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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 4,524 △31.9 △428 ― △449 ―

17年９月期 6,645 26.9 141 ― 167 ―

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 484 ― 6,076 57 6,067 59 19.1 △12.7 △9.9

17年９月期 △4,436 ― △76,928 59 ― ― △219.2 5.0 2.5

（注）①期中平均株式数 18年９月期       79,805株 17年９月期 57,666株

②会計処理の方法の変更 有

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 3,950 3,505 88.1 40,455 71

17年９月期 3,141 1,598 50.9 23,654 93

（注）①期末発行済株式数 18年９月期   86,019株 17年９月期 67,580株

②期末自己株式数 18年９月期    2,301株 17年９月期  2,301株

２．平成19年９月期の業績予想（平成18年10月１日～平成19年９月30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 2,300 △110 △160

通　期 2,540 △80 △130

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　△1,511円29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（％）第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

17年９月期 ― ― ― ― ― 0円00銭 ― ― ―

18年９月期 ― ― ― ― ― 0円00銭 ― ― ―

19年９月期（予想） ― ― ― ― ― 0円00銭    

 

（注１）上記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

定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。また、１株当たり当期純利益

（通期）につきましては、当期末発行済株式数により算出しています。

（注２）業績予想に関しては、第９回定時株主総会にてご承認を頂くことを前提に、連結子会社である株式会社トップランダーへの事業の譲渡等

の影響反映後の予想数値を掲載しております。
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５．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年９月30日）
当事業年度

（平成18年９月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金 ※３  1,248,528   2,192,514   

２．受取手形   ―   1,732   

３．売掛金 ※4,5  830,752   618,475   

４．仕掛品   1,820   649   

５．貯蔵品   2,717   1,573   

６．前払費用   47,069   34,731   

７．短期貸付金 ※４  262,036   507,783   

⒏．その他 ※４  68,757   186,655   

貸倒引当金   △156,195   △133,290   

流動資産合計   2,305,487 73.4  3,410,825 86.3 1,105,337

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物  50,451   24,160    

減価償却累計額  △11,163 39,288  △15,549 8,610  △30,678

２．車両運搬具  1,953   11,961    

減価償却累計額  △1,683 269  △2,391 9,570  9,301

３．工具器具備品  120,382   97,160    

減価償却累計額  △73,859 46,523  △84,617 12,543  △33,979

有形固定資産合計   86,081 2.8  30,724 0.8 △55,356

(2）無形固定資産         

１．営業権   18,000   ―   

２．のれん   ―   12,000   

３．ソフトウェア   77,554   ―   

４．その他   2,703   2,397   

無形固定資産合計   98,257 3.1  14,397 0.4 △83,859
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前事業年度

（平成17年９月30日）
当事業年度

（平成18年９月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券 ※５  435,435   112,376   

２．関係会社株式   58,307   176,307   

３．関係会社出資金   9,000   ―   

４．出資金   20   20   

５．関係会社長期貸付金   3,150,000   2,100,000   

６．破産更生債権等 ※５  1,027,640   1,039,999   

７．長期前払費用   4,853   71   

８．敷金及び保証金   141,507   106,563   

  ９．その他   2,143   849   

貸倒引当金   △4,027,458   △3,041,647   

投資損失引当金   △150,000   ―   

投資その他の資産合計   651,450 20.7  494,540 12.5 △156,909

固定資産合計   835,788 26.6  539,663 13.7 △296,125

資産合計   3,141,276 100.0  3,950,488 100.0 809,212
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前事業年度

（平成17年９月30日）
当事業年度

（平成18年９月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金 ※４  103,376   1,790   

