び所有割合の85.76％を取得したため、

連結の範囲に含めております。

　また、㈱大東通信社においては、㈱国連

社の子会社であり同社の株式取得に伴い、

連結の範囲に含めております。

 （1）連結子会社の数　３社

 　 主要な連結子会社の名称

 　   セレブリックス・インベストメント㈱

 　   エックス・ネット・サービス㈱

 　   セレブリックス・ビジネス・ソリュー

ション㈱ 

 

 

 

  上記のセレブリックス・インベストメン

ト㈱、エックス・ネット・サービス㈱、セ

レブリックス・ビジネスソリューション㈱

の３社については、当連結会計年度におい

て新たに設立したことにより当連結会計年

度より連結の範囲に含めることといたしま

した。

２．持分法の適用に関する

事項

  ㈱国連社は、平成18年４月26日付で同社

株式の議決権及び所有割合の35％を取得し

たため、持分法の適用の範囲に含めており

ましたが、平成18年６月29日付で同社株式

を追加取得し連結子会社となったため、持

分法の適用の範囲から除外しております。

──────

３．連結子会社の中間決算

日（決算日）等に関す

る事項

  連結子会社のうち、㈱イーヴァム・イン

ターナショナルは、決算日変更により決算

日が９月30日となっております。　

　中間連結財務諸表の作成に当たっては、

当中間連結決算日現在で実施した決算に基

づく財務諸表を使用しております。　

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、

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

  （イ）その他有価証券(営業投資有価証券

を含む） 

　①時価のあるもの 

 　　 中間期末日の市場価格等に基づく

時価法であります。また、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定し

ております。

　②時価のないもの

　　　移動平均法に基づく原価法であり

ます。 

イ．有価証券

　（イ）その他有価証券(営業投資有価証券

を含む） 

　①時価のあるもの

　　　期末日の市場価格等に基づく時価

法であります。また、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。

　②時価のないもの

　　　　　　　 同左

 

  ロ．デリバティブ

　 時価法  

 ロ．デリバティブ

　　　　　　　  同左
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項目

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) 重要な資産の評価基

準及び評価方法

 ハ．たな卸資産

 （イ）商品

　　　 移動平均法による原価法

  (ロ) 仕掛品

　　　 個別法による原価法

  (ハ) 貯蔵品

  　   最終仕入原価法   

 ハ．たな卸資産

 （イ）商品

　　　　　　　  同左

  (ロ) 仕掛品

　　　　　　　  同左

  (ハ) 貯蔵品

　　　　　　　  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

 　　 定率法を採用しております。但し、

建物(建物付属設備を除く)については

定額法を採用しております。

　主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

　　　建物　　　　　　　３～47年

　　　構築物　　　　　　　　15年

　　　車両運搬具　　　　　　６年 

　　　器具備品　　　　　４～20年 

イ．有形固定資産

 　　 定率法を採用しております。但し、

建物(建物付属設備を除く)については

定額法を採用しております。

　主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

　　　建物　　　　　　　３～25年

　　　器具備品　　　　　４～８年 

ロ．無形固定資産

    　定額法を採用しております。

  なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間(５

年)に基づいております。 

ロ．無形固定資産

　　　　　　　　 同左

ハ．繰延資産

  　新株発行費

　３年で均等償却をしております。 

 

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     創立費

　 ５年で均等償却をしております。

     社債発行費

　支払時に全額費用処理しております。

ハ．繰延資産

  　新株発行費

　　　　　　 同左

   （追加情報）

　　  新株発行費は従来支出時の費用とし

ておりましたが、当下期における企業

再生事業進出並びに子会社設立に併せ

実施した第三者割当増資の効果は、そ

の事業の特性上長期の期間に渡り収益

を獲得することになることが考慮され、

また、その金額の重要性も増してきて

いることから、その費用と収益の対応

を図り適正な期間損益を計算するため

３年間で均等償却する方法に変更して

おります。

  　 創立費

　　　　　　　同左

  　 社債発行費

　　　　　────── 

（３) 重要な引当金の計上

基準 

イ．貸倒引当金

      債権の貸倒による損失に備えるため、

主として一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

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等の支

出に充てるため、支給対象期間に対す

る支払見積額を計上しております。

ロ．賞与引当金

　　　　　　　   同左
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項目

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）

（３) 重要な引当金の計上

基準 

ハ．退職給付引当金

      一部の子会社においては、退職一時

金制度を設けており、従業員の退職給

付に備えるため、退職給付会計に関す

る実務指針（中間報告）（日本公認会

計士協会　会計制度委員会報告第13号)

