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米国会計基準採用の有無  無   
1. 18年10月期の連結業績（平成17年11月1日～平成18年10月31日） 

(1) 連結経営成績      (注）記載金額は、百万円未満を四捨五入し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10月期 1,283 103.3 86 764.7 119 128.3 
17年10月期 631 31.8 10 72.1 52 28.3 

 

 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10月期 46 △43.4 1,612 14 1,606 63 3.7 5.1 9.3 
17年10月期 81 198.5 2,904 74 2,875 28 7.3 3.8 8.3 

 
(注) ① 持分法投資損益 18年10月期 1百万円 17年10月期 29百万円 

 ② 期中平均株式数(連結) 18年10月期 28,559株 17年10月期 28,017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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

(2) 連結財政状態 
 

 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10月期 3,191 1,273 38.4 43,591 11 

17年10月期 1,513 1,233 81.5 43,185 90 
 
(注) 期末発行済株式数(連結) 18年10月期 28,082株 17年10月期 28,558株 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 
 

 
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10月期 114 △315 659 736 

17年10月期 74 △244 143 278 

 (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 9社  持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 2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) －社 (除外) －社

 
2. 19年10月期の連結業績予想（平成18年11月1日～平成19年10月31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 1,330 140 54 

通期 2,250 180 75 

 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 2,670円75銭 
  ※なお、予想数字につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確定な

要素を含んでおります。従いまして実際の業績等は、業況の変化などにより、予想とは異なる場合がある

ことをご承知おき下さい。  



１. 企業集団の状況 

当社グループは、当社と子会社９社と関連会社２社で構成されております。 

当社グループの事業内容は、次のとおりであります。 

（１）会計関連事業 

 連結会計システムを中心とする国際会計基準に準拠した会計システムの開発・販売や会計コンサルテ

ィング、会計アウトソーシング、ＩＲコンサルティングを行っております。 

（２）人事・総務関連事業 

 人事部門に対して人材紹介を人材事業の核としながら、人事システムの開発販売や人事制度構築の立

案等の人事コンサルティングを行っているほか、総務部門に対しては、体育施設の設計・施工・管理等

の福利厚生サービスを提供しております。 

（３）マーチャンダイズ事業 

 クライアントのニーズに対応するため、他社のソフトウェアやシステム機器を仕入れて販売するマー

チャンダイズや観賞魚の販売・レンタルのアクアリウム事業のほか、新しい分野のビジネスデベロップ

メント及びハンズオン投資に関連して様々なサービスを提供しております。 

（４）健康関連事業 

 経理・人事・総務を始めとした企業のマネジメント部門向け事業と併せて、今後マーケットの拡大が

期待される健康に関連したサービスを展開しております。『ひだまり』ブランドを始めとした健康肌着

やサポーター、ソックス等を製造・販売しております。 

 

以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 
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 平成18年２月27日に和宏体育施設株式会社の株式20,000株を取得し、持分比率100.0％の連結子会社と

しました。  

 これに伴い、当連結会計年度より、「人事関連事業」のセグメントの名称を「人事・総務関連事業」

に変更しております。  

 また、平成18年10月25日に健繊株式会社の株式36,000株を取得し、持分比率100.0％の連結子会社とし

ております。このことにより、健繊株式会社が持分比率90.0％所有するケンセン株式会社が連結子会社

となりました。  

 これに伴い、当連結会計年度より、「健康関連事業」のセグメントを追加しております。  
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２. 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、「 良の製品と 高のサービスを顧客に提供して、社会に貢献するとともに、会社の発

展と社員の幸福を実現する。」を経営理念としており、企業の管理部門をトータルサポートするこ

とを企業使命としております。この企業使命を遂行するために、時代の変化を先取りして新しい価

値を創造し、夢を持ってあらゆる可能性にチャレンジし、結果として利益を生み出していく企業体

質の形成を図っていきます。今後もこの方針を維持しつつ、 良の製品と 高のサービスを提供し

続けたいと考えております。 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主への利益還元を経営の重要な課題と位置づけ、安定した配当の維持を基本に、業績

と連動した配当を行う方針であります。内部留保資金につきましては、さらなる売上高、利益の増

加を図るために有効投資を行っていきたいと考えております。 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び基本方針等 

当社は、株式の流動性の向上を図り、株主の売買の利便を確保することが重要と考えております。

今後につきましても、当社の業績や株価動向等を勘案しつつ、株式の流動性向上を検討していきた

いと考えております。  

(4) 目標とする経営指標 

当社は、株主利益を増大させ、企業価値を高めることを 重視しており、資本効率の指標である

ＲＯＥ（株主資本当期利益率）を重要な経営指標と考えております。中期の目標としてＲＯＥ20％

以上の達成を掲げております。  

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、中期的な経営指針としまして、「会計と人事、総務の領域において、システム、

コンサルティング、アウトソーシングによって、クライアントのマネジメント部門をサポートする

リーディングカンパニーとしての確固たる地位を築くと同時に、シナジー効果の期待できる分野へ

の多角化及び新しい分野のビジネスデベロップメントを行う」ことを掲げております。 

 会計関連事業における企業の経営戦略や新しい会計制度に対応したシステム開発やコンサルティ

ングは、今後も成長性の高い市場と認識しております。当社は、この分野において既存の自社製品

やコンサルティングを強化する一方、市場の新しいニーズに対応した製品の開発やコンサルティン

グの提供を続けてまいります。  

 人事・総務関連事業における人事部門については、企業の高度な財務経理関係業務のニーズに対

応した人材紹介を核とした人材事業のほか、人事システムや人事コンサルティング等の人事関連事

業全般にビジネス領域の拡大を図ります。総務部門については、福利厚生施設サービスを拡充し、

既存顧客への深耕と共に積極的に新規顧客を開拓することで、業績の拡大を図る考えです。  

 マーチャンダイズ事業において、ビジネスデベロップメントとして開始した観賞魚の販売・レン

タルについては、店舗のブランド価値を確立し競争力を強化することで、多店舗展開を図れるよう

努力する考えです。また、観賞魚水槽のレンタルに関しては、企業等に積極的に営業活動を行い、

同事業の安定収益源化を図る考えであります。  

 健康関連事業における『ひだまり』ブランドを始めとした健康肌着、サポーター等の製造・販売
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につきましては、『ひだまり』健康肌着のブランド価値を高める効果的な広告・宣伝施策を推進す

るほか、サポーター等についても販売の拡大を図り、今後拡大が予想される健康関連産業での一定

の地位の獲得を目指す考えです。  

 さらに、新規事業開拓のためビジネスデベロップメントについても取り組んでいく方針でありま

す。  

(6) 会社の対処すべき課題 

システム、コンサルティング、アウトソーシングによって、クライアントのマネジメント部門に

高度なサービスを提供するために対処すべき当面の課題としましては、顧客のニーズを的確につか

んだ自社製品の開発と高度なコンサルティングを提供できる人材の確保及び育成が挙げられます。

その概要は以下のとおりです。  

① 市場のニーズに対応した自社システムの開発  

  連結財務諸表を作成するだけでなく、連結グループの情報をいち早く収集し、グループの経営  

 戦略に基づいて経営管理を行うための機能を有する連結統合システムのニーズは非常に高いもの 

 と認識しております。当社は、その顧客ニーズに対応すべく連結システムの更なる機能強化を行 

 っていきます。また、収益の新たな柱となる会計システムの開発も積極的に進めてまいります。  

② 優秀な人材の確保及び育成  

  顧客のニーズに対応した高機能な会計システムの開発につきましては、会計とシステムの高度 

 な知識を有したＳＥが不可欠であります。素養の高い人材を採用し、優秀なＳＥに育成すること 

 により、高機能な会計システムの開発を行っていきます。会計コンサルティングにつきまして 

 も、会計制度の度重なる改正により、従来の会計知識では企業に充分なコンサルティングを行う 

 ことが不可能であります。当社がアカウンティングソリューションプロバイダとして高度なコン 

 サルティングを実現するためには、会計知識を豊富に有する優秀な人材の確保及び育成が重要で 

 あります。  

  人事・総務関連事業につきましても、雇用環境の大きな変化に対応し、人と企業のミスマッチ 

 を解消できる優秀な人材コンサルタントや高度な人事コンサルティングを実現できる優秀な人事 

 コンサルタントが不可欠であり、優秀な人材の確保及び育成に努めてまいります。  

  また、マーチャンダイズ事業、健康関連事業においても優秀な人材は不可欠であり、同様に確 

 保及び育成に努めていく考えです。  

(7)親会社等に関する事項 

該当事項はございません。 

(8) その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はございません。 
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3. 経営成績及び財政状態 