２．短期借入金   800,000   ―   

３．１年以内償還予定社債   60,000   60,000   

４．１年以内返済予定長期
借入金   10,100   ―   

５．未払金   144,871   61,398   

６．未払費用   61,265   65,996   

７．未払法人税等   59,216   39,496   

８．未払消費税等   91,596   52,606   

９．預り金   36,465   31,945   

10．前受収益   ―   21   

11．賞与引当金   46,084   43,441   

12．その他   5,042   24,669   

流動負債合計   1,418,019 45.1  381,367 9.7 △1,036,651

Ⅱ　固定負債         

１．社債   120,000   60,000   

２．繰延税金負債   4,013   1,012   

３．その他   621   2,616   

固定負債合計   124,635 4.0  63,629 1.6 △61,005

負債合計   1,542,654 49.1  444,997 11.3 △1,097,657

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※１  4,070,476 129.6  ― ― ―

Ⅱ　資本剰余金         

１．資本準備金 ※７ 1,038,277  33.1 ―  ― ―

２．その他資本剰余金         

(1)資本準備金減少差益  1,279,580  40.7 ―  ― ―

資本剰余金合計   2,317,857 73.8  ― ― ―

Ⅲ　利益剰余金         

１．利益準備金  700  0.0 ―  ― ―

２．当期未処理損失  4,436,207  △141.2 ―  ― ―

利益剰余金合計   △4,435,507 △141.2  ― ― ―

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   5,872 0.2  ― ― ―

Ⅴ　自己株式 ※２  △360,077 △11.5  ― ― ―

資本合計   1,598,621 50.9  ― ― ―

負債及び資本合計   3,141,276 100.0  ― ― ―
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前事業年度

（平成17年９月30日）
当事業年度

（平成18年９月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   ― ―  4,770,992 120.8 ―

２．資本剰余金         

(1) 資本準備金  ―   1,738,962    

(2) その他資本剰余金  ―   1,279,580    

資本剰余金合計   ― ―  3,018,543 76.4 ―

３．利益剰余金         

(1) 利益準備金  ―   700    

(2) その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  ―   △3,951,263    

利益剰余金合計   ― ―  △3,950,563 △100.0 ―

４．自己株式   ― ―  △360,117 △9.1 ―

株主資本合計   ― ―  3,478,855 88.1 ―

Ⅱ　評価・換算差額等         

その他有価証券評価差
額金

  ― ―  1,120 0.0 ―

評価・換算差額等合計   ― ―  1,120 0.0 ―

Ⅲ　新株予約権   ― ―  25,515 0.6 ―

純資産合計   ― ―  3,505,491 88.7 ―

負債純資産合計   ― ―  3,950,488 100.0 ―

         

－ 5 －



(2）損益計算書

  
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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 ※３        

１．製品売上高  398,165   67,664    

２．役務収益  6,247,544 6,645,710 100.0 4,456,495 4,524,159 100.0 △2,121,551

Ⅱ　売上原価 ※３        

１．当期製品製造原価  141,561   44,197    

２．役務原価  4,641,071 4,782,633 72.0 3,314,582 3,358,779 74.2 △1,423,853

売上総利益   1,863,077 28.0  1,165,379 25.8 △697,698

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,3  1,721,334 25.9  1,594,162 35.3 △127,172

営業利益又は営業損失（△）   141,742 2.1  △428,783 △9.5 △570,525

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息 ※２ 36,348   6,280    

２．受取配当金  605   1,111    

３．受取手数料 ※２ 18,360   12,786    

４．保険解約益  4,123   650    

５．助成金収入  ―   2,730    

６．その他  3,615 63,052 0.9 1,226 24,785 0.6 △38,266

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  8,027   3,434    

２．新株発行費  21,404   ―    

３．株式交付費  ―   8,530    

４．社債発行費  ―   26,745    

５．支払手数料  2,452   747    

６．投資事業組合投資損
失

 ―   4,907    

６．その他  5,384 37,268 0.5 1,331 45,696 1.0 8,428

経常利益又は経常損失（△）   167,526 2.5  △449,694 △9.9 △617,220

Ⅵ　特別利益         

１．投資有価証券売却益  299,431   33,766    

２．貸倒引当金戻入益  ―   1,008,715    

３．投資損失引当金戻入
益

 ―   150,000    

４．関係会社株式売却益  ―   9,782    

５．その他  ― 299,431 4.5 237 1,202,502 26.5 903,070
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅶ　特別損失         

１．投資有価証券売却損  49,734   7,784    

２．投資有価証券評価損 ※５ 77,188   17,609    

３．固定資産除却損 ※4,5 88,552   ―    

４．関係会社株式評価損 ※５ 357,748   5,999    

５．建設協力金償却  64,381   ―    

６．本社移転費用  36,130   ―    

７．事務所閉鎖損失 ※５ 57,806   ―    

８．事務所移転・縮小関
連費用

 ―   12,283    

９．減損損失 ※６ ―   169,852    

10．臨時償却  ―   17,937    

11．投資損失引当金繰入
額

※５ 150,000   ―    

12．貸倒引当金繰入額 ※５ 3,986,041 4,867,584 73.2 ― 231,467 5.1 △4,636,116

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失（△)

  △4,400,626 △66.2  521,340 11.5 4,921,966

法人税、住民税及び事
業税

  35,581 0.6  36,395 0.8 814

当期純利益又は当期純
損失(△)

