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１．平成18年９月期の業績（平成17年10月１日～平成18年９月30日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月期 52,694 (48.4) 4,540 (97.5) 3,455 (43.8)

17年９月期 35,503 (21.8) 2,298 (42.2) 2,403 (45.7)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年９月期 1,421 (△7.6) 5,420 85 5,238 53 18.1 14.1 6.6

17年９月期 1,538 (54.1) 6,553 04 6,393 88 21.5 18.2 6.8

（注）①期中平均株式数 18年９月期 262,277株 17年９月期 234,770株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）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月期 34,797 7,924 22.8 20,613 17

17年９月期 14,270 7,762 54.4 32,860 18

（注）①期末発行済株式数 18年９月期 384,431株 17年９月期 236,236株

②期末自己株式数 18年９月期 29,459株 17年９月期 15,164株

２．平成19年２月期の業績予想（平成18年10月１日～平成19年２月28日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 ― ― ―

通　期 30,800 1,260 1,010

（注）平成18年９月28日開催の取締役会において、平成18年12月19日開催予定の第18回定時株主総会で「定款の一部変更

の件」が承認されることを条件として、決算期（事業年度の末日）を変更することを決議いたしました。したがっ

て、決算期（事業年度の末日）の変更の経過期間となる平成19年２月期は、平成18年10月１日から平成19年２月28

日までの５ヶ月決算となる予定であります。

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　2,627円26銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当率（％）
期末 年間

17年９月期 1,500 1,500 354 22.9 4.6

18年９月期 1,500 1,500 576 27.7 7.3

19年２月期（予想） 625 625    

※　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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個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
第17期

平成17年９月30日現在
第18期

平成18年９月30日現在

科目
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   3,602,678   5,653,795  

２　受取手形 ※1・3  ―   494,653  

３　売掛金 ※３  4,444,810   7,707,326  

４　有価証券   115,350   115,430  

５　原材料   ―   14,544  

６　仕掛品   ―   37,641  

７　貯蔵品   ―   14,946  

８　前払費用   235,021   588,391  

９　短期貸付金 ※３  5,079   3,049,446  

10　未収入金   55,323   191,466  

11　未収法人税等   ―   520,798  

12　立替金 ※３  49,662   609,578  

13　繰延税金資産   321,216   847,000  

14　その他   24,218   19,377  

貸倒引当金   △18,602   △2,905,142  

流動資産合計   8,834,759 61.9  16,959,255 48.7

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物  927,677   5,264,164   

減価償却累計額  232,429 695,247  1,780,106 3,484,058  

(2）構築物  ―   93,620   

減価償却累計額  ― ―  69,807 23,813  

(3）機械及び装置  ―   68,648   

減価償却累計額  ― ―  37,579 31,069  

(4）器具及び備品  235,202   555,642   

減価償却累計額  155,527 79,674  363,570 192,072  

(5）土地   ―   5,278,449  

(6）その他  1,648   ―   

減価償却累計額  1,460 188  ― ―  

有形固定資産合計   775,111 5.4  9,009,462 25.9
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第17期

平成17年９月30日現在
第18期

平成18年９月30日現在

科目
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

２　無形固定資産        

(1）ソフトウェア   1,491,961   2,688,783  

(2）電話加入権   12,118   55,413  

(3）その他   109,108   100,647  

無形固定資産合計   1,613,188 11.3  2,844,844 8.2

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券   152,407   336,274  

(2）関係会社株式   617,500   787,501  

(3）長期貸付金   16,332   53,887  

(4）破産債権等   6,642   309,797  

(5）長期前払費用   285,805   201,242  

(6）繰延税金資産   35,382   1,930,000  

(7）敷金及び保証金   1,825,361   2,392,126  

(8）その他   114,691   281,918  

貸倒引当金   △6,642   △309,085  

投資その他の資産合計   3,047,481 21.4  5,983,662 17.2

固定資産合計   5,435,781 38.1  17,837,970 51.3

資産合計   14,270,540 100.0  34,797,226 100.0
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第17期