 

(1) 経営成績 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、原油高や金利上昇懸念等の不安定要素はありましたが、

堅調な設備投資や輸出および内需の増加により、企業収益は引続き改善しており、また、雇用情勢

の好転や所得水準の緩やかな増加を受け、個人消費も堅調に推移するなど、景気は穏やかな拡大基

調にあると考えられます。  

会計ソフトウェア業界におきましては、新会社法の施行を始めとした法令改正や内部統制システム

の構築への要望の高まりから、情報化投資の必要性の認識は着実に強くなってきているものの、低

価格化と顧客の高機能志向は顕著になっており、競争は激化しております。    

  また、人材ビジネス業界におきましては、特に東京を中心とする大都市圏では雇用は拡大してお

り、経験豊富で即戦力となる人材だけでなく若年層に対しても需要が広がっておりますが、このよ

うに雇用情勢が逼迫する中で、優秀な登録人材をいかに迅速に確保できるかが、各人材紹介会社の

課題となっております。  

 マーチャンダイズ事業における観賞魚業界におきましては、個人消費の回復に伴い、同市場は持

ち直し基調にあるとみられますが、高度化する消費者ニーズに対応するため、充実した商品の確保

と優秀な店舗スタッフの育成が課題となっております。  

 このような状況のもと当社グループにおきましては、新会計基準に準拠した会計パッケージや会

計コンサルティングを行う会計関連事業を中核としつつ、シナジー効果の期待できる 人事・総務関

連事業も展開しており、グループとして企業管理部門に対する総合的なサービスの提供を目標とい

たしております。会計パッケージの販売では、「連結大王」を積極的に営業展開するほか、顧客ニ

ーズに柔軟に対応するため、受託開発案件も積極的に獲得いたしました。また、ＳＰＣ会計の会計

アウトソーシングサービスも順調に拡大いたしました。  

 人事・総務関連事業におきましては、金融や経理部門の人材紹介及び福利厚生施設の施工や管理

サービスを中心に事業拡大を図りました。  

 マーチャンダイズ事業における観賞魚の販売、レンタルサービスにおきましては、店舗設備の補

強や原価管理等様々な施策を実施し店舗業績の向上を図ったほか、安定収益源としての観賞魚水槽

レンタルサービスの営業を強化し、収益拡大を目指しました。  

  以上の結果、当連結会計年度における連結売上高1,282,549千円（前年同期比103.3％増）、連結

経常利益119,388千円（前年同期比128.3％増）、連結当期純利益46,041千円（前年同期比43.4％

減）となりました。  

事業別の状況は次のとおりであります。  

 a) 会計関連事業  

  会計関連事業におきましては、四半期決算開示や連結経営管理のニーズに対応すべく、主力製  

 品である連結会計パッケージソフト「連結大王」を積極的に営業展開しました。    

  また、顧客ニーズの拡大に対応し、自社製品のカスタマイズや受託開発も行いました。  

  その結果、ＩＴプロダクト売上高は、271,961千円（前年同期比28.5％増）となりました。コ   

 ンサルティングにつきましては、会計アウトソーシングや連結決算コンサルティング等を積極的  
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 に行い、その結果、アカウンティングソリューション売上高は、357,841千円（前年同期比  

 35.6％増）となりました。  

  会計関連事業の売上高は629,803千円（前年同期比32.4％増）、営業利益は、179,219千円（前 

 年同期比104.9％増）となりました。  

b) 人事・総務関連事業  

  人事・総務関連事業における人事部門につきましては、会計関連事業とのシナジー効果を期待 

 し、経理部門や金融部門の人材紹介を中心に事業拡大を図りました。総務部門につきましては、  

 平成18年２月27日に和宏体育施設株式会社を子会社化し、福利厚生施設の施工・管理のサービス 

 を開始いたしました。  

  その結果、人事・総務関連事業の売上高は347,459千円（前年同期比305.5％増）、営業利益 

 は、28,244千円（前年同期比103.3％増）となりました。  

c) マーチャンダイズ事業  

  マーチャンダイズ事業では、他社の会計システムやシステム機器等の提供及び熱帯魚店の運営 

 を始めとするアクアリウム事業を行っております。  

  マーチャンダイズ事業の売上高は、339,305千円（前年同期比241.1％増）、営業損失は、 

 9,889千円（前年同期は営業利益1,457千円）となりました。  

  なお、当連結会計年度の事業の種類別セグメントの売上高の金額には、セグメント間の内 

 部売上高又は振替高を含んでおります。  

 

(2) 財政状態 

①当連結会計年度の概況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純

利益の計上及び投資有価証券の売却や短期借入金及び長期借入金の収入等により資金を取得しまし

たが、新規子会社の取得や投資有価証券の取得により資金が流出した結果、前期末に比べ457,425千

円増加し、当連結会計年度末には735,562千円となりました。 

また、当連結会計年度における各キャッシュ・フロー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)  

 当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は、113,951千円と前年同期と比べ、39,753

千円（53.6％）の増加となりました。その主な内訳は、収入要因として税金等調整前当期純利益

102,404千円、ソフトウェア償却費57,218千円、減価償却費20,759千円、のれん償却額16,584千円、

支出要因として、法人税等の支払額34,362千円、棚卸資産の増加額30,751千円、仕入債務の減少額

25,943千円、投資有価証券売却益20,390千円であります。  

(投資活動によるキャッシュ・フロー)  

 当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、315,290千円と、前年同期と比

べ,70,739千円の増加となりました。その主な内訳は、支出要因として、新規子会社の取得による支

出389,032千円、投資有価証券の取得による支出57,956千円、ソフトウェアの完成等による無形固定

資産の取得による支出37,021千円、収入要因として、投資有価証券の売却による収入169,464千円で

あります。  
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(財務活動によるキャッシュ・フロー)  

 当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金は、658,770千円と前年同期と比べ、

515,739千円（360.6％）の増加となりました。その主な収入要因は、短期借入金の純増加額545,700

千円、長期借入れによる収入182,800千円、支出要因として、自己株式の取得による支出67,571千円

であります。  

②キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 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とおりであります。 

 平成17年10月期 平成18年10月期 

自己資本比率 81.5％ 38.4％

時価ベースの自己資本比率 219.0％ 76.4％

債務償還年数 － 10.7年

インタレスト・ガバレッジ・レシオ － 34.9倍

（注）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・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１ 平成17年10月期及び平成18年10月期の各指標は、連結ベースの財務数値により計算しており    

    ます。 

２ 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。 

３ 債務償還年数及びインタレスト・ガバレッジ・レシオは、平成17年10月期については有利子   

    負債がないため記載しておりません。 

(3）通期の見通し 

四半期決算開示の早期化や連結経営管理の必要性により、高機能高品質の連結パッケージの需要

は依然として高く、当社は、積極的に連結パッケージ「連結大王ＳＵＭＭＩＴ」を販売拡充してい

きます。また、今後上場企業に導入が予定される内部統制システムの構築を支援するため、新製品

「内部統制大王」を投入してまいります。会計コンサルティングにつきましては、情報開示コンサ

ルティングのほか、内部統制コンサルティングや不動産ＳＰＣに対する会計アウトソーシングを積

極的に展開いたします。 

人事・総務関連事業における人事部門につきましては、経理部門や金融部門を中心に、人材紹介や

人材派遣を展開し、また総務部門につきましては、福利厚生施設の管理受託を提案してまいります。

マーチャンダイズ事業におけるアクアリウム事業につきましては、店舗業績の向上を図るほか、安

定収益源としての観賞魚水槽レンタルサービスの営業を強化してまいります。また、新規に開始い

たします健康関連事業におきましては、『ひだまり』健康肌着の認知度をさらに高める効果的な広

告・宣伝施策を推進するほか、サポーター等の販売拡大を目指し、同事業の拡大を図る考えです。 

これらにより、売上高2,250百万円、経常利益180百万円、当期純利益75百万円を見込んでおります。 

(4) 事業等のリスク 

当社グループの事業の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性の

ある事項には、以下のようなものがあります。  
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また、以下の該当文中における将来に関する事象は、本開示書類の提出日（平成18年12月８日）現