  △4,436,207 △66.8  484,944 10.7 4,921,152

前期繰越損失   1,671,018   ―  ―

資本準備金減少による
欠損てん補

  1,671,018   ―  ―

当期未処理損失   4,436,207   ―  ―
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製造原価明細書

  
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）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費  83,371 58.1 ― ―

Ⅱ　労務費  9,854 6.9 10,259 23.8

Ⅲ　経費 ※２ 50,156 35.0 32,767 76.2

当期総製造費用  143,382 100.0 43,026 100.0

期首仕掛品たな卸高  －  1,820  

合計  143,382  44,847  

期末仕掛品たな卸高  1,820  649  

当期製品製造原価  141,561  44,197  

      

（注）　１．原価計算の方法は個別原価計算を

採用しております。

※２．内訳は次のとおりです。

外注加工費 37,845千円

減価償却費 12,311千円

（注）　１．同左

※２．内訳は次のとおりです。

外注加工費 32,452千円

減価償却費 　 314千円

役務原価明細書

  
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）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　労務費  147,935 3.2 145,354 4.4

Ⅱ　経費 ※１ 4,493,136 96.8 3,169,227 95.6

役務原価  4,641,071 100.0 3,314,582 100.0

      

（注）※１．主な経費の内容は次のとおりです。

外注委託費4,300,206千円

（注）※１．主な経費の内容は次のとお

りです。

外注委託費3,004,762千円
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(3）損失処理計算書及び株主資本等変動計算書

損失処理計算書

  
前事業年度

株主総会承認日
（平成17年12月22日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処理損失   4,436,207

Ⅱ　次期繰越損失   4,436,207
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    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 

 

その他資本

剰余金 

 

資本剰余金

合計 

 

利益準備金

 

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計
 

繰越利益剰

余金

平成17年9月30日残高

（千円）
4,070,476 1,038,277 1,279,580 2,317,857 700 △4,436,207 △4,435,507 △360,077 1,592,749

事業年度中の変動額 

新株の発行 200,601 200,601 ― 200,601 ― ― ― ― 401,202

転換社債の転換 499,915 500,084 ― 500,084 ― ― ― ― 1,000,000

当期純利益 ― ― ― ― ― 484,944 484,944 ― 484,944

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― △39 △39

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）
700,516 700,685 ― 700,685 ― 484,944 484,944 △39 1,886,106

平成18年9月30日残高

（千円）
4,770,992 1,738,962 1,279,580 3,018,543 700 △3,951,263 △3,950,563 △360,117 3,478,855

 
評価・換算差額等 

新株予約権 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）
5,872 5,872 ― 1,598,621

事業年度中の変動額 

新株の発行 ― ― ― 401,202

転換社債の転換 ― ― ― 1,000,000

当期純利益 ― ― ― 484,944

自己株式の取得 ― ― ― △39

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額(純額)

△4,752 △4,752 25,515 20,763

事業年度中の変動額合

計（千円）
△4,752 △4,752 25,515 1,906,869

平成18年9月30日残高

（千円）
1,120 1,120 25,515 3,505,491

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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）

　当社は平成17年2月に平成電電㈱との間で包括的資本業

務提携の基本合意を締結し、これに基づき㈱ヒューマンア

ウトソーシング（当社の連結子会社）は平成17年3月に平

成電電㈱からカスタマーサービス業務に関する営業譲渡

（譲渡価格3,000,000千円）を受けるとともに５年間の独

占的業務委託契約を締結しました。本提携により当下半期

以降当社業績に売上成長及び利益回復の両面から多大に寄

与することが見込まれておりました。

　しかしながら、平成17年10月3日、平成電電㈱は東京地

方裁判所に民事再生手続開始の申立てを行い、10月21日付

で㈱ヒューマンアウトソーシングに対し業務委託契約の解

除通告を行いました。

　このため当社は、平成電電㈱の民事再生手続開始の申立

てに起因する特別損失4,168,024千円を計上し、当期業績

において最終的に4,436,207千円の当期純損失を計上しま

した。その結果、資本の部における利益剰余金は

△4,435,507千円となり、大幅な毀損が生じております。

　以上を鑑み、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。

　当該状況に対応すべく、当社は主として財務体質の安定

的回復と強化を早急にはかるべく、平成17年11月９日開催

の取締役会において海外投資家を割当先とする総額

1,000,000千円の円建転換社債型新株予約権付社債の発行

を決議しました。なお、払込期日平成17年11月25日までに、

全額の払込が完了しております。

　財務体質面における強化をはかる一方で、来期以降にお

いて積極的な新規支店の開設と共に大口顧客プロジェクト

の受注活動の推進、既存顧客対応強化を中心とした受注活

動の展開、募集費等を中心とした全体コスト削減等の、売

上及び利益創出額の増大を進める経営計画を策定しまし

た。

　以上の財務体質の安定的回復及び営業戦略の推進により、

継続企業の前提に関する重要な疑義を解消できるものと判

断しております。従って、財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、このような重要な疑義の影響を反映し