に定める簡便法（期末自己要支給額を

退職給付債務とする方法）により、当

連結中間会計期間末において発生して

いると認められる額を計上しておりま

す。

ハ．退職給付引当金

──────

（４）収益及び費用の計上

基準  

イ．コンサルティング売上 

      コンサルティング売上については、

契約期間の経過に伴い契約上収受すべ

き金額を収益として計上しておりま

す。 

イ．コンサルティング売上

同左

（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

（６）重要なヘッジ会計の

方法

イ．ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用しております。

また、金利スワップについて特例処理

の条件を充たしている場合には特例処

理を採用しております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

  当中間連結会計期間にヘッジ会計を

適用したヘッジ対象とヘッジ手段は以

下のとおりであります。

 ヘッジ手段

 　　　   金利スワップ

 　  　 ヘッジ対象

 　　　　 借入金

ハ．ヘッジ方針 

  主に当社の内規である「デリバティ

ブ取引に関する取扱」に基づき、金利

変動リスクをヘッジしております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

  特例処理によっている金利スワップ

については、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

（７）その他中間連結財務

諸表（連結財務諸

表）作成のための基

本となる重要な事項

イ．消費税等の会計処理 

  消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

ロ．役員報酬の売上原価算入 

  役員報酬に関しましては、当社のコ

ンサルティングサービスの提供という

事業の性質及び役員の一部がコンサル

タントという実態を反映して役員報酬

の一部を売上原価に算入しております。

イ．消費税等の会計処理

　　　　　　   同左

 

ロ．役員報酬の売上原価算入

　　　　　　　 同左
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項目

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

 　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

　 　　　　　　  同左

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

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）

  当連結会計年度において、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。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）　

　当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日） 及び「貸借対照表の純資産の分の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は1,288,157

千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表

の純資産の部については、中間連結財務諸表規則の改正に

伴い、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。

──────

（ストック・オプション等に関する会計基準）　

　当中間連結会計期間より、「ストック・オプション等に

関する会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27

日） 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」（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５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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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

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
（平成18年３月31日）

 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

 115,425千円

 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

11,039千円

 ※２　中間連結会計期間末日満期手形

 　　  中間連結会計期間末日満期手形の会計処理につい

ては、当中間連結会計期間の末日が金融機関の休日

でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理

しております。当中間連結会計期間末日満期手形の

金額は、次のとおりであります。

受取手形 6,594千円 

支払手形 75,560千円 

 ※２　　　　　 　 ──────

 

 ※３　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

定期預金 153,353千円 

土地 60,176千円 

投資有価証券 158,395千円 

　計 371,924千円 

　担保付債務は次のとおりであります。

支払手形 139,797千円 

買掛金 179,299千円 

短期借入金 300,000千円 

　計 619,097千円 

 ※３　　　　 　　 ──────

（中間連結損益計算書関係）

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）

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費目及び金額

は次のとおりであります。

 ※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

役員報酬 84,894千円 

給与手当 336,727千円 

地代家賃 75,436千円 

減価償却費 4,736千円 

支払報酬 17,652千円 

賞与引当金繰入額 59,366千円 

旅費交通費 45,678千円 

役員報酬 107,737千円 

給与手当 211,152千円 

地代家賃 66,084千円 

減価償却費 5,703千円 

支払報酬 46,283千円 

賞与引当金繰入額 26,632千円 

旅費交通費 38,059千円 

 ※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。  ※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

器具備品 1,105千円 ソフトウェア 167千円 

 ※３  前期損益修正損の内容は次のとおりであります。

過年度減価償却費 12,172千円

過年度前払費用償却不足額

過年度敷引償却不足額

1,661千円 

　　1,553千円 

　合計 15,387千円 

 ※３　　　　 　　　──────

－ 25 －



（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．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 27,175 － － 27,175