平成17年９月30日現在
第18期

平成18年９月30日現在

科目
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   ―   986,496  

２　買掛金   1,575,456   2,588,070  

３　短期借入金   251,702   ―  

４　一年以内返済予定長期借
入金

  578,523   2,710,406  

５　未払金 ※３  1,786,439   2,664,139  

６　未払法人税等   494,601   92,742  

７　未払消費税等   256,209   609,750  

８　未払費用   124,621   926,681  

９　未払賞与   438,338   878,334  

10　賞与引当金   15,327   241,300  

11　預り金   82,395   106,464  

12　前受金   ―   1,029,727  

13　その他   45,606   118,652  

流動負債合計   5,649,221 39.6  12,952,766 37.2

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金   622,312   12,516,575  

２　長期未払金   236,250   170,814  

３　退職給付引当金   ―   1,087,340  

４　その他   ―   145,388  

固定負債合計   858,562 6.0  13,920,119 40.0

負債合計   6,507,783 45.6  26,872,885 77.2
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第17期

平成17年９月30日現在
第18期

平成18年９月30日現在

科目
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※２  2,042,005 14.3  ― ―

Ⅱ　資本剰余金        

１　資本準備金   3,068,171   ―  

資本剰余金合計   3,068,171 21.5  ― ―

Ⅲ　利益剰余金        

１　利益準備金   60,641   ―  

２　当期未処分利益   3,080,278   ―  

利益剰余金合計   3,140,920 22.0  ― ―

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 ※４  7,390 0.1  ― ―

Ⅴ　自己株式 ※２  △495,730 △3.5  ― ―

資本合計   7,762,756 54.4  ― ―

負債・資本合計   14,270,540 100.0  ― ―

        

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１　資本金  ― ― 2,046,769 5.9

２　資本剰余金      

(1）資本準備金  ― ― 3,072,935  

(2）自己株式処分差益  ― ― 210,076  

資本剰余金合計  ― ― 3,283,012 9.4

３　利益剰余金  ― ―   

(1）利益準備金  ― ― 74,209  

(2）繰越利益剰余金  ― ― 2,924,623  

利益剰余金合計  ― ― 2,998,832 8.6

４　自己株式  ― ― △423,537 △1.2

株主資本合計  ― ― 7,905,076 22.7

Ⅱ　評価・換算差額等  

１　その他有価証券評価差額
金

※４ ― ― 19,263 0.1

評価・換算差額等合計  ― ― 19,263 0.1

純資産合計  ― ― 7,924,340 22.8

負債純資産合計  ― ― 34,797,226 100.0
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(2）損益計算書

  
第17期

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

第18期
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

科目
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高        

１　HRコンサルティング事業
売上高

 78,016   49,274   

２　事務派遣事業売上高  14,223,119   15,911,470   

３　人材紹介事業売上高  8,942,870   11,424,852   

４　ITソリューション事業売
上高

 3,717,182   6,964,108   

５　アルバイト情報「OPPO」
事業売上高

 2,355,615   3,671,194   

６　製造派遣事業売上高  5,986,773   7,239,716   

７　再就職支援事業売上高  199,709   46,515   

８　旧㈱学生援護会売上高  ― 35,503,287 100.0 7,387,432 52,694,564 100.0

Ⅱ　売上原価        

１　HRコンサルティング事業
売上原価

 25,569   18,924   

２　事務派遣事業売上原価  11,685,634   12,937,081   

３　人材紹介事業売上原価  154,899   150,717   

４　ITソリューション事業売
上原価

 2,833,295   4,854,531   

５　アルバイト情報「OPPO」
事業売上原価

 68,315   114,072   

６　製造派遣事業売上原価  4,913,877   5,903,829   

７　旧㈱学生援護会売上原価  ― 19,681,592 55.4 2,497,955 26,477,112 50.2

売上総利益   15,821,695 44.6  26,217,452 49.8
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第17期

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

第18期
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

科目
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１　広告宣伝費  3,171,298   4,344,576   