ておりません。

　当社は、前事業年度において、4,436,207千円の当期純

損失を計上しました。また、当事業年度においては、当期

純利益484,944千円を計上したものの、営業損失428,783千

円、経常損失449,694千円を計上しております。

　以上を鑑み、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。

 

　当該状況に対応すべく、当社は、「財務体質の再強化」

と「顧客構成の割合の見直しと再構築による売上・利益の

回復」に取り組んでおります。

　「財務体質の再強化」については、平成17年11月の総額

1,000百万円の円建転換社債型新株予約権付社債の発行及

び全額の株式転換完了、平成18年３月に決議した第三者割

当による新株式及び新株予約権の発行（同年４月、新株式

199百万円、新株予約権4百万円共払込を完了）を通じて、

安定的経営のベースとなる財務基盤を確保することができ

ました。

　「顧客構成の割合の見直しと再構築による売上・利益の

回復」については、平成電電㈱に傾斜配分されていた経営

資源の再配分を急ピッチで進めており、損益の改善を図っ

ております。また、“製品群の峻別”及び“不採算事業の

再編”により、「全事業部門における営業利益黒字化を来

期初頭より実現する」ことを必達の課題として、「事業再

編」と「コスト構造改革（追加的コスト削減）」の二面か

ら、具体的施策の実行による早期の効果発現を目指してお

ります。

 

　以上の「財務体質の再強化」及び「顧客構成の割合の見

直しと再構築による売上・利益の回復」により、継続企業

の前提に関する重要な疑義を解消できるものと判断してお

ります。従って、財務諸表は継続企業を前提として作成さ

れており、このような重要な疑義の影響を反映しておりま

せん。
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重要な会計方針

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．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社及び関連会社株式

移動平均法に基づく原価法

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（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）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（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

移動平均法に基づく原価法

時価のないもの

同左

投資事業有限責任組合への出資金

投資事業有限責任組合損益のうち、当社に帰属す

る持分相当損益を「営業外損益」に計上するとと

もに「投資有価証券」を加減する方法

２．デリバティブの評価基準及び評価方法

原則として時価法

２．デリバティブの評価基準及び評価方法

    時価法

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1）仕掛品

個別法に基づく原価法

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1）仕掛品

  同左

(2）貯蔵品

個別法に基づく原価法

ただし貯蔵品のうち、作業着等については最終仕

入原価法

(2）貯蔵品

  同左

４．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

４．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

  同左

建物 ３～15年

車両運搬具及び工具器具備品 ２～15年

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産につ

いては、３年間で均等償却する方法を採用しており

ます。

(2）無形固定資産

ソフトウェア

市場販売目的のソフトウェア

見込販売数量に基づく償却額と販売有効期間

（３年）に基づく均等償却とを比較し、いずれ

か大きい金額を計上しております。

(2）無形固定資産

のれん

５年による定額法を採用しております。

自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。

営業権

５年による定額法を採用しております。
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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）

５．繰延資産の処理方法

 ①新株発行費

支出時に全額費用として処理しております。

 ②　　　　　　　　────── 

 

 ③　　　　　　　　────── 

 

５．繰延資産の処理方法

  ①　　　　　　　────── 

 

  ②株式交付費

支出時に全額費用として処理しております。

  ③社債発行費

支出時に全額費用として処理しております。

６．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、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勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

６．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　同左 

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるために、支給見込額の

うち当事業年度に負担すべき金額を計上しておりま

す。

　前期まで、支給見込額のうち事業年度に負担すべ

き金額を未払費用として計上しておりましたが、当

期より従業員賞与の支給対象期間を変更したため、

支給見込額のうち当期に負担すべき金額を賞与引当

金として計上しております。なお、前期末の未払費

用としての計上額は、42,699千円であります。

 

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるために、支給見込額の

うち当事業年度に負担すべき金額を計上しておりま

す。

(3）投資損失引当金

　投資先の株式等に対する投資損失に備えるため、

当該会社の財政状態を勘案して必要額を計上してお

ります。

　なお、当期において、投資先の株式等に対する投

資損失に備える必要が生じたため、当該会社の財政

状態を勘案して必要額を計上しております。

 