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

平成16年３月新株予約権 普通株式 7,200 － － 7,200 －

平成16年５月新株予約権 普通株式 300 － － 300 －

平成17年11月新株予約権 普通株式 5,500 － － 5,500 34,320

合計 － 13,000 － － 13,000 34,320

(注) 上記の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。

４．配当に関する事項

該当事項はありません。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

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18年９月30日現在）

※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）

現金及び預金勘定 1,432,891千円

預入期間が３か月を

超える定期預金
△213,698千円

現金及び現金同等物 1,219,193千円

現金及び預金勘定 1,016,616千円

預入期間が３か月を

超える定期預金
△500千円

現金及び現金同等物 1,016,116千円
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①　リース取引

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）

　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

　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、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

 器具備品 73,160 42,264 30,895

ソフトウェア 35,086 22,738 12,348

合計 108,247 65,003 43,244

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

 器具備品 6,342 2,178 4,163

ソフトウェア 13,212 7,053 6,159

合計 19,555 9,231 10,323

２．未経過リース料中間期末残高相当額等

　　未経過リース料中間期末残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 22,336千円

１年超 19,848千円

合計 42,184千円

１年内 5,300千円

１年超 5,363千円

合計 10,664千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失

支払リース料 7,476千円

減価償却費相当額 7,093千円

支払利息相当額 356千円

支払リース料 4,797千円

減価償却費相当額 4,425千円

支払利息相当額 440千円

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

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額とし、

各期への配分方法については、利息法

によっております。

５．利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失は

ありません。

（減損損失について）

同左
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②　有価証券

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 460,510 438,227 △22,282

(2）債券 － － －

(3）その他 10,000 7,091 △2,908

合計 470,510 445,318 △25,191

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 70,409

その他 1,000

合計 71,409

前連結会計年度末（平成18年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

(1）株式 288,832 251,313 △37,519

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 288,832 251,313 △37,519

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

  営業投資有価証券に属するもの

非上場株式 45,040
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③　デリバティブ取引

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等 (千円) 時価 (千円) 評価損益 (千円)

金利  スワップ取引 520,000 △6,398 △6,398

  キャップ取引 1,200,000 1,171 △2,207

  (△3,378)   

合計 1,720,000 △5,227 △8,605

　(注) １　時価の算定は、取引金融機関より提示された価格等によります。

２　上記取引の契約額等（想定元本）は、この金額自体が当該取引に係るリスク量を示すものではありません。

３　（ ）内の金額は、キャップ取引に係るオプション料であります。

４　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

前連結会計年度末（平成18年３月31日）

　当社グループは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。

④　ストック・オプション等

該当事項はありません。
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⑤　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

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）

 
コンサルテ

ィング事業

（千円）

アウトソーシ

ング事業

（千円）

セールスプロ

モーション事

業

（千円）

その他事業

（千円） 

計
（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する

売上高
628,324 939,750 2,822,149 27,821 4,418,045 － 4,418,045

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

6,115 5,266 － 1,458 12,838 △12,838 －

計 634,439 945,015 2,822,149 29,279 4,430,884 △12,838 4,418,045

営業費用 440,966 850,613 2,836,994 51,727 4,180,301 201,750 4,382,052

営業利益（又は営業損失） 193,474 94,402 △14,845 △22,448 250,583 △214,589 35,993

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　事業はサービス及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２. 各区分に属する主要なサービス

事業区分 主要製品

 コンサルティング事業
  営業・販売コンサルティング、人財採用・活用支援コンサルティング及び組織

診断コンサルティング等

 アウトソーシング事業
  短期・長期請負収益向上支援アウトソーシング、営業組織の一括業務請負アウ

トソーシング及びイベント運営受託等

セールスプロモーション

事業

  販売促進のための広告代理並びにプロモーションのための見本市・イベントブー

スの企画・制作

 その他事業
  アプリケーション・アウトソーシング事業（「XNETサービス」の販売及びサポー

ト事業）、投資・インキュベーション事業等

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の金額は201,750千円であり、その主なものは

当社の総務・人事並びに財務・経理等の管理部門に係わる費用であります。
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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）

 
コンサルテ
ィング事業
（千円）

アウトソー
シング事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 1,044,230 1,546,687 16,661 2,607,578 － 2,607,578

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
3,483 － － 3,483 △3,483 －

計 1,047,713 1,546,687 16,661 2,611,062 △3,483 2,607,578

営業費用 730,194 1,408,240 23,236 2,161,672 246,693 2,408,365

営業利益（又は営業損失） 317,518 138,446 △6,575 449,390 △250,176 199,213

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　事業はサービス及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２. 各区分に属する主要なサービス