在において当社グループが判断したものであり、発生可能性については不確定性が伴います。  

なお、以下の当該事業等のリスクは、全ての事業活動上または投資判断上のリスクを網羅している

ものではありませんので、ご留意ください。  

①人材の確保について  

 当社は、公認会計士、会計士補及び税理士並びに年金数理人等、多数のコンサルタント及びＳ

Ｅ・プログラマーを社内に擁しております。当社が新たなサービスを開発、展開していくためには、

常に優秀な人材を確保しなければなりません。当社グループにおいては、国際会計基準に準拠した

会計パッケージソフトの開発販売及びコンサルティングを行っているため、 新の会計知識を持っ

た優秀な人材及びＩＴに優れたＳＥ・プログラマーは不可欠であります。このような高度な能力を

持つ人材は流動化が進行しており、現時点においては必要な人材を確保しておりますが、将来も継

続して必要な人材を確保できるかどうかについては不確定であり、十分な人材を確保できない場合

には、質の高いコンサルティングサービスの提供や高機能のパッケージソフト開発が行えず、当社

グループの業績に悪影響を与える可能性があります。  

②ソフトウェア開発業務について  

 当社グループは、連結会計や退職給付会計等、企業の情報開示をサポートするための会計パッケ

ージソフトを提供しております。開発に際しては、社内の公認会計士を中心に仕様を作成し、出荷

時には不具合（バグ）がないよう万全を期しております。  

当社グループにおきましては、常に品質管理体制を高めるよう努力しておりますが、それでもなお、

製品に不具合（バグ）が発見された場合、補修作業に伴う費用の増加や信用の低下により当社グル

ープの業績に悪影響を与える可能性があります。  

③訴訟に関するリスク  

 イ．知的財産権について  

  当社グループでは、パッケージソフトを自社開発しておりますが、場合によっては第三者の知   

 的財産権を侵害する可能性があります。また、自社製品で知的財産の保護の対象となる可能性の  

 あるものについては、必要に応じて商標権の出願、登録を行っておりますが、必ずしもこれらの 

 権利を今後も取得できるとは限りません。  

  また、長期間にわたりその存在が顕在化しないサブマリン特許やビジネスモデル特許を含め、 

 知的財産権が当社グループの事業分野においてどのように適用されるか想定するのは困難であり 

 ます。よって、今後当社グループの事業分野において、第三者の特許等が成立した場合や当社事  

 業分野において認識していない特許等が既に成立している場合には、特許等を所有する第三者よ 

 り損害賠償及び使用差止め等の訴えを起こされる可能性がある他、当該特許に関する対価の支払 

 等が発生する可能性があり、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。  

 ロ．製品及びコンサルティングについて  

  当社グループは、連結会計や退職給付会計等、企業の情報開示をサポートするパッケージソフ 

 ト及びコンサルティングを提供しておりますが、当該パッケージソフトの不具合（バグ）及びコ 

 ンサルティングに起因した損害に対して訴えを起こされる可能性があり、当社グループの業績に  

 悪影響を与える可能性があります。  
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 ハ．セキュリティについて  

  当社グループは、情報開示コンサルティングやアウトソーシングにおいて、企業の決算データ 

 を預かり取り扱う場合があります。この際、外部からの不正手段によるコンピュータ内への侵入 

 や役員及び従業員の過誤等により、機密情報の漏洩及び顧客情報の漏洩が起こる可能性がありま 

 す。当社グループでは、内部関係者の不正な手段による情報漏洩の関与やシステム障害を引き起 

 こすことがないよう対策を講じておりますが、全てのリスクを完全に排除することは困難であり 

 ます。この場合、当社グループの信用が低下する他、損害賠償等の訴えを起こされる可能性があ 

 り、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。  

④法的規制等について   

  当社グループで体育施設の企画・施工・管理を行う和宏体育施設株式会社は、東京都知事より 

 特定建設業の許可を受けております。同社の有している建設業許可の取消については、建設業法 

 第29条第1項の各号、同条第2項に欠格事項が定められております。同社の主要な事業活動の継続 

 には建設業者の許可が必要ですが、現時点において認識している限りでは、同社はこれら許可取 

 消の事由に該当する事実はありません。しかしながら将来、何らかの理由により許可の取消等が 

 あった場合には、同社の主要な事業活動に支障をきたすとともに業績及び財務状況が影響を受け 

 る可能性があります。  

  また、当社グループで人材紹介・派遣を行う株式会社エイチ・アール・エイトラストは有料職 

 業紹介事業者及び一般労働者派遣事業者として、厚生労働大臣の許可を受けております。同社の 

 有している有料職業紹介事業者の許可の取消については、職業安定法第32条に欠格事項が定めら 

 れており、一般労働者派遣事業許可の取消については、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する法律の第6条に欠格事項が定められております。同社の 

 主要な事業活動の継続にはこれらの有料職業紹介事業者及び一般労働者派遣事業者の許可が必要 

 ですが、現時点において認識している限りでは、同社はこれら許可取消の事由に該当する事実は 

 ありません。しかしながら将来、何らかの理由により許可の取消等があった場合には、同社の主 

 要な事業活動に支障をきたすとともに業績及び財務状況が影響を受ける可能性があります。  

 上記事由が発生した場合に、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。  

⑤Ｍ＆Ａにかかるリスク  

  当社グループは、当グループの持続的な成長を実現させるために、シナジー効果の期待できる  

 分野への多角化、新しい分野のビジネスデベロップメント及びハンズオン投資も積極的に行って 

 いく方針であり、提携やＭ＆Ａ等により他社への出資を行ったり、あるいは当社グループの資本 

 構成を変更したり、子会社・関連会社の設立等により組織形態の変更を行う可能性があります。 

 このような意思決定の際には、事業リスクを含め綿密な分析を行い、総合的に的確な判断を行う 

 よう努めております。しかしながら、投資先の業績悪化等によって有価証券の評価損が発生し、 

 あるいは子会社の業績不振等により連結決算へ影響が生じる可能性があります。このような場合 

 に、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。  

⑥原材料の調達や価格変動に関するリスク  

  健康関連事業におきましては、原材料のテビロンは帝人株式会社のグループ企業である帝健 

 株式会社にて生産されています。現時点では安定した供給を受けておりますが、当社への納入 
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 量、納入価格が変動した場合には健康肌着の製造、販売に影響を及ぼす可能性があります。  
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4. 連結財務諸表等 

連結財務諸表 

① 連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

(平成17年10月31日) 

当連結会計年度 

(平成18年10月31日) 
比較増減 

科 目 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金 ※1,2 222,109 874,055   651,945

 ２ 受取手形及び売掛金  172,053 385,841   213,788

 ３ 有価証券  71,038 ―   △71,038

 ４ たな卸資産  31,026 338,712   307,685

 ５ 繰延税金資産  ― 45,043   45,043

 ６ その他 ※１ 28,611 58,728   30,116

   貸倒引当金  △469 △1,947   △1,478

  流動資産合計  524,369 34.7 1,700,433 53.3  1,176,064

Ⅱ 固定資産    

 (1) 有形固定資産 ※３   

  １ 建物 ※２ 130,765 ―   △130,765

  ２ 建物及び構築物  ― 225,031   225,031

  ３ 機械装置及び運搬具  ― 43,271   43,271

  ４ 土地 ※２ 182,791 451,239   268,447

  ５ その他  17,207 22,399   5,191

   有形固定資産合計  330,765 21.9 741,941 23.2  411,176

 (2) 無形固定資産    

  １ 営業権  59,364 ―   △59,364

  ２ のれん  ― 146,111   146,111

  ３ ソフトウェア  111,617 67,237   △44,379

  ４ 連結調整勘定  70,144 ―   △70,144

  ５ その他  1,291 19,286   17,994

   無形固定資産合計  242,418 16.0 232,635 7.3  △9,782

 (3) 投資その他の資産    

  １ 投資有価証券 ※2,4 366,181 282,360   △83,821

  ２ 投資不動産  ― 119,656   119,656

  ３ その他  49,176 117,061   67,884

     貸倒引当金  ― △2,751   △2,751
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前連結会計年度 

(平成17年10月31日) 

当連結会計年度 

(平成18年10月31日) 
比較増減 

科 目 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

   投資その他の資産合計  415,358 27.4 516,327 16.2  100,968

  固定資産合計  988,541 65.3 1,490,904 46.7  502,362

  資産合計  1,512,911 100.0 3,191,338 100.0  1,678,426
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前連結会計年度 