(3）

──────

 

７．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。

７．リース取引の処理方法

同左

８．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

金利スワップのうち、特例処理の要件を満たしてい

るものについては、特例処理を採用しております。

８．

──────

(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  借入金の利息

(3）ヘッジの方針

支払利息の変動金利リスクを回避し、支払利息の

キャッシュ・フローを固定化する目的で金利スワッ

プを行なっております。

(4）ヘッジの有効性評価方法

ヘッジ手段とヘッジ対象額について、それぞれの既

に経過した期間におけるキャッシュ・フロー累計額

を比較して有効性の判断を行っております。

なお当事業年度末において、ヘッジ対象の借入金は

ありません。

－ 13 －



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）

９．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

９．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

同左
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 財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

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

により税引前当期純利益は169,852千円減少しておりま

す。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

────── （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3,479,976千

円であります。

　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。

────── （ストック・オプション等に関する会計基準等）

 　当事業年度より、「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17年12月27日）を適

用しております。これにより、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益が21,835千円減少しております。
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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）

（貸借対照表関係）

「短期貸付金」は、前事業年度まで、流動資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当事業年度におい

て、資産の総額の100分の１を超えたため区分掲記しま

した。なお、前事業年度末の「短期貸付金」は20,868千

円であります。

 （貸借対照表関係）

前事業年度まで「営業権」として表示しておりましたが、

財務諸表等規則の改正により、当事業年度より「のれ

ん」として表示しております。 

 ──────

 

（損益計算書関係）

１．前事業年度まで「新株発行費」として表示しており

ましたが、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱

い」により、当事業年度より「株式交付費」として表

示しております。

２．「投資事業組合投資損失」は、前事業年度まで、営業

外費用の「その他」に含めて表示しておりましたが、当

事業年度において、営業外費用の総額の100分の10を超

えたため区分掲記しました。なお、前事業年度の「投資

事業組合損失」は3,393千円であります。

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）

（不適当な合併等による猶予期間について） 

　当社は平成15年３月１日付で㈱トラストワークと合併し

ましたが、㈱大阪証券取引所から、当社は実質的な存続会

社ではなく「不適当な合併等」に該当するため、猶予期間

銘柄に割り当てられております。当社は現在、同取引所に

対して猶予期間解除申請を行っており、適合審査中です。

猶予期間満了の平成18年９月30日までに上場審査基準に準

じた基準に適合しない場合、監理ポストないし整理ポスト

に割り当てられ、上場廃止となるおそれがあります。

（当社株式の「監理ポスト」入りに関して）

　当社株式はニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレ

ス」市場において、平成18年10月１日より監理ポストに割

当てられております。これまで当社株式は平成15年３月１

日より平成18年９月30日までを「猶予期間」として、当社

申請に基づく㈱大阪証券取引所の適合審査を受けておりま

したが、適合の認定を受けられないまま猶予期間の期限を

迎えたことから、平成18年10月１日より監理ポストに割当

てられたものです。

　現在、上場を維持するための㈱大阪証券取引所の適合審

査が継続中であります。当社と致しましては、経営管理体

制・リスク管理体制全般等に関して求められる適正な水準

の維持向上に努め、審査への適合を果たし、監理ポストか

ら通常ポストへの早期復帰を目指してまいります。　

「地方税等の一部を改正する法律」（平成15年法律第９

号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日以

後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形標

準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱

い」（平成16年２月13日企業会計基準委員会実務対応報告

第12号）に従い、法人事業税の付加価値割及び資本割につ

いては、販売費及び一般管理費に計上しております。この

結果、販売費及び一般管理費が、23,669千円増加し、営業

利益、経常利益が同額減少し、税引前当期純損失が同額増

加しております。

 