事業区分 主要製品

 コンサルティング事業
  営業・販売コンサルティング、人財採用・活用支援コンサルティング及び組織

診断コンサルティング等

 アウトソーシング事業
  短期・長期請負収益向上支援アウトソーシング、営業組織の一括業務請負アウ

トソーシング及びイベントプロデュース等

 その他事業
  アプリケーション・アウトソーシング事業（「XNETサービス」の販売及びサポー

ト事業）、投資・インキュベーション事業等

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の金額は246,693千円であり、その主なものは

当社の総務・人事並びに財務・経理等の管理部門に係わる費用であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

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）

　当中間連結会計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため、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）

　当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

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）

当中間連結会計期間において、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）

当連結会計年度において、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）

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 47,402.29円

１株当たり中間純損失金額 2,480.48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。

１株当たり純資産額 51,352.15円

１株当たり当期純利益金額 4,012.88円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
3,047.49円

（注）１．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり中間純損失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。

 
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株当たり中間（当期）純利益金額   

当期純利益又は中間純損失（△）（千円） △67,407 100,454

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純利益又は

普通株式に係る中間純損失（△）

（千円）

△67,407 100,454

期中平均株式数（株） 27,175 25,033

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） － －

（うち支払利息(税額相当額控除後)） （－） （－）

普通株式増加数（株） 7,180 7,930

（うち新株予約権） (7,180) (7,930)

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

新株予約権　１種類

（新株予約権の数　1,100個）

─────

２．前連結会計年度については、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定にあたり、当社は平成17年５月20日付で大阪証券取引

所ヘラクレス市場に上場しているため、非上場期間である期首（平成17年４月１日）から前日（平成17年５月19日）までの平均株価

は、新規上場日から前連結会計年度末（平成18年３月31日）までの平均株価を適用しております。
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（重要な後発事象）

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． 当社は平成18年10月25日付で下記のとおりシンジ

ケートローン契約を締結いたしました。

 （1）目的

　安定的な資金調達手段の確保により、子会社の資金

効率の向上、金融費用の削減及び財務関連業務コスト

の削減を図ることを目的としております。

  （2）内容

　シンジケートローン契約

  ①調達金額　６億円

　②適用利率　

　　　３ヶ月TIBORを基準金利とし、スプレッドを

　　　加算した利率

　③契約日　　平成18年10月25日

　④実行日　　平成18年10月31日

　⑤借入期間　５年間

  ⑥返済条件　

　　　１月、４月、７月、10月末の四半期毎

　⑦資金使途　子会社運転資金

　⑧アレンジャー（幹事行）　

  　株式会社三井住友銀行

  ⑨エージェント（貸付事務代理人）　

  　株式会社三井住友銀行

  ⑩参加金融機関　

  　株式会社三井住友銀行　　

  　商工組合中央金庫

 