(平成17年10月31日) 

当連結会計年度 

(平成18年10月31日) 
比較増減 

科 目 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形及び買掛金 ※２ 34,738 277,363   242,625

 ２ 短期借入金 ※2,5 ― 846,260   846,260

 ３ 一年以内償還予定の社債 ※２ ― 8,000   8,000

 ４ 未払法人税等  19,646 35,293   15,647

 ５ 賞与引当金  ― 6,230   6,230

 ６ 未払費用  50,210   ―   △50,210

 ７ 前受収益  81,176 ―   △81,176

 ８ その他  27,461 221,849   194,388

  流動負債合計  213,232 14.1 1,394,997 43.7  1,181,765

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金 ※２ ― 337,042   337,042

 ２ 社債 ※２ ― 24,000   24,000

 ３ 繰延税金負債  24,149 17,996   △6,153

 ４ 引当金  5,872 ―   △5,872

 ５ 退職給付引当金  ― 69,415   69,415

 ６ 役員退職給与引当金  ― 70,000   70,000

 ７ その他 ※１ 4,180 4,833   653

  固定負債合計  34,202 2.3 523,287 16.4  489,084

  負債合計  247,435 16.4 1,918,284 60.1  1,670,849

（少数株主持分）    

 少数株主持分  32,172 2.1 ― ―  

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※４ 574,340 37.9 ― ―  

Ⅱ 資本剰余金  514,043 34.0 ― ―  

Ⅲ 利益剰余金  153,006 10.1 ― ―  

Ⅳ その他有価証券評価差額金  △3,536 △0.2 ― ―  

Ⅴ 自己株式 ※５ △4,551 △0.3 ― ―  

  資本合計  1,233,303 81.5 ― ―  

  負債、少数株主持分及び 

  資本合計 
 1,512,911 100.0 ― ―  
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前連結会計年度 

(平成17年10月31日) 

当連結会計年度 

(平成18年10月31日) 
比較増減 

科 目 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金  ― ― 586,085   

 ２ 資本剰余金  ― ― 524,919   

 ３ 利益剰余金  ― ― 181,913   

 ４ 自己株式  ― ― △69,504   

   株主資本合計  ― ― 1,223,413 38.3  

Ⅱ 評価・換算差額等  ― ― 712 0.1  

Ⅲ 少数株主持分  ― ― 48,928 1.5  

   純資産合計  ― ― 1,273,053 39.9  

   負債純資産合計  ― ― 3,191,338 100.0  
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② 連結損益計算書 

 

  

前連結会計年度 

(自 平成16年11月１日 

至 平成17年10月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年11月１日 

至 平成18年10月31日) 

比較増減 

科 目 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％) 
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

Ⅰ 売上高  630,802 100.0 1,282,549 100.0  651,747

Ⅱ 売上原価  313,328 49.7 651,867 50.8  338,539

    売上総利益  317,474 50.3 630,682 49.2  313,207

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※１ 

※２ 
307,477 48.7 544,241 42.5  236,763

   営業利益  9,996 1.6 86,440 6.7  76,444

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  1,870 668   

 ２ 受取配当金  1,833 2,075   

 ３ 投資有価証券売却益  3,370 20,390   

 ４  不動産賃貸収入  12,167 14,976   

 ５ 負ののれん償却費  ― 5,597   

 ６ 持分法による投資利益  29,406 768   

 ７ その他  2,245 50,893 8.0 4,398 48,876 3.8  △2,017

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  ― 3,269   

 ２ 不動産賃貸原価  3,618 4,131   

 ３ 新株発行費  3,662 ―   

 ４ 投資有価証券売却損  713 7,774   

 ５ その他  591 8,585 1.3 753 15,928 1.2  7,342

    経常利益  52,304 8.3 119,388 9.3  67,084

Ⅵ 特別利益    

 １ 持分変動益   53,809 53,809 8.5 ― ― ―  △53,809

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産除却損 ※３ 3,179 15,785   

 ２ 投資有価証券評価損  ― 310   

 ３ 連結調整勘定償却額  4,706 ―   

 ４ その他  ― 7,886 1.2 888 16,984 1.3  9,097

    税金等調整前 

    当期純利益 
 98,227 15.6 102,404 8.0  4,177

    法人税、住民税 

    及び事業税 
 24,271 43,544   

    法人税等調整額  △14,295 9,976 1.6 △4,535 39,009 3.1      29,033

    少数株主利益  6,868 1.1 17,353 1.3  10,485

    当期純利益  81,382 12.9 46,041 3.6  △35,340
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③ 連結剰余金計算書 

 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

科 目 
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  410,600 

Ⅱ 資本剰余金増加高   

 １ 増資による新株の発行  6,840  

 ２ 自己株式処分差益  96,603 103,443 

Ⅲ 資本剰余金期末残高  514,043 

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  88,048 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

 １ 当期純利益  81,382 81,382 

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 １ 配当金  15,870  

 ２ 連結子会社の増加に伴う 
   利益剰余金減少高 

 554 16,424 

Ⅳ 利益剰余金期末残高  153,006 
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④ 連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度(自 平成17年11月１日 至 平成18年10月31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 

平成17年10月31日残高(千円) 574,340 514,043 153,006 △4,551 1,236,839

当連結会計年度中の変動額   

 新株の発行 11,745 11,745 ― ― 23,490

 剰余金の配当 ― ― △17,134 ― △17,134

 当期純利益 ― ― 46,041 ― 46,041

 自己株式の処分 ― △869 ― 2,003 1,134

 自己株式の取得 ― ― ― △66,956 △66,956

 株主資本以外の項目の連結 

会計年度中の変動額(純額) 
― ― ― ― ―

当連結会計年度中の変動額合計
(千円) 

11,745 10,875 28,907 △64,952 △13,425

平成18年10月31日残高(千円) 586,085 524,919 181,913 △69,504 1,223,413

 

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17年10月31日残高(千円) △3,536 ― 1,233,303

当連結会計年度中の変動額 

 新株の発行 ― ― 23,490

 剰余金の配当 ― ― △17,134

 当期純利益 ― ― 46,041

 自己株式の処分 ― ― 1,134

 自己株式の取得 ― ― △66,956

 株主資本以外の項目の連結 

 会計年度中の変動額(純額) 
4,248 48,928 53,176

当連結会計年度中の変動額合計
(千円) 

4,248 48,928 39,751

平成18年10月31日残高(千円) 712 48,928 1,273,053
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⑤ 連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前連結会計年度 

(自 平成16年11月１日 

至 平成17年10月31日)

当連結会計年度 

(自 平成17年11月１日 

至 平成18年10月31日) 

比較増減 

科 目 
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   

 税金等調整前当期純利益  98,227 102,404 4,177

 減価償却費  16,214 20,759 4,544

 ソフトウェア償却費  70,723 57,218 △13,505

 連結調整勘定償却額  8,793 ― △8,793

  のれん及び負ののれん償却額  ― 10,986 10,986

 貸倒引当金の増加額（減少は△）  280 115 △165

 退職給付引当金の増加額（減少は△）  1,317 2,013 695

 受取利息及び受取配当金  △3,703 △2,744 959

 支払利息  ― 3,269 3,269

 持分法による投資利益  △29,406 △768 28,637

 為替差益  △581 ― 581

 為替差損  ― 5 5

 持分変動益  △53,809 ― 53,809

 投資有価証券売却益  △3,370 △20,390 △17,019

 投資有価証券売却損  713 7,774 7,060

 投資有価証券評価損  ― 310 310

 固定資産除却損  3,179 15,785 12,605

 売上債権の減少額（増加は△）  △66,016 8,874 74,891

 たな卸資産の減少額（増加は△）  △3,351 △30,751 △27,400

 その他の資産の減少額（増加は△）  △8,797 3,934 12,732

 仕入債務の増加額（減少は△）  34,335 △25,943 △60,278

 未払消費税等の増加額（減少は△）  △5,375 5,314 10,690

 その他負債の増加額（減少は△）  24,762 △4,033 △28,795

 その他  431 △9,112 △9,543

       小計  84,566 145,021 60,455

 利息及び配当金の受取額  7,228 7,245 17

 利息の支払額  ― △3,954 △3,954

 法人税等の支払額  △17,598 △34,362 △16,764

  営業活動によるキャッシュ・フロー  74,197 113,951 39,753
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前連結会計年度 

(自 平成16年11月１日 

至 平成17年10月31日)