──────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年９月30日）

当事業年度
（平成18年９月30日）

※１ 授権株式数および発行済株式総数 ※１ 

──────

授権株式数 普通株式 250,000株

発行済株式総数 普通株式     69,882株

※２ 自己株式の保有数 普通株式 2,301.1株 ※２   

──────

※３ 担保差入資産 ※３ 担保差入資産

現金及び預金  59,678千円

計      59,678千円

上記に対する債務  

１年以内返済予定長期借入金    10,100千円

計   10,100千円

現金及び預金     59,690千円

計      59,690千円

 なお、上記に対する債務はありません。

※４ 関係会社に対するものは、次のとおりであります。

  　売掛金　　　　　　　　　　　85,650千円

　　短期貸付金　　　　　　　　 250,000千円

　　流動資産「その他」　　　　　35,029千円

    買掛金　　　　　　　　　　　48,258千円

※４ 関係会社に対するものは、次のとおりであります。

  　売掛金　　　　　　　　　　　    18千円

　　短期貸付金　　　　　　　　  490,000千円

　　流動資産「その他」　　　　　 19,838千円

 ※５ 平成電電グループに対する主な債権債務等の残高

科目
平成電電㈱

（千円）

オムニトラスト

ジャパン㈱

（千円）

計（千円）

売掛金 ― 267,750 267,750

投資有価証券 ― 300,000 300,000

破産更生債権等 1,003,981 ― 1,003,981

 ※５ 

──────

　６ 偶発債務

　　 債務保証

次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債

務保証を行っております。

保証先 金額(千円) 内容

　㈱ヒバライバンク 50,000 　借入債務 

 計 50,000  ―

　６ 

──────

 

※７ 平成17年５月20日開催の臨時株主総会において、下

記の欠損てん補を行っております。

　　資本準備金　　　　　　　　1,671,018千円

※７ 

──────

　

　８ 配当制限

金融商品の時価評価により、純資産が6,966千円増加

しております。なお、当該金額は商法施行規則第124

条第３号の規定により配当に充当することが制限され

ております。

　８  

──────

 

　９ 資本の欠損

資本の欠損は3,516,704千円であります。

　９ 

──────
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（損益計算書関係）

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 販売費に属する費用のおおよその割合は0.3％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は99.7％であり

ます。

主要な費目及び金額は以下のとおりであります。

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は0.2％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は99.8％であり

ます。

主要な費目及び金額は以下のとおりであります。

役員報酬       74,167千円

給与手当 460,853千円

賞与 49,446千円

賞与引当金繰入額 46,084千円

雑給 85,931千円

法定福利費      125,377千円

減価償却費     123,398千円

賃借料       176,456千円

支払手数料    72,890千円

募集費 192,399千円

  

役員報酬 107,146千円

給与手当 518,732千円

賞与 74,912千円

賞与引当金繰入額 33,844千円

雑給 52,298千円

法定福利費 137,059千円

減価償却費 41,407千円

賃借料 151,938千円

支払手数料 72,627千円

募集費 142,289千円

  

※２ 関係会社に対するものは、次のとおりであります。 ※２ 関係会社に対するものは、次のとおりであります。

受取利息 35,524千円

受取手数料 16,952千円

受取利息 5,586千円

受取手数料 10,323千円

 ※３ 平成電電グループに対する主な取引の内容

科目
平成電電㈱

（千円）

オムニトラスト

ジャパン㈱

（千円）

計（千円）

売上高 2,075,551 300,000 2,375,551

（製）通信費 5,143 ― 5,143

通信費 390 ― 390

 ※３ 

──────

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 ※４ 

──────

建物 792千円

構築物 204千円

工具器具備品 10,106千円

ソフトウェア 77,449千円

計 88,552千円

※５ 平成電電㈱の民事再生手続開始の申立てに起因する

特別損失の内訳

※５ 

──────

投資有価証券評価損      9,999千円

関係会社株式評価損      1千円

固定資産除却損     592千円

事務所閉鎖損失      57,806千円

貸倒引当金繰入額      3,949,623千円

投資損失引当金繰入額    150,000千円

  合     計     4,168,024千円
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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）