２　販売促進費  149,259   411,505   

３　役員報酬  117,712   104,236   

４　給与手当  3,700,130   5,941,007   

５　賞与  826,996   1,131,384   

６　賞与引当金繰入額  15,327   241,300   

７　退職金  ―   11,856   

８　退職給付費用  ―   58,019   

９　法定福利費  514,679   965,960   

10　従業員募集採用費  144,517   284,000   

11　旅費交通費  341,579   608,142   

12　通信費  281,253   440,933   

13　消耗品費  287,569   418,023   

14　リース料  210,106   368,126   

15　減価償却費  513,305   902,649   

16　地代家賃  1,250,670   1,753,551   

17　貸倒引当金繰入額  7,237   38,462   

18　営業権償却費  118,371   ―   

19　のれん償却費  ―   99,838   

20　その他  1,872,951 13,522,965 38.1 3,553,655 21,677,230 41.2

営業利益   2,298,729 6.5  4,540,222 8.6

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息 ※１ 179   24,311   

２　受取配当金  130,934   37,421   

３　資産貸与収入 ※１ 7,694   10,546   

４　保険解約益  2,053   ―   

５　その他  1,833 142,696 0.4 64,421 136,700 0.3
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第17期

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

第18期
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

科目
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息 ※１ 19,487   110,390   

２　コミットメントライン手
数料

 ―   55,759   

３　新株発行費  5,021   3,362   

４　貸与資産償却費  7,694   10,546   

５　貸倒引当金繰入額 ※１ ―   1,036,875   

６　その他  5,898 38,102 0.1 4,737 1,221,670 2.3

経常利益   2,403,323 6.8  3,455,251 6.6

Ⅵ　特別利益        

１　投資有価証券売却益  13,058   ―   

２　投資有価証券清算分配益  6,006   ―   

３　固定資産売却益 ※２ ―   14,526   

４　貸倒引当金戻入益  ―   3,305   

５　関係会社株式売却益  ― 19,064 0.1 520,000 537,832 1.0

Ⅶ　特別損失        

１　固定資産売却損 ※３ 1,525   5,201   

２　固定資産除却損 ※４ 39,623   30,889   

３　過年度敷金償却費  8,251   ―   

４　サービス品質保証調査
費 

 4,961   ―   

５　投資有価証券評価損  ―   22,331   

６　中途解約違約金  2,148   709   

７　合併関連費用 ※５ ―   134,674   

８　再就職支援事業閉鎖損失 ※６ ―   36,205   

９　リース解約損  ―   93,996   

10　訴訟関連費用  ―   62,686   

11　貸倒引当金繰入額  ― 56,510 0.2 1,782,773 2,169,467 4.1

税引前当期純利益   2,365,878 6.7  1,823,617 3.5

法人税、住民税及び事業
税

 857,431   ―   

法人税等調整額  △30,011 827,420 2.3 401,852 401,852 0.8

当期純利益   1,538,457 4.3  1,421,764 2.7

前期繰越利益   1,594,123   ―  

自己株式処分差損   52,302   ―  

当期未処分利益   3,080,278   ―  
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(3）利益処分計算書

  
第17期

（平成17年12月19日）

科目
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   3,080,278

Ⅱ　利益処分額    

１　配当金  354,354 354,354

Ⅲ　次期繰越利益   2,725,924

    
　（注）日付は株主総会承認年月日であります。

(4）株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成17年10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

自己株式 株主資本合
計

資本準備金 自己株式処
分差益

資本剰余金
合計 利益準備金 繰越利益剰

余金
利益剰余金
合計

平成17年９月30日　残高

（千円）
2,042,005 3,068,171 ― 3,068,171 60,641 3,080,278 3,140,920 △495,730 7,755,366

事業年度中の変動額

新株の発行 4,763 4,763  4,763   ―  9,527

剰余金の配当    ―  △354,354 △354,354  △354,354

当期純利益    ―  1,421,764 1,421,764  1,421,764

自己株式の処分   210,076 210,076   ― 72,193 282,269

合併による増加    ― 13,568 △1,223,066 △1,209,498  △1,209,498

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額（純額）

   ―   ―  ―

事業年度中の変動額合計
（千円）

4,763 4,763 210,076 214,839 13,568 △155,655 142,087 72,193 149,710

平成18年９月30日　残高
（千円）

2,046,769 3,072,935 210,076 3,283,012 74,209 2,924,623 2,998,832 △423,537 7,905,076