当連結会計年度 

(自 平成17年11月１日 

至 平成18年10月31日) 

比較増減 

科 目 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有価証券の売却による収入  30,000 10,000 △20,000

 有形固定資産の取得による支出  △11,950 △16,368 △4,417

 無形固定資産の取得による支出  △63,351 △37,021 26,330

 投資有価証券の取得による支出  △157,919 △57,956 99,962

 投資有価証券の売却による収入  108,195 169,464 61,268

 関係会社株式の取得による支出  △9,201 △3,984 5,216

 新規子会社の取得による支出 ※２ 2,382 △389,032 △391,414

 営業譲受による支出 ※３ △119,644 ― 119,644

 貸付金の回収による収入  5,000 152 △4,847

 その他投資活動による支出  △28,061 △9,623 18,438

 その他投資活動による収入  ― 19,078 19,078

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △244,551 △315,290 △70,739

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増加額（減少は△）  △13,412 545,700 559,112

 長期借入れによる収入  ― 182,800 182,800

 長期借入金の返済による支出  △2,092 △6,000 △3,908

 株式の発行による収入  13,660 23,375 9,715

 少数株主への株式の発行による収入  4,990 ― △4,990

 自己株式の取得による支出  ― △67,571 △67,571

 自己株式の売却による収入  156,083 1,134 △154,949

 親会社による配当金の支払額  △16,197 △16,970 △772

 少数株主への配当金の支払額  ― △3,695 △3,695

 財務活動によるキャッシュ・フロー  143,031 658,770 515,739

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  581 △5 △586

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（減少は△)  △26,741 457,425 484,166

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  304,878 278,136 △26,741

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 278,136 735,562 457,425
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項 目 
前連結会計年度 

(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 子会社は、全て連結しております。 

 連結子会社の数    ６社 

 子会社の名称 

  株式会社エイチ・アール・エイト

ラスト 

株式会社エム・エートラスト 

株式会社ティー・エイチ・エス 

（旧社名 株式会社トラスト・ 

ヒューマン・ソリューション） 

株式会社グルージェント 

株式会社ＢＴＫソリューション 

株式会社トラストアクアサービス

上記のうち、株式会社グルージェ

ントについては、前連結会計年度に

おいては、持分法適用関連会社であ

りましたが、当連結会計年度におい

て株式を追加取得し、連結子会社と

なっております。また、株式会社Ｂ

ＴＫソリューション及び株式会社ト

ラストアクアサービスは設立によ

り、当連結会計年度から連結子会社

となっております。 

子会社は、全て連結しております。 

 連結子会社の数    ９社 

 子会社の名称 

  株式会社エイチ・アール・エイト

ラスト 

株式会社エム・エートラスト 

株式会社ティー・エイチ・エス 

株式会社グルージェント 

株式会社ＢＴＫソリューション 

株式会社トラストアクアサービス

和宏体育施設株式会社 

健繊株式会社  

ケンセン株式会社 

上記のうち、和宏体育施設株式会

社、健繊株式会社、ケンセン株式会

社については、当連結会計年度にお

いて株式を取得し連結子会社となっ

ております。 

 

    

２ 持分法の適用に関する事

項 

(1) 関連会社には、全て持分法を適用

しております。 

  持分法を適用した関連会社数２社

  関連会社の名称 

   株式会社インベストメントブリ

ッジ 

   株式会社シダー 

(1) 関連会社には、全て持分法を適用

しております。 

  持分法を適用した関連会社数２社

  関連会社の名称 

   株式会社インベストメントブリ

ッジ 

   株式会社シダー 

 (2) 持分法の適用の手続について、特

に記載する必要があると認められ

る事項 

   持分法適用会社のうち決算日が

連結決算日と異なる会社について

は、当該会社の当事業年度に係る

財務諸表を使用しております。 

(2) 持分法の適用の手続について、特

に記載する必要があると認められ

る事項 

同左 
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項 目 
前連結会計年度 

(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社のうち株式会社グルージ

ェントの決算日は、4月30日でありま

す。連結財務諸表の作成に当たって当

該会社については、連結決算日現在で

実施した仮決算に基づく財務諸表を、

使用しております。 

また、株式会社トラストアクアサー

ビスの決算日は6月30日であります。 

連結財務諸表の作成に当たって当該会

社については、同社の9月30日現在で

実施した仮決算に基づく財務諸表を使

用し、10月1日から10月31日までの期

間に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。 

連結子会社のうち株式会社グルージェ

ントの決算日は、4月30日でありま

す。連結財務諸表の作成に当たって当

該会社については、連結決算日現在で

実施した仮決算に基づく財務諸表を、

使用しております。 

また、株式会社トラストアクアサー

ビスの決算日は6月30日であり、和宏

体育施設株式会社は9月30日でありま

す。さらに、健繊株式会社及びケンセ

ン株式会社の決算日は、3月31日であ

ります。連結財務諸表の作成に当たっ

て当該会社については、同社の9月30

日現在で実施した仮決算に基づく財務

諸表を使用し、10月1日から10月31日

までの期間に発生した重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行ってお

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 

① 有価証券 

 (イ) 満期保有目的の債券 

 償却原価法(定額法)を採用して

おります。 
 

① 有価証券 

－ 

  (ロ) 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

時価法を採用しております（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）。 
 

 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

時価法を採用しております（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）。
 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採

用しております。 
 

   時価のないもの 

同左 

 ② たな卸資産 

 (イ) 商品、貯蔵品 

  先入先出法による原価法を採

用しております。 

 ただし、株式会社トラストア

クアサービスの商品について

は、売価還元原価法を採用して

おります。 
 

② たな卸資産 

 （イ）商品、貯蔵品 

      同左 
 

  (ロ) 仕掛品 

  個別法による原価法を採用し

ております。 
 

  (ロ)仕掛品 

同左 
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項 目 
前連結会計年度 

(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

定率法を採用しております。 

  ただし、建物(建物附属設備を除

く)については、定額法を採用して

おります。 

  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年均等

償却を行っております。 

  また、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

    建物         ３～40年 

   工具器具備品    ２～15年 

① 有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

  ただし、建物(建物附属設備を除

く)については、定額法を採用して

おります。 

  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年均等

償却を行っております。 

  また、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

  建物及び構築物    ３～50年 

   機械装置及び運搬具 ２～12年 

  工具器具備品      ２～20年 

 ② 無形固定資産 

 (イ)市場販売目的ソフトウェア 

   見込販売可能有効期間(３年以

内)における見込販売収益に基づ

く減価償却額と残存有効期間に基

づく均等配分額を比較し、いずれ

か大きな額により減価償却してお

ります。 

② 無形固定資産 

 (イ)市場販売目的ソフトウェア 

同左 

  (ロ)自社利用ソフトウェア 

   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。 

 (ロ)自社利用ソフトウェア 

同左 

  (ハ)その他の無形固定資産 

定額法を採用しております。 

  ただし、営業権については商法施

行規則に規定する 長期間（５年）

にわたる均等償却を行っておりま

す。 

 (ハ)その他の無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

 

 (3) 重要な繰延資産の処理

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。 

① 新株発行費 

同左 

 ② 創立費 

  支出時に全額費用として処理して

おります。 

 

 

 (4) 重要な引当金の計上基

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。 

① 貸倒引当金 

同左 

 ② 退職給付引当金 

  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。 

 

② 退職給付引当金 

同左 
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項 目 
前連結会計年度 

(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

  ③ 役員退職給与引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備え

て、一部の連結子会社は、内規に基

づく期末要支給額を計上しておりま

す。 

 

 

 

 

④ 賞与引当金 

  一部の連結子会社の従業員に対し

て支給する賞与の支出に充てるた

め、将来の支給見込額のうち当連結

会計年度負担額を計上しておりま

す。 

 (5) 匿名組合資産の会計処

理 

  連結子会社である株式会社エム・

エートラストは匿名組合の営業者と

なっておりますが、その資産及び損

益は実質的に当該子会社に帰属しな

いものであることから、当社連結グ

ループ以外の匿名組合員に帰属する

資産を匿名組合預り金と相殺してお

ります。 

同左 

 (6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税等の処理方法 

 消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

消費税等の処理方法 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方

法は、全面時価評価法によっておりま

す。 

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定は、20年以内で均等償

却しております。 

――― 

７ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

――― 

 

 のれん及び負ののれんは、20年以内

で均等償却しております。 

８ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、当連結会計年

度中に確定した利益処分又は損失処理

に基づいて作成しております。 

――― 

９ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 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、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 
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会計処理の変更 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