　コミットメントライン契約　

　①契約極度額　７億円

　②適用利率　

　　　貸付期間に対応したTIBORを基準金利とし、

　　　スプレッドを加算した利率　

　③契約日　平成18年10月25日

　④借入期間　１年間

　⑤満期日　

　　　実行希望日の１ヶ月、２ヶ月、３ヶ月又は

　　　６ヶ月後の応当日　

　⑥資金使途　子会社運転資金

　⑦アレンジャー（幹事行）

　　株式会社三井住友銀行

　⑧エージェント（貸付事務代理人）

　　株式会社三井住友銀行

　　商工組合中央金庫

 １． 平成18年４月10日開催の当社取締役会において、セ

ブンシーズホールディングス株式会社（東証２部　コー

ド3750）の子会社である株式会社国連社株式の議決権

及び所有割合の35％をセブンシーズホールディングス

株式会社より譲受けることを決議し、平成18年４月26

日に当該株式の譲受が完了し、同社との資本業務提携

を契機とした協業体制が整いました。

 　　 また、平成18年６月23日開催の当社取締役会におい

て、株式会社国連社の株式をセブンシーズホールディ

ングス株式会社及び株式会社国連社取締役弦本透氏よ

り取得し、子会社化することを決議し、平成18年６月

29日に当該株式の譲受が完了いたしました。

 　　 当社代表取締役社長櫻井富美男及び当社代表取締役

会長三戸薫は、それぞれ株式会社国連社の代表取締役

及び取締役となりました。

 （1）目的

　当社は「顧客企業の収益向上を実現する」営業販売

マネジメント代行を主としたコンサルティング、アウ

トソーシング事業を行ってまいりました。平成18年４

月１日より事業持株会社体制を確立し、持ち前の営業

販売のマネジメント力、支援力により企業再生・イン

キュベーション事業へもその活用範囲を拡げておりま

す。

　　　株式会社国連社のセールスプロモーション事業を当

社グループに機能として追加することにより、創業以

来提唱しております「顧客企業の収益向上実現」サー

ビスをより強固にすることが可能となります。また加

えて当社自身の主要顧客企業グループと国連社の主要

顧客企業グループが重複することもプラス効果が期待

でき、顧客企業からの要望を一手に引き受け、「収益

向上サービス」をワンストップで提供することができ

るようになり、グループ企業価値増大に大きく寄与す

ると考えております。

 （2）取得した株式の会社の名称及び事業内容（平成18年

３月31日時点）　

 ①名称 株式会社国連社

 ②住所 東京都港区芝二丁目31番

15号

 ③代表者の氏名 代表取締役　弦本　透

 ④資本金の額 80,000千円

 ⑤事業の内容 総合広告代理店業 

－ 33 －



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）

――――――――  （3）取得した株式の数並びに取得価額及び取得後の所有

割合

平成18年４月10日開催取締役会決議に基づく株式取得

 ①取得株式数 6,580,000株

 ②取得価額 １株につき50円

 ③取得後の所有割合 35.0％

平成18年６月23日開催取締役会決議に基づく株式取得

 ①取得株式数 9,543,125株

 ②取得価額 １株につき10円

 ③取得後の所有割合 85.76％

 ２． 平成18年５月25日開催の当社取締役会において、株

式会社イーヴァム・インターナショナル（以下「イー

ヴァム社」といいます）株式の議決権及び所有割合の

75％をイーヴァム社の代表取締役佐山氏並びにその他

株主より譲り受ける基本合意を当社及びイーヴァム社

にて下記のとおり締結いたしました。

 （1）目的

　当社は、平成18年４月１日より、事業持株会社体制

を確立し、「セレブリックス・ホールディングス株式

会社」をスタートさせ、持ち前の営業マネジメント力、

支援力を活用支援することにより、企業業績の更なる

向上・成長が見込まれる企業に対して、その株式・保

有を行う等Ｍ＆Ａ手法を機動的に駆使しながら、連結

企業価値の飛躍的向上を図って参ります。今回はその

一環として、イーヴァム社の株式取得を行うことを決

定いたしました。

 （2）取得した株式の会社の名称及び事業内容

 ①名称 株式会社イーヴァム・イ

ンターナショナル

 ②住所 東京都港区元麻布３丁目

４番23号

 ③代表者の氏名 代表取締役　佐山　重三

 ④資本金の額 10,000千円

(平成18年５月25日現在)

 ⑤事業の内容 イベント・プロモーショ

ンや販売促進全般に関す

る業務並びに業態開発等

市場開発の全般に係わる

企画開発

 （3）取得した株式の数並びに取得価額及び取得後の所有

割合　

 ①取得株式数 150株

 ②取得価額 １株につき1,056,000円

 ③取得後の所有割合 75.0％

－ 34 －



５．生産、受注及び販売の状況

 （1）生産実績

 当社グループはサービスの提供にあたり、製品の生産を行っていないため、当該記載を省略しております。

 （2）受注状況

 当社グループは提供するサービスの性格上、長期継続受注と短期単発受注のものが混在しており、受注状況を正確

に把握することが困難であるため、当該記載を省略しております。

 （3）販売実績

  当中間連結会計期間における販売実績を事業部門別ごとに示すと、次のとおりであります。

事業部門 金額（千円） 前年同期比（％）

 コンサルティング事業 628,324 －

 アウトソーシング事業 939,750 －

 セールスプロモーション事業 2,822,149 －

 その他事業 27,821 －

合計 4,418,045 －

　（注）１．上記の金額には、消費税は含まれておりません。

 ２．当中間連結会計期間が中間連結財務諸表作成初年度であるため、前年同期比は記載しておりません。

 ３．当中間連結会計期間の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。

相手先

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）

金額（千円） 割合（％）

株式会社エヌ・ティ・ティ・アド 1,414,237 32.0

－ 35 －