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成17年９月30日　残高
（千円）

7,390 7,390 7,762,756

事業年度中の変動額

新株の発行  ― 9,527

剰余金の配当  ― △354,354

当期純利益  ― 1,421,764

自己株式の処分  ― 282,269

合併による増加  ― △1,209,498

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

 ― ―

事業年度中の変動額合計
（千円）

11,873 11,873 161,584

平成18年９月30日　残高
（千円）

19,263 19,263 7,924,340
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重要な会計方針

項目
第17期

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

第18期
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１　有価証券の評価基
準及び評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

(2）その他有価証券
時価のあるもの
　決算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定

(1）子会社株式及び関連会社株式
同左

(2）その他有価証券
時価のあるもの
　決算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定

　　時価のないもの
　移動平均法による原価法

　　時価のないもの
同左

２　固定資産の減価償
却の方法

(1）有形固定資産
定率法
主な耐用年数
建物　　　　　３～15年
器具及び備品　４～10年

(1）有形固定資産
定率法（但し、平成10年４月１日以降に
取得した建物（建物附属設備を除く）に
ついては定額法）
主な耐用年数
建物　　　　　　　　　３～50年
器具及び備品　        ４～20年

(2）無形固定資産
定額法
　ただし、自社利用のソフトウェアにつ
きましては、社内における利用可能期間
（５年）に基づく定額法を採用しており
ます。

(2）無形固定資産
同左
 

３　繰延資産の処理方
法

新株発行費
支出時に全額費用として処理しております。

新株発行費
同左

４　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金
　債権の貸倒れによる損失に備えるため、
一般債権につきましては、貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権につきまし
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。

(1）貸倒引当金
同左

(2）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計上してお
ります。

(2）賞与引当金
同左

(3）　　　　　――――― (3）退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業
年度末における退職給付債務及び年金資産
に基づき計上しております。
　なお、会計基準変更時差異については、
15年間による均等按分額を費用処理してお
ります。数理計算上の差異については、そ
の発生時の従業員数の平均残存勤務期間内
の一定の年数（７年）による定額法により
翌事業年度から費用処理することとしてお
ります。

５　リース取引の処理
方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると
認められるもの以外のファイナンス・リー
ス取引につきましては、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　ヘッジ会計の方法
 

(1）ヘッジ会計の方法
金利スワップの特例処理によっております。

(1）ヘッジ会計の方法
同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段：金利スワップ取引
ヘッジ対象：特定借入金の支払金利

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象
同左

(3）ヘッジ方針
　金利変動による将来の損失可能性を減殺
する目的で行なっております。

(3）ヘッジ方針
同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法
　ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関
する重要な条件が同一であり、かつヘッジ
開始時及びその後も継続して、相場変動又
はキャッシュ・フロー変動と完全に相殺す
るものと想定することができるため、ヘッ
ジの有効性の判定は省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法
同左

７　その他財務諸表作
成のための重要な
事項

　消費税等の会計処理
　税抜方式によっております。

　消費税等の会計処理
同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

────  （固定資産の減損に係る会計基準）

 　当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

６号　平成15年10月31日）を適用しております。これによ

る損益に与える影響はありません。

──── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

 　当事業年度より、「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部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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、純資産の部と

同額であります。　なお、財務諸表等規則の改正による、

当事業年度における貸借対照表の「純資産の部」について

は、改正後の財務諸表等規則により作成しております。

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１．　────

 

 

２．　────

 

 

３．　────

 

 

１．「貯蔵品」の重要性が高まったため、当事業年度より

区分掲記しております。なお、前事業年度は、流動資

産の「その他」に4,662千円含まれております。

２．「前受金」の重要性が高まったため、当事業年度より

区分掲記しております。なお、前事業年度は流動負債

の「その他」に30,260千円含まれております。

３．財務諸表等規則の改正により、当事業年度より損益計

算書に区分掲記しておりました「営業権償却費」は、

「のれん償却費」と表示しております。
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（追加情報）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 簡易合併