            

                     ―― 

  (固定資産の減損に係る会計基準) 

当連結会計年度より、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）  

(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基

準等の一部改正）  

(連結株主資本等変動計算書に関する会計基準等）  

 当連結会計年度から、「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）並びに改正後の「自

己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 終改正平成18年８月11日

企業会計基準第１号)及び「自己株式及び準備金の

額の減少等に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 終改正平成18年８月11日 企業会計

基準適用指針第２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1,224,125千円であります。  

 連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

は、改正後の連結財務諸表規則により作成していま

す。  
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表示方法の変更 

前連結会計年度 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

―― 

（連結貸借対照表） 

１ 前連結会計年度まで流動資産の繰延税金資産（前

連結会計年度は3,147千円）は「その他」に含めて

表示しておりましたが、当連結会計年度において連

結子会社の増加により重要性が増したため「繰延税

金資産」として表示しております。 

２ 前連結会計年度まで建物及び建物附属設備は、

「建物」として表示しておりましたが、当連結会計

年度において連結子会社の増加により構築物（当連

結会計年度563千円）を取得しておりますので、

「建物及び構築物」として表示しております。  

３ 前連結会計年度まで車輌運搬具（前連結会計年度

は980千円）は有形固定資産の「その他」に含めて

表示しておりましたが、当連結会計年度において連

結子会社の増加により機械装置を取得することとな

ったため「機械装置及び運搬具」として表示してお

ります。 

４ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「未

払費用」（当連結会計年度は81,044千円）及び「前

受収益」（当連結会計年度は101,252千円）は、総

資産の総額の100分の10以下となったため、流動負

債の「その他」に含めて表示しております。  

５ 前連結会計年度まで退職給付引当金は「引当金」

として表示しておりましたが、当連結会計年度にお

いて連結子会社の増加により重要性が増したため

「退職給付引当金」として表示しております。  

（連結損益計算書）  

前連結会計年度まで区分掲記しておりました「新株

発行費」（当連結会計年度は230千円）は、営業外

費用の総額の100分の10以下となったため、営業外

費用の「その他」に含めて表示しております。  
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度 
(平成17年10月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年10月31日) 

※１ 匿名組合に帰属する資産と匿名組合預り金の相殺

表示された金額は以下のとおりであります。 

現金及び預金 15,671千円

流動資産その他(前渡金・預け金) 384,201千円

固定負債その他(匿名組合預り金) 399,873千円

※２ 
           ――― 

※１ 匿名組合に帰属する資産と匿名組合預り金の相殺

表示された金額は以下のとおりであります。 

現金及び預金 15,669千円

流動資産その他(前渡金・預け金) 384,204千円

固定負債その他(匿名組合預り金) 399,873千円

※２ 担保に供している資産及びこれらに対応する

債務は次のとおりであります。 

担保に供している資産 対応する債務 

科目 
金額(千
円） 

科目 
金額 

（千円）

短期借入金 200,000

定期預金 68,600 1年以内返済
予定の長期
借入金 

81,354

建物 31,916
1年以内償
還予定の社
債 

8,000

買掛金 16,456

土地 146,948
 支払手形 87,749

長期借入金 178,242
投資有価証
券 

3,540

社債 24,000

計 251,004 計 591,801

上記土地・建物に設定した担保は根抵当権でありその

極度額は585,000千円であります。 

※３ 有形固定資産の減価償却累計額 38,263千円

 

 

※３ 有形固定資産の減価償却累計額 287,392千円

   投資不動産の減価償却累計額 18,619千円

 
 

※４ 関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券(株式) 216,757千円
 

※４ 関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券(株式) 216,702千円
 

※５ 
           ――― 

 

※５ 貸出コミットメント 

 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため

取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。これ

ら契約に基づく、当連結会計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 433,600千円 

 借入実行残高 330,000千円 

 差引額 103,600千円 
 

※６ 発行済株式総数 

普通株式 28,703株
 

※６         ―――  

※７ 自己株式の保有数 

普通株式 145株
 

※７         ――― 
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(連結損益計算書関係) 

前連結会計年度 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

役員報酬 48,509千円

給与手当 92,892千円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

役員報酬 64,968千円

給与手当 171,985千円

地代家賃 58,143千円

貸倒引当金繰入額 421千円
 

※２ 研究開発費の総額 20,288千円
 

※２ 研究開発費の総額 30,615千円
 

※３ 固定資産除却損の主な内訳は次のとおりでありま

す。 

工具器具備品除却損 1,315千円

ソフトウェア除却損 688千円
 

※３ 固定資産除却損の主な内訳は次のとおりでありま

す。 

ソフトウェア除却損 15,785千円

 
 

 

(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度（自 平成17年11月１日 至 平成18年10月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 
増加株式数 減少株式数 

当連結会計年度末 
株式数 

普通株式(株) 28,703 200 － 28,903

 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 新株予約権の権利行使による新株発行   200株 

         

 

２ 自己株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 
増加株式数 減少株式数 

当連結会計年度末 
株式数 

普通株式(株) 145 706 30 821
 
 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 自己株式の取得による増加        706株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 新株予約権の権利行使に充当        30株 

 
 

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） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年1月26日 
定時株主総会 

普通株式 17,134 600 平成17年10月31日 平成18年1月27日

 
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成19年1月26日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 16,849 600 平成18年10月31日 平成19年1月29日

 （注）上記(2)の配当総額は、平成19年1月26日開催予定の定時株主総会において決議予定の金額であります。 
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前連結会計年度 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

※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17年10月31日)

現金及び預金勘定 222,109千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

△5,011千円

取得日から３ヶ月以内に 
償還期限の到来する短期投資 
(有価証券) 

61,038千円

現金及び現金同等物 278,136千円
  

※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10月31日)

現金及び預金勘定 874,055千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

△138,493千円

取得日から３ヶ月以内に 
償還期限の到来する短期投資 
(有価証券)  

― 千円

現金及び現金同等物 735,562千円
 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 

   株式の取得により新たに株式会社グルージェント

を連結したことに伴う株式取得による新規連結子会

社の連結開始時の資産及び負債の内訳並びに子会社

株式の取得価額と新規子会社の取得による収入(純

額)との関係は次のとおりであります。 

流動資産 34,830千円

固定資産 7,259千円

連結調整勘定 3,461千円

流動負債 △19,633千円

固定負債 △2,092千円

少数株主持分 △6,538千円

支配獲得時までの持分法適用 
後の株式の連結貸借対照表計上
額 

△7,286千円

子会社株式の取得価額 10,000千円

子会社の現金及び現金同等物 △12,382千円

差引 新規子会社の取得による
収入 

2,382千円

      

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 

   株式の取得により新たに株式会社和宏体育施設及

び健繊株式会社並びにケンセン株式会社を連結した

ことに伴う株式取得による新規連結子会社の連結開

始時の資産及び負債の内訳並びに子会社株式の取得

価額と新規子会社の取得による支出(純額)との関係

は次のとおりであります。 

流動資産  1,405,311千円

固定資産 552,930千円

土地評価差額金 60,475千円

連結調整勘定 27,589千円

流動負債 △662,004千円

固定負債 △335,537千円

棚卸資産未実現利益 △2,967千円

少数株主持分 △3,097千円

子会社株式の取得価額 1,042,700千円

子会社の現金及び現金同等物 △653,667千円

差引 新規子会社の取得によ
る支出 

389,032千円

 
※３ 営業の譲受により増加した資産の内訳 

  ㈱パウパウアクアガーデン（平成17年8月1日現在）

流動資産 19,934千円

固定資産 37,220千円

資産合計 57,155千円

営業権 62,489千円

合計 営業譲受による支出 119,644千円

 なお、負債の引継はありません。 
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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 

   前連結会計年度（自 平成16年11月1日 至 平成17年10月31日） 

 

会計関連 

事業 

（千円） 

人事関連 

事業 

（千円） 

マーチャン

ダイズ事業

（千円） 

 

計 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

 

連結 

（千円） 

Ⅰ売上高   

(1)外部顧客に対する

売上高 472,061 59,278 99,462 630,802 － 630,802

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替

高 3,533 26,416 － 29,949

 

(29,949) －

計 475,594 85,694 99,462 660,751 (29,949) 630,802

営業費用 387,781 71,804 98,005 557,591 63,214 620,805

営業利益 87,812 13,890 1,457 103,160 (93,163) 9,996

Ⅱ資産、減価償却費

及び資本的支出 

  