 ※６　

──────

 ※６　減損損失

　当社は、当事業年度において以下のとおり減損損失を認

識しました。 

（減損損失を認識した資産及び減損損失の金額）

場所 用途 種類
金額

（千円）

札幌市
中央区他

ＩＴセキュリ
ティ事業開発

用設備

工具器具備品
ソフトウェア 
その他

793
20,041
4,608

 小計 25,444

東京都
新宿区他

セールスアウ
トソーシング
事業営業用備

品等

建物
車両運搬具
工具器具備品
ソフトウェア

18,784
694

18,671
36,525

 小計 74,675

札幌市
中央区他

共用資産
管理用設備他

建物
工具器具備品
ソフトウェア
リース資産

12,626
15,144
19,599
22,362

 小計 69,733
   合計 169,852

（資産のグルーピングの方法）         

  当社は、製品やサービスの性質、市場の類似性等を勘案

し、事業の種類別セグメントを基礎として、ＩＴセキュリ

ティ事業、ゼネラルアウトソーシング事業、セールスアウ

トソーシング事業、共用資産の各別に資産のグルーピング

を行っております。 

（減損損失の認識に至った経緯）         

  当社は、平成17年10月３日に平成電電㈱の民事再生手続

開始の申立てがあったことにより、前事業年度において大

幅な当期純損失を計上しました。当事業年度においても、

当社の資産が使用されている事業に関連して、経営環境の

悪化が未だ一部継続しており、当社の資産に減損が生じて

いる可能性が存在しておりました。       

  当社は、資産のグルーピングを行ったのち、資産グルー

プから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳

簿価額との比較を行いましたが、前者が後者を下回る資産

グループがあったことから、これらの資産グループについ

て減損損失を認識することとしました。         

（回収可能価額の算定方法）         

  回収可能価額については正味売却価額により測定してお

ります。

　償却性資産については、減価償却計算に用いられる税法

規定等に基づく残存価額を正味売却価額として算定してお

ります。      
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（株主資本等変動計算書関係）

  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 2,301.1 0.5 － 2,301.6

 （注）普通株式の自己株式の数の増加　0.5株は、端株の買取りによる増加であります。
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①　リース取引

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．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

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、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
工具器具備
品（千円）

ソフトウェ
ア（千円）

合計
（千円）

取得価額
相当額

45,992 15,311 61,303

減価償却
累計額相当額

22,070 9,788 31,858

期末残高
相当額

23,921 5,522 29,444

 
工具器具備
品（千円）

ソフトウェ
ア（千円）

合計
（千円）

取得価額
相当額

42,884 15,311 58,195

減価償却
累計額相当額

29,232 13,023 42,255

減損損失
累計額相当額

13,293 2,114 15,408

期末残高
相当額

357 172 530

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

１年以内       13,194千円

１年超 17,071千円

合計 30,265千円

１年以内      11,851千円

１年超       5,220千円

合計       17,071千円

リース資産減損勘定の残高  15,408千円

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    16,377千円

減価償却費相当額 15,350千円

支払利息相当額     1,025千円

支払リース料 13,822千円

リース資産減損勘定の取崩額  6,953千円

減価償却費相当額 12,974千円

支払利息相当額 847千円

減損損失 22,362千円

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

②　有価証券

前事業年度（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。

当事業年度（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。
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③　税効果会計

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．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金繰入限度超過額 18,710千円

貸倒引当金繰入限度超過額     32,713千円

未払事業税 9,609千円

その他 4,487千円

繰延税金資産(流動)　小計 65,521千円

評価性引当金  △65,521千円

繰延税金資産(流動)　合計        －千円

繰延税金資産(固定)  

貸倒引当金繰入限度超過額 1,625,331千円

減価償却限度超過額   37,524千円

無形固定資産償却限度超過額   31,444千円

投資有価証券評価損   44,753千円

関係会社株式評価損 145,245千円

投資損失引当金繰入限度超過額     60,900千円

建設協力金償却 26,139千円

繰越欠損金  19,387千円

その他 19,696千円

繰延税金資産(固定)　小計  2,010,422千円

評価性引当金 △2,010,422千円

繰延税金資産(固定)　合計        －千円

繰延税金負債(固定)  

その他有価証券評価差額金 △4,013千円

繰延税金負債(固定)　合計   △4,013千円

差引：繰延税金負債(固定)の純額  △4,013千円

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金繰入限度超過額      17,637千円

貸倒引当金繰入限度超過額 29,543千円

未払事業税 1,358千円

その他 11,529千円

繰延税金資産(流動)　小計 60,068千円

評価性引当金 △60,068千円

繰延税金資産(流動)　合計 －千円

繰延税金資産(固定)  

貸倒引当金繰入限度超過額 1,040,280千円

減価償却限度超過額 83,491千円

無形固定資産償却限度超過額 －千円

投資有価証券評価損 21,105千円

関係会社株式評価損 147,681千円

投資損失引当金繰入限度超過額 －千円

建設協力金償却 －千円

繰越欠損金 487,839千円

その他 17,695千円

繰延税金資産(固定)　小計 1,798,093千円

評価性引当金 △1,798,093千円

繰延税金資産(固定)　合計 －千円

繰延税金負債(固定)  

その他有価証券評価差額金 △1,012千円

繰延税金負債(固定)　合計 △1,012千円

差引：繰延税金負債(固定)の純額 △1,012千円

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 40.6％

（調整）  

住民税均等割 △0.8％

交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.1％

評価性引当金の増減 △40.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △0.8％

法定実効税率 40.6％

（調整）  

住民税均等割 6.9％

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.2％

評価性引当金の増減 △41.8％

その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 7.0％
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（１株当たり情報）