 　当社は、平成17年８月30日開催の取締役会において、平

 成17年12月１日を期して、株式会社インテリジェンスITソ

 リューションズ（当社100％子会社）を簡易合併方式によ

 り吸収合併し、会社統合いたしました。

 (1)合併の方式

 　  株式会社インテリジェンスを存続会社とする吸収合併

   方式で、株式会社インテリジェンスITソリューションズ

   は解散いたします。

 (2)合併期日及び合併登記日

 　  平成17年12月１日

 (3)合併比率

 　  株式会社インテリジェンスITソリューションズは全株

   式を株式会社インテリジェンスが保有していることか

   ら、新株式の発行は行いません。

 (4)合併交付金

 　  株式会社インテリジェンスによる合併交付金の支払は

   行いません。

 (5)財産の引継

　   株式会社インテリジェンスは、合併期日において、株

   式会社インテリジェンスITソリューションズの資産及び

   負債並びに権利業務の一切を引き継ぎました。

　   なお、株式会社インテリジェンスITソリューションズ

   の平成17年９月30日現在の資産、負債及び資本の額は次

   のとおりであります。

 　  株式会社インテリジェンスITソリューションズ

(千円） 

科目 金額

 

 

 

 売掛債権 359,057

 棚卸資産 ―

 その他の流動資産 536,083

 流動資産計 895,140

 

 

 

 有形固定資産 ―

 無形固定資産 102

 投資その他の資産 45,043

 固定資産計 45,146

 資産合計 940,286

 

 

 

 買掛債務 92,249

 短期借入金 ―

 その他の流動負債 221,765

 流動負債計 314,014

 固定負債計 ―

負債合計 314,014

資本合計 626,271

――――
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注記事項

（貸借対照表関係）

第17期
平成17年９月30日現在

第18期
平成18年９月30日現在

※１　――――

 

※１　期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理しております。なお、当事

業年度の末日が金融機関の休日であったため、次

の期末日満期手形が期末残高に含まれておりま

す。

　受取手形　　　　　　　　　　　　26,623千円

※２　授権株式数及び発行済株式総数 ※２　――――

授権株式数 （普通株式） 492,160株

発行済株式総数 （普通株式） 251,400株

自己株式の保有数 （普通株式）  15,164株

※３　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりであります。

※３　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりであります。

売掛金 9,470千円

立替金 49,459千円

未払金 8,886千円

受取手形及び売掛金 89,088千円

立替金 597,737千円

※４　配当制限

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は7,390千円

であります。

※４　――――

 

　５　当座貸越契約

当社は、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契約を締結しております。

　５　当座貸越及び貸出コミットメント契約

当社は、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及び貸出コミットメント契約

を締結しております。これらの契約に基づく当事業

年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額の総額 2,500,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 2,500,000千円

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額

6,700,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 6,700,000千円
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（損益計算書関係）

第17期
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

第18期
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

※１　営業外損益のうち、関係会社に係るものは、次のと

おりであります。

※１　営業外損益のうち、関係会社に係るものは、次のと

おりであります。

資産貸与収入 7,694千円

支払利息 872千円

受取利息 22,405千円

資産貸与収入 10,546千円

支払利息 884千円

貸倒引当金繰入額 1,036,875千円

※２　―――― ※２　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

会員権    14,502千円

その他   26千円

計      14,526千円

※３　固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

備品 1,445千円

車両 80千円

計 1,525千円

※３　固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

備品      769千円

会員権   4,432千円

計      5,201千円

※４　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※４　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 23,326千円