資産 518,262 44,219 210,024 772,506 740,405 1,512,911

減価償却費 77,687 1,404 5,364 84,456 2,803 87,259

資本的支出 66,665 1,606 106,744 175,016 2,076 177,092

(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  各区分の主な製品・サービス 

① 会計関連事業・・・会計ソフト（連結大王SUMMIT等）、会計コンサルティング 

② 人事関連事業・・・人材紹介、人材派遣 

③ マーチャンダイズ事業・・他社ソフト、システム機器、観賞魚及び関連器材 

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92,124千円は、親会社本社の総務部

門等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（793,300千円）の主なものは、親会社の余資運用

資産（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 
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   当連結会計年度（自 平成17年11月1日 至 平成18年10月31日） 

 

会計関連 

事業 

（千円） 

人事関連 

事業 

（千円） 

マーチャン

ダイズ事業

（千円） 

 

健康 

（千円） 

 

計 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

 

連結 

（千円） 

Ⅰ売上高   

(1)外部顧客に対する

売上高 626,902 319,642 336,004 － 1,282,549 － 1,282,549

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替

高 2,900 27,817 3,300 － 34,017 (34,017) －

計 629,802 347,459 339,305 － 1,316,567 (34,017) 1,282,549

営業費用 450,583 319,215 349,194 － 1,118,993 77,115 1,196,108

営業利益 179,219 28,244 (9,889) － 197,574 (111,133) 86,440

Ⅱ資産、減価償却費

及び資本的支出 

       

資産 491,682 890,740 258,205 1,080,735 2,721,364 516,236 3,237,600

減価償却費 64,294 2,985 9,788 － 77,068 1,993 79,061

資本的支出 49,274 2,541 2,129 － 53,945 2,305 56,251

(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  各区分の主な製品・サービス 

① 会計関連事業・・・会計ソフト（連結大王SUMMIT等）、会計コンサルティング 

② 人事関連事業・・・人材紹介、人材派遣 

③ マーチャンダイズ事業・・他社ソフト、システム機器、観賞魚及び関連器材 

  ④ 健康関連事業・・健康肌着の製造、販売 

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110,851千円は、親会社本社の総務部

門等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（1,798,560千円）の主なものは、親会社の余資運

用資産（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 
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２ 所在地別セグメント情報 

  前連結会計年度（自 平成16年11月1日 至 平成17年10月31日） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

 

  当連結会計年度（自 平成17年11月1日 至 平成18年10月31日） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及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 

  前連結会計年度（自 平成16年11月1日 至 平成17年10月31日） 

   海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

  当連結会計年度（自 平成17年11月1日 至 平成18年10月31日） 

   海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

 

 

リース取引関係 

前連結会計年度(自平成16年11月１日 至平成17年10月31日) 

前連結会計年度のリース取引の重要性が乏しいため、注記を省略しております。 

 

当連結会計年度(自平成17年11月１日 至平成18年10月31日) 

当連結会計年度のリース取引の重要性が乏しいため、注記を省略しております。 

 

 

 

関連当事者との取引 

  前連結会計年度（自 平成16年11月1日 至 平成17年10月31日） 

     該当事項はありません。 

 

  当連結会計年度（自 平成17年11月1日 至 平成18年10月31日） 

     該当事項はありません。 
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税効果会計関係 

前連結会計年度 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31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 

 (平成17年10月31日)
 

(流動資産) 

繰延税金資産 

未払事業税 2,142千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 67千円

 繰越欠損金 938千円

繰延税金資産計 3,147千円

繰延税金負債 

連結会社間貸倒引当金消去 0千円

繰延税金負債計 0千円

繰延税金資産の純額 3,147千円

(固定負債) 

繰延税金資産 

退職給付引当金超過額 2,375千円

その他有価証券評価差額金 1,494千円

投資有価証券評価損否認 418千円

連結会社間内部利益消去 1,020千円

繰延税金資産計 5,310千円

繰延税金負債 

プログラム準備金 29,459千円

繰延税金負債計 29,459千円

繰延税金負債の純額 24,149千円
  
 
 

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 

 (平成18年10月31日)
 
 繰延税金資産  

  未払事業税 3,197千円

  貸倒引当金損金算入限度超過額 577千円

  繰越欠損金 207,887千円

  役員退職給与引当金 28,924千円

  退職給付引当金超過額 22,205千円

  連結会社間内部利益消去 152千円

  その他 15,961千円

 繰延税金資産小計 278,906千円

  評価性引当額 145,634千円

 繰延税金資産合計 133,271千円

   

 繰延税金負債  

  土地評価差額金 51,346千円

  プログラム準備金 25,464千円

  その他有価証券評価差額金 1,571千円

 連結会社間内部利益消去 △476千円

 繰延税金負債合計 77,906千円

 繰延税金資産（負債）の純額 55,365千円

   

 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の 

 以下の項目に含まれております。 

  

 流動資産－繰延税金資産 45,043千円

 固定資産－繰延税金資産 28,317千円

 固定負債－繰延税金負債 △17,996千円
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前連結会計年度 

(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

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 40.69％

欠損金子会社の未認識税務利益 △5.58％

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

0.16％

受取配当等永久に益金に 
算入されない項目 

△1.10％

住民税均等割 5.33％

持分法投資利益等 △34.47％

連結調整勘定償却額 3.64％

その他 1.49％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

10.16％

  

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 40.69％

欠損金子会社の未認識税務利益 △3.61％

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

0.17％

受取配当等永久に益金に 
算入されない項目 

△12.29％

住民税均等割 4.91％

持分法投資利益等 △0.31％

のれん又は負ののれん償却額 △0.60％

受取配当相殺消去 13.24％

評価性引当額 △5.80％

その他 1.68％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

38.08％
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有価証券関係 

前連結会計年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの （平成17年10月31日） 

 

区分 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表 
計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  

(1) 株式 33,535 38,094 4,558

(2) 債券  

① 国債・地方債等 ― ― ―

② 社債 ― ― ―

③ その他 41,765 42,381 616

(3) その他 ― ― ―

小計 75,301 80,475 5,174

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの  

(1) 株式 27,221 20,644 △6,577

(2) 債券  

① 国債・地方債等 ― ― ―

② 社債 ― ― ―

③ その他 37,132 33,904 △3,227

(3) その他 14,800 14,400 △400

小計 79,153 68,948 △10,205

合計 154,455 149,424 △5,030

 

２ 前連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成16年11月１日 至平成17年10月31日) 

 

区 分 
当連結会計年度 

(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

売却額（千円） 108,195

売却益の合計額（千円） 3,370

売却損の合計額（千円） 713

 

―35― 



３ 時価評価されていない主な有価証券の内容（平成17年10月31日） 

 

区 分 連結貸借対照表計上額（千円） 

 （1）満期保有目的の債券 

    社債 10,000

 （2）その他有価証券 

   ①マネー・マネジメント・ファンド 51,081

   ②その他 9,956

  （注）上記以外の有価証券の連結貸借対照表計上額 

   関連会社株式 

    時価のあるもの       207,496千円 

    時価のないもの        9,260千円 

 

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 (平成17年10月31日) 

区 分 
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内 
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

 (1) 債券  

   ①国債・地方債等 ― ― ― ―

   ②社債 10,000 ― ― ―

   ③その他 ― ― 37,132 ―

 (2) その他 ― ― 21,996 ―

合 計 10,000 ― 59,128 ―
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当連結会計年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの （平成18年10月31日） 

 

区分 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表 
計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  

(1) 株式 1,084 3,778 2,693

(2) 債券  

① 国債・地方債等 ― ― ―

② 社債 ― ― ―

③ その他 41,765 44,563 2,798

(3) その他 ― ― ―

小計 42,850 48,342 5,491

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの  

(1) 株式 7,622 5,714 △1,907

(2) 債券  

① 国債・地方債等 ― ― ―

② 社債 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

(3) その他 2,297 2,226 △71

小計 9,920 7,941 △1,979

合計 52,771 56,283 3,512

  (注)減損処理に当たって期末における時価が、取得価額に比べ50％以上下落した場合には、すべ 

   て減損処理を行っております。 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成17年11月１日 至平成18年10月31日) 

 

区 分 
当連結会計年度 

(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

売却額（千円） 169,464

売却益の合計額（千円） 20,390

売却損の合計額（千円） 7,774
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３ 時価評価されていない主な有価証券の内容（平成18年10月31日） 