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）

１株当たり純資産額 23,654円93銭

１株当たり当期純損失金額 76,928円59銭

  

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。

１株当たり純資産額 40,455円71銭

１株当たり当期純利益金額 6,076円57銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 6,067円59銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失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

項目
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株当たり当期純利益金額又は１株当た

り当期純損失金額 

  

損益計算書上の当期純利益金額又は当期

純損失金額（△） (千円)

△4,436,207 484,944

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金額又は当期

純損失金額（△）（千円）

△4,436,207 484,944

普通株式の期中平均株式数（株） 57,666 79,805

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） ― ―

普通株式増加数（株） ― 118

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金額の算定に含まれな

かった潜在株式の概要

旧商法280条ノ19の規定に基づく新

株引受権1,083株

平成13年改正旧商法280条ノ20及び

平成13年改正旧商法280条ノ21の規

定に基づく新株予約権の目的となる

株式の数19,815株

（新株予約権の目的となる株式の数

については、該当会計年度末におい

て行使がなされた場合の最大発行可

能数を記載しています。）

旧商法280条ノ19の規定に基づく新

株引受権948株

平成13年改正旧商法280条ノ20及び

平成13年改正旧商法280条ノ21の規

定に基づく新株予約権の目的となる

株式の数11,646株

（新株予約権の目的となる株式の数

については、該当会計年度末におい

て行使がなされた場合の最大発行可

能数を記載しています。）
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（重要な後発事象）

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．転換社債型新株予約権付社債の発行及び新株予約権の

行使

  当社は、平成17年11月９日開催の取締役会において2008

年満期円建転換社債型新株予約権付社債の発行を決議しま

した。

  なお、詳細については、連結財務諸表における「（重要

な後発事象）１．転換社債型新株予約権付社債の発行及び

新株予約権の行使」に記載のとおりであります。

 

２．子会社の設立

  当社は、平成17年11月29日開催の取締役会において、当

社事業とのシナジー効果が見込まれる企業との間でファン

ドを通じた業務・資本両面のアライアンスを形成すること

により、当社グループ事業領域の拡大を図るため、当社全

額出資により子会社を設立し、新たに投資事業を開始する

ことを決議いたしました。

  なお、詳細については、連結財務諸表における「（重要

な後発事象）２．子会社の設立」に記載のとおりでありま

す。

 

１．資本金の額の減少 

　当社は、平成18年11月21日開催の取締役会において、

平成18年12月21日開催予定の定時株主総会に下記のとお

り資本金の額の減少について付議することを決定いたし

ました。

  なお、詳細については、連結財務諸表における「（重

要な後発事象）１．資本金の額の減少 」に記載のとおり

であります。　

 

２．事業譲渡による純粋持株会社体制への移行について

　当社は、平成18年11月21日開催の取締役会において、平

成18年12月21日開催予定の定時株主総会における承認を条

件として、事業譲渡による純粋持株会社体制への移行を図

ることを決議いたしました。　   

  なお、詳細については、連結財務諸表における「（重要

な後発事象）２．事業譲渡による純粋持株会社体制への移

行について」に記載のとおりであります。 

 

３．当社の取締役及び監査役に対するストック・オプショ

ンとして新株予約権を発行する件について 

　当社は、平成18年11月21日開催の取締役会において、平

成18年12月21日開催予定の定時株主総会における承認を条

件として、当社の取締役及び監査役に対するストック・オ

プションとして新株予約権を発行することを決議いたしま

した。  

  なお、詳細については、連結財務諸表における「（重要

な後発事象）３．当社の取締役及び監査役に対するストッ

ク・オプションとして新株予約権を発行する件について 」

に記載のとおりであります。 

 

４．当社従業員並びに当社子会社の取締役、従業員及び社

外協力者に対するストック・オプションとして新株予約権

を発行する件について 

　当社は、平成18年11月21日開催の取締役会において、平

成18年12月21日開催予定の定時株主総会における承認を条

件として、当社従業員並びに当社子会社の取締役、従業員

及び社外協力者に対するストック・オプションとして新株

予約権を発行することを決議いたしました。  

  なお、詳細については、連結財務諸表における「（重要

な後発事象）４．当社従業員並びに当社子会社の取締役、

従業員及び社外協力者に対するストック・オプションとし

て新株予約権を発行する件について 」に記載のとおりであ

ります。 
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