備品 1,569千円

その他 299千円

原状回復費用 14,427千円

計 39,623千円

建物       6,405千円

備品      7,958千円

ソフトウェア    4,217千円

その他    485千円

原状回復費用       11,823千円

計       30,889千円

※５　―――― ※５　合併関連費用の内訳は次のとおりであります。

調査費用 104,674千円

コンサルティング料 30,000千円

計   134,674千円

※６　―――― ※６　再就職支援事業閉鎖損失の内訳は次のとおりであり

ます。

移管手数料 28,000千円

特別退職金 5,114千円

固定資産除却損 3,090千円

計   36,205千円

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

 

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数
（株）

当期増加株式数
（株）

当期減少株式数
（株）

当期末株式数
（株）

自己株式

普通株式 15,164 16,745.78 2,450.78 29,459

合計 15,164 16,745.78 2,450.78 29,459

（注）１．自己株式の株式数の増加は、旧㈱学生援護会との合併によるもの16,745.78株であります。

２．自己株式の株式数の減少は、新株予約権の行使によるもの2,450株、旧㈱学生援護会との合併により発生した端

株の売却によるもの0.78株であります。
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①　リース取引

第17期
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

第18期
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30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（借主側）

(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

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（借主側）

(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）

期末残高相当額
（千円）

器具及び備品 608,099 270,249 337,850

車両運搬具 85,313 31,856 53,456

ソフトウェア 97,403 69,562 27,840

計 790,815 371,668 419,146

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

減損損失
累計額相
当額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

器具及び
備品

2,420,590 1,007,589 27,301 1,385,699

車両運搬
具

251,917 128,389 ― 123,527

ソフト
ウェア

572,404 301,490 134,550 136,364

合計 3,244,912 1,437,469 161,851 1,645,591

(2）未経過リース料期末残高相当額 (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

一年内 161,083千円
一年超 267,422千円
計 428,505千円

一年内        688,384千円
一年超      1,153,018千円
計 1,841,403千円

リース資産減損勘定の残高  99,820千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償
却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 190,221千円
減価償却費相当額 181,908千円
支払利息相当額 10,028千円

支払リース料 425,255千円
リース資産減損勘定の取崩額        17,411千円
減価償却費相当額 361,909千円
支払利息相当額 24,952千円
減損損失   ― 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きましては、
利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法
同左
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第17期
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

第18期
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

２　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（貸主側）

(1）リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

 取得価額
（千円）

減価償却累計額
（千円）

期末残高
（千円）

建物 197 70 127

器具及び備品 8,654 6,670 1,984

ソフトウェア 15,363 3,684 11,678

計 24,214 10,424 13,789

２　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（貸主側）

(1）リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

 取得価額
（千円）

減価償却累計額
（千円）

期末残高
（千円）

建物 32,632 13,720 18,911

器具及び備品 11,345 9,299 2,045

ソフトウェア 47,918 11,039 36,878

計 91,896 34,060 57,836

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額
一年内 3,768千円
一年超 9,578千円
計 13,347千円

一年内  14,518千円
一年超   43,317千円
計 57,836千円

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料
期末残高及び見積残存価額の残高の合計額が営業債
権の期末残高等に占める割合が低いため受取利子込
み法により算定しております。

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料
期末残高及び見積残存価額の残高の合計額が営業債
権の期末残高等に占める割合が低いため受取利子込
み法により算定しております。

(3）受取リース料と減価償却費 (3）受取リース料と減価償却費
受取リース料 7,694千円
減価償却費 7,694千円

受取リース料 11,099千円
減価償却費 11,099千円
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②　有価証券