 

区 分 連結貸借対照表計上額（千円） 

 （1）満期保有目的の債券 

    社債 ―

 （2）その他有価証券 9,375

  （注）上記以外の有価証券の連結貸借対照表計上額 

   関連会社株式 

    時価のあるもの                    202,688千円 

    時価のないもの                    14,013千円 

 

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 (平成18年10月31日) 

区 分 
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内 
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

 (1) 債券  

   ①国債・地方債等 ― ― ― ―

   ②社債 ― ― ― ―

   ③その他 ― ― ― ―

 (2) その他 ― ― 21,996 ―

合 計 ― ― 21,996 ―

 

デリバティブ取引関係 

前連結会計年度(自平成16年11月１日 至平成17年10月31日) 

当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自平成17年11月１日 至平成18年10月31日) 

当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 
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退職給付関係 

前連結会計年度 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度

を設けております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度と

して、退職一時金制度を設けております。 

２ 退職給付債務に関する事項(平成17年10月31日) 

退職給付債務 5,872千円

退職給付引当金 5,872千円

 (注) 当社は、退職給付債務の算定にあたり、期末自

己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法に

よっております。 

２ 退職給付債務に関する事項(平成18年10月31日) 

退職給付債務 69,415千円

退職給付引当金 69,415千円

 (注) 当社は、退職給付債務の算定にあたり、期末自

己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法に

よっております。 

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 1,881千円

退職給付費用 1,881千円
  

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 3,745千円

退職給付費用 3,745千円
  

 

（ストック・オプション等関係） 

当連結会計年度（自平成17年11月１日 至平成18年10月31日） 

1.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況  

（1）ストック・オプションの内容 

会社名     提出会社      同左   

 

 

平成15年 
ストック・オプション 

平成17年 
ストック・オプション 

当社の取締役    3名 当社の取締役    3名 

当社の監査役    2名 当社の監査役    2名 付与対象者の区分及び数 

当社の従業員    34名 当社の従業員    33名 

ストック・オプションの数
（注） 

普通株式   1,000株 普通株式  1,200株 

付与日 平成15年10月10日 平成17年5月18日 

権利確定条件 
付与日以降権利確定日ま
で継続して勤務している
こと。 

同左 

対象勤務期間 

１年４ヶ月 
（平成15年10月10日から
 平成17年１月31日) 

２ヶ月 
(平成17年５月18日から 
 平成17年６月30日） 

自 平成17年２月１日 自 平成17年７月１日 
権利行使期間 

至 平成21年１月31日 至 平成21年６月30日 
 
(注) 株式数に換算して記載しております。 
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（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 
 当連結会計年度（平成18年10月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オ

プションの数については、株式数に換算して記載しております。 

  ①ストック・オプションの数 

会社名 提出会社 同左 

 
平成15年 

ストック・オプション 
平成17年 

ストック・オプション 

権利確定前      (株）   

 前連結会計年度末 ― ― 

 付与            ―            ― 

 失効            ―            ― 

 権利確定        ― ― 

 未確定残            ―            ― 

権利確定後      (株)    

 前連結会計年度末 195 1,144 

 権利確定 ― ― 

 権利行使 80 150 

 失効 ― 71 

 未行使残 115 923 
（注）権利行使期間の前日を権利確定日とみなしております。 
 
    
②単価情報 

会社名 提出会社 同左 

 

 

平成15年 
ストック・オプション

平成17年 
ストック・オプション

権利行使価格（円） 37,800 144,000

行使時平均株価（円） 127,000 143,000
公正な評価単価（付与日）
(円)             ―               ― 
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１株当たり情報 

前連結会計年度 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

１株当たり純資産額 43,185円91銭

 

１株当たり純資産額 43,591円11銭

 

１株当たり当期純利益 2,904円74銭

 

１株当たり当期純利益 1,612円14銭

 
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

2,875円28銭

 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

1,606円63銭

 
 当社は、平成16年12月20日付で普通株式１株につ

き、５株の株式分割を行っております。 

 なお、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の１株当たり情報については、

以下のとおりであります。 

 

１株当たり純資産額          37,663円46銭

 

１株当たり当期純利益                1,024円18銭

 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益               1,010円51銭

 

 

(注)１株当たり純資産額及び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。 

 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

 １株当たり純資産額   

  純資産の部の合計額(千円） － 1,273,053

  純資産の部の合計額から控除する金額 
(千円） 

－            48,928

  普通株式に係る期末の純資産額(千円) －           1,224,125

  期末の普通株式の数（株） － 28,082

 

１株当たり当期純利益金額  

当期純利益（千円） 81,382 46,041

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（千円） 81,382 46,041

普通株式の期中平均株式数（株） 28,017 28,559

   

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）             287 98

（うち新株予約権）           (287)
 

(98)
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前連結会計年度 

(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

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めなかった
潜在株式の概要 

平成15年1月24日定時株主総会
決議のストックオプション 

（新株予約権）普通株式 195株
及び平成17年1月26日定時株主
総会決議のストックオプショ
ン 

（新株予約権）普通株式1,144株

平成17年1月26日定時株主総会
決議のストックオプション 

（新株予約権）普通株式 923株

 

 

 

重要な後発事象 

前連結会計年度 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年10月31日) 

 
 
 
 

――― 

 

 

 

           ――― 
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5. 生産、受注及び販売の状況 

 

(1) 生産実績 

当社グループの生産実績は、販売実績と一致しているため、「(4)販売実績」をご覧下さい。 

 

(2) 商品仕入実績 

当社グループには、マーチャンダイズ事業のみ商品仕入実績があります。当連結会計年度の仕入

実績は次のとおりであります。 

 

事業の種類別セグメントの名称 仕入高（千円） 前連結会計年度比（％） 

マーチャンダイズ事業 205,088 175.0

    (注) １ 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

   ２ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

(3) 受注実績 

事業の種類別セグメントの
名称 

受注高(千円) 
前連結会計年度比

（％） 
受注残高（千円） 

前連結会計年度比
（％） 

会計関連事業 114,825 ― 5,332 ―

人事・総務関連事業   126,692 ― 46,776 ―

合計 241,518 ― 52,108 ―

   （注）１ 当連結会計年度から受注実績がありますので、前連結会計年度比は記載しておりません。 

       ２ 人事・総務関連事業の受注高は、和宏体育施設株式会社の子会社化後の受注高となっておりま

す。 

(4) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 販売高（千円） 前連結会計年度比（％） 

会計関連事業 626,902 132.8

人事・総務関連事業 319,642 539.2

マーチャンダイズ事業 336,004 337.8

合計 1,282,549 203.3

 

 

―43― 


	16期決算　連結短信資料.pdf
	
	(1) 会社の経営の基本方針
	(2) 会社の利益配分に関する基本方針
	(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び基本方針等
	(4) 目標とする経営指標
	(5) 中長期的な会社の経営戦略
	(6) 会社の対処すべき課題
	(7)親会社等に関する事項
	(8) その他、会社の経営上の重要な事項
	(1) 経営成績
	(2) 財政状態
	\(3）通期の見通し
	(4) 事業等のリスク
	連結財務諸表
	① 連結貸借対照表
	② 連結損益計算書
	③ 連結剰余金計算書
	④ 連結株主資本等変動計算書
	⑤ 連結キャッシュ・フロー計算書
	連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
	会計処理の変更
	表示方法の変更
	注記事項
	(連結貸借対照表関係)
	(連結損益計算書関係)
	(連結株主資本等変動計算書関係)
	（変動事由の概要）
	(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

	セグメント情報
	１　事業の種類別セグメント情報
	２　所在地別セグメント情報
	３　海外売上高
	リース取引関係
	前連結会計年度(自平成16年11月１日　至平成17年10月31日)
	当連結会計年度(自平成17年11月１日　至平成18年10月31日)

	関連当事者との取引
	税効果会計関係
	有価証券関係
	前連結会計年度
	当連結会計年度

	デリバティブ取引関係
	前連結会計年度(自平成16年11月１日　至平成17年10月31日)
	当連結会計年度(自平成17年11月１日　至平成18年10月31日)

	退職給付関係
	（ストック・オプション等関係）

	（1）ストック・オプションの内容
	１株当たり情報
	重要な後発事象

	(1) 生産実績
	(2) 商品仕入実績
	(3) 受注実績
	(4) 販売実績