第17期（平成17年９月30日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

第18期（平成18年９月30日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

③　税効果会計

第17期
平成17年９月30日現在

第18期
平成18年９月30日現在

１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

流動資産   

賞与引当金繰入限度超過額 186,455千円

貸倒引当金繰入超過額 4,819 〃

未払事業所税 17,578 〃

未払事業税否認 84,415 〃

減価償却超過額 6,001 〃

一括償却資産超過額 58 〃

未払法定福利費 21,887 〃

計 321,216千円

固定資産   

投資有価証券評価損否認 31,063 〃

貸倒引当金繰入超過額 2,330 〃

合併による引継固定資産評価減 7,058 〃

計 40,452千円

固定負債   

評価差額金 △5,069 〃

固定資産の純額 35,382千円

流動資産   

賞与引当金繰入限度超過額 455,579千円

未払法定福利費 54,716 〃

未払費用インセンティブ 5,120 〃

未払事業所税 28,613 〃

未払事業税否認 34,993 〃

割賦未収金 17,260 〃

繰越欠損金 250,197 〃

その他 517 〃

計 847,000千円

固定資産   

貸倒引当金繰入超過額 1,257,290 〃

減価償却超過額 389,201 〃

退職給付引当金 442,438 〃

投資有価証券評価損否認 111,100 〃

関係会社株式評価損 81,489 〃

貸倒損失否認 312,891 〃

リース解約損失 50,807 〃

割賦未収金 40,830 〃

減損損失否認 6,828 〃

その他 1,982 〃

小計 2,694,861千円

評価性引当金 △751,644 〃

合計 1,943,216千円

固定負債   

その他有価証券評価差額金 13,216 〃

固定資産の純額 1,930,000千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6

受取配当金等永久に益金に算入されない項

目
△2.2

住民税均等割等 0.6

税額控除 △3.1

合併による引継固定資産評価減否認 △0.3

その他 △1.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.0

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0

受取配当金等永久に益金に算入されない項

目
△0.7

還付金額等 △3.7

税額控除 0.2

評価性引当金 △16.0

その他 0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.0
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（１株当たり情報）

第17期
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

第18期
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１株当たり純資産 32,860.18円

１株当たり当期純利益 6,553.04円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 6,393.88円

１株当たり純資産 20,613.17円

１株当たり当期純利益 5,420.85円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 5,238.53円

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。

 
第17期

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

第18期
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益 1,538,457千円         1,421,764千円

普通株主に帰属しない金額  ― ― 

普通株式に係る当期純利益 1,538,457千円          1,421,764千円

普通株式の期中平均株式数 234,770株 262,277株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

普通株式増加数 5,844株 9,128株

（うち新株引受権） (55株) (―)

（うち新株予約権） (5,789株) (9,128株)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含まなかった

潜在株式の概要

――― 　新株予約権１種類

　（新株予約権の数3,986個）
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（重要な後発事象）

第17期
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

第18期
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

子会社の異動（株式取得）に関する事項
　当社は平成17年10月12日開催の取締役会において、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
ソリューションズの全株式を取得し、当社の100％子会社
とすることを決議いたしました。
１　子会社の異動（株式取得）の理由
　当グループは総合人材サービス企業として、多様な事
業を展開して参りました。当グループ内のITソリュー
ション事業では法人企業と個人をつなぐIT業界のインフ
ラとしての存在を確立することを目的としておりま
す。
　今回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の全株式を取得するこ
とによって、両社が保有する良質な技術者をはじめとす
る経営資源を当グループに加え、ITソリューション事業
の拡大を図るものであります。

―――――

 

 

 

２　異動する子会社の概要
(1）商号　　　　ミリオン株式会社

代表者　　　根本弘行
 　　　設立年月日　昭和52年９月24日
 　　　本店所在地　東京都品川区
 　　　主な事業　　流通業、金融業、官公庁等向け
　　　 内容　　　　コンサルティング及びアプリケー
　　　　　　　　　 ション開発並びにインターネット関連
　　　　　　　　　 システム開発
 　　　決算期　　　８月
 　　　従業員数　　220名
 　　　資本の額　　200百万円
 　　　発行済株式　400,000株
　　　 総数
 　　　大株主構成　ドリームテクノロジーズ㈱　100％
　　　 及び割合
　　　 最近２年間の経営成績及び財務状態の推移

 平成15年８月期 平成16年８月期

 売上高  3,011百万円  2,817百万円

 経常利益  15百万円  22百万円

 当期純利益  14百万円 22百万円

 総資産  865百万円  997百万円

 株主資本  179百万円  190百万円

 

 

 

 

 

 

 

(2）商号　　　　株式会社アイ・ティーマーケティン
　
　　　　　　　　グソリューションズ

代表者　　　関本雅一
 　　　設立年月日　平成10年８月20日
 　　　本店所在地　東京都渋谷区
 　　　主な事業　　人材サービス事業、システムソリュー
　　　 内容　　　　ション事業、ネットワークソリューシ
　　　　　　　　　 ョン事業、デジタルコンテンツ事業
 　　　決算期　　　４月
 　　　従業員数　　280名
 　　　資本の額　　290百万円
 　　　発行済株式　5,800株
　　　 総数
 　　　大株主構成　ドリームテクノロジーズ㈱　100％
　　　 及び割合
　　　 最近２年間の経営成績及び財務状態の推移

 平成16年４月期 平成17年４月期

 売上高  1,813百万円 2,814百万円 

 経常利益 9百万円 58百万円 

 当期純利益 4百万円 11百万円 

 総資産 971百万円 1,280百万円 

 株主資本 37百万円 269百万円 
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第17期
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

第18期
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 　　
３　株式の取得先
 　　ドリームテクノロジーズ株式会社より株式譲受

商号　　　　ドリームテクノロジーズ株式会社
代表者　　　山本勝三
本店所在地　東京都渋谷区広尾一丁目１番39号
主な事業の　・コンピュータのソフトウェア及び
内容　　　　　ハードウェアの開発、設計、製作
　　　　　　　及び販売
　　　　　　・インターネットを介した電子的
　　　　　　　データ通信に関するソフトウ
　　　　　　　ェア・ハードウェア等の開発、
　　　　　　　設計、製作及び販売等
　　　　　　・ISP（インターネット・サービス・
　　　　　　　プロバイダー）向けダイヤルアッ
　　　　　　　プ接続事業に関する営業等

４　取得株式数、取得価格及び取得前後の所有株式の
　　状況

 ミリオン株式会社

株式会社
アイ・ティー
マーケティング
ソリューションズ

 取得前の持株数
－株（所有割合

－％） 
－株（所有割合

－％）  

 取得株式数 400,000株 5,800株 

 取得後の
 所有割合 

100.0％ 100.0％ 

265,200,001円 364,799,999円 

 取得価額

（内ドリームテク 
ノロジーズ㈱が所 
有するミリオン㈱ 
に対する債権、 
265,200,000円の譲
り受け金額を含む)
 
 

（内ドリームテク 
ノロジーズ㈱が所 
有する㈱アイ・テ 
ィーマーケティン
グソリュ－ション
ズに対する債権、
360,996,577円の譲
り受け金額を含む)

５　取得の日程 
 平成17年10月12日　取締役会決議
 平成17年10月12日　株式譲渡契約書　締結
 平成17年10月12日　株券の受け渡し
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新株予約権の決議
 　当社は平成17年12月19日開催の定時株主総会において、
次のように商法第280条ノ20および第280条ノ21に規定する新
株予約権を無償にて発行することを決議いたしました。
 １　株主以外の者に対し特に有利な条件により新株予約　
　　 権を発行する理由
 　　　当社及び当社子会社の取締役及び従業員の業績向 
     上に対する意欲や士気を一層高め、長期的な業績向
     上を図ることを目的として、新株予約権を発行いた
     します。
 ２　新株予約権の要領
  (1）新株予約権の割当を受ける者
 　　 当社及び当社子会社の取締役及び従業員
  (2）新株予約権の目的たる株式の種類
 　　 当社普通株式
  (3）新株予約権の目的たる株式の数
 　　 合計4,000株を上限とする。
 　　 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、
　　目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、か
　　かる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されて
　　いない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の
　　結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨
　　てるものとする。
　　　また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行
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第17期
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

第18期
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

　　い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交　
　
　　換を行い完全親会社となる場合、もしくは当社が新設
　　分割もしくは、吸収分割を行う場合、当社は目的たる
　　株式数の調整をすることができるものとする。
  (4）発行する新株予約権の総数
 　　 合計4,000個（新株予約権の１個当たりの目的たる
    株式の数１株）を上限とする。
  (5）新株予約権の発行価額
 　　 無償で発行する。
 

役員・監査役の異動

　該当する事項はありません。
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