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１．平成19年９月期第３四半期の連結業績（平成18年10月１日　～　平成19年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月期第３四半期 4,381 19.4 4 － 28 － △295 －

18年９月期第３四半期 3,669 △34.7 △403 － △436 － 573 －

18年９月期 5,002 － △445 － △480 － 462 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年９月期第３四半期 △3,400 71 － －

18年９月期第３四半期 7,373 56 7,361 61

18年９月期 5,797 30 5,788 73

(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

19年９月期第３四半期 3,687 3,240 85.4 35,557 68

18年９月期第３四半期 4,190 3,551 84.6 41,283 74

18年９月期 4,087 3,473 84.4 40,086 23

(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

19年９月期第３四半期 34 △511 112 2,058

18年９月期第３四半期 ― ― ― ―

18年９月期 △624 997 447 2,423

四半期の連結キャッシュ・フローの状況の開示は、平成19年９月期第３四半期より実施しております。

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第３四半期末

 円 銭

19年９月期第３四半期 － －

18年９月期第３四半期 － －

３．平成19年９月期の連結業績予想（平成18年10月１日　～　平成19年９月30日）

 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 5,800 16.0 △60 － △50 － △400 － △4,517 20
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

（注）連結範囲の変更を伴う特定子会社以外の子会社の異動は次のとおりです。 

新規 　２社 （㈱トップランダー、㈱オープンループ・アスクレピオス） 除外 －社  

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

(2）四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

(4）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　無

５．個別業績の概要（平成18年10月１日　～　平成19年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月期第３四半期 1,921 △41.8 31 － 69 － △297 －

18年９月期第３四半期 3,302 △23.2 △395 － △418 － 561 －

18年９月期 4,524 － △428 － △449 － 484 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

19年９月期第３四半期 △3,425 76

18年９月期第３四半期 7,221 74

18年９月期 6,076 57

(2）個別財政状態  

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

19年９月期第３四半期 3,435 3,207 92.5 35,897 13

18年９月期第３四半期 4,030 3,556 88.1 41,341 54

18年９月期 3,950 3,505 88.1 40,455 71

６．平成19年９月期の個別業績予想（平成18年10月１日　～　平成19年９月30日）

 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 2,070 △54.2 △50 － △40 － △450 － △5,081 85

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。なお、上記予想に関

する事項は添付資料の５ページを参照して下さい。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第３四半期連結会計期間(平成18年10月１日～平成19年６月30日)におけるわが国経済は、緩やかな景気回復基

調の下、有効求人倍率、完全失業率等に改善が見られ、労働需給も引き締まり傾向が続いております。企業部門の

堅調な需要に支えられ、人材アウトソーシング業界においても売上高は拡大傾向にありますが、スタッフ確保に要

する負担の増加も課題となってきております。

　当社グループは、当連結会計年度を「再びの成長にむけた復活を果たす年度」と位置づけ、「本業集中による利

益追求型」へと企業体質の転換を進めて参りました。

　当第３四半期連結会計期間において、ＩＴセキュリティ事業においては、収益性を重視しつつ厳選した案件への

取り組みを進めました。ヒューマンリソーシズ事業においては、人材ニーズの高まりという追い風のもと、営業力

の強化と顧客基盤の再構築を図っております。連結子会社である㈱アスペイワークにおいては、コールセンター向

けに専門性を強化した人材派遣事業を開始し、事業基盤の確立に努めております。建築業界向けには、専門会社と

して㈱トップランダーを設立いたしました。医療機関向け人材紹介及び設備資金調達支援を行う新会社として㈱オー

プンループ・アスクレピオス（平成19年７月にメディ・メサイア㈱に社名変更）を設立し、人材紹介事業を開始し

ております。

　こうした取り組みの結果、当第３四半期連結会計期間における連結売上高は、前第３四半期連結会計期間比712百

万円増加し、19.4％増の4,381百万円となりました。主力事業であるヒューマンリソーシズ事業において、アウト

ソーシング市場の全般的好調を背景に、建築・物流・フードサービス等を中心に事業が拡大したこと等によるもの

であります。

　売上総利益は、原価率の低減を図る一方、売上増による増収効果もあり、前第３四半期連結会計期間比278百万円

増加し、28.6％増の1,250百万円となりました。

　販売費及び一般管理費は、売上に直結する部門への人員配置の促進、支店の統廃合による賃借料の削減、利用メ

ディア見直しによる募集費の削減等の経費削減プロジェクト推進の結果として、前第３四半期連結会計期間比129百

万円減少し、9.4％減の1,246百万円となりました。

　以上の結果、営業損益は、前第３四半期連結会計期間においては営業損失403百万円の計上であったのに対し、営

業利益4百万円の計上となりました。経常損益は、前第３四半期連結会計期間においては経常損失436百万円の計上

であったのに対し、経常利益28百万円の計上となりました。

　当第３四半期連結会計期間において、営業損益、経常損益とも、黒字転換を達成いたしました。　 　

　当社は、当第３四半期連結会計期間において取得した㈱ＮＡＪの株式について関係会社株式評価損301百万円を特

別損失として計上しております。　

　これらの結果、当第３四半期純損失は、295百万円となりました。

　営業損益及び経常損益については黒字転換しているものの、特別損失の計上により、四半期純損失を計上する結

果となっております。今後、当社は、㈱ＮＡＪに対する出資金相当額の経済的利益の早期回収を図るとともに、こ

のような損失を発生させることがないよう、リスク管理の徹底、投資判断の厳格化を行って参ります。 　

　事業の種類別セグメントで見た売上高（売上高構成比）は、ＩＴセキュリティ事業が36百万円（0.8％）、ヒュー

マンリソーシズ事業については、ゼネラルアウトソーシング事業が2,301百万円（52.5％）、セールスアウトソーシ

ング事業が2,044百万円（46.7％）となりました。

 

　なお、四半期毎の業績推移については以下の表をご参照下さい。 

［参考]四半期毎の業績推移　　　　　　　　　　　　　　　  

 

第１四半期連結会計期間

（自　平成18年10月１日

　　至　平成18年12月31日）

第２四半期連結会計期間

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年３月31日）

第３四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年６月30日）

 金額（百万円） 百分比（％） 金額（百万円） 百分比（％） 金額（百万円） 百分比（％）

売上高 1,390 100.0 1,509 100.0 1,482 100.0

営業利益 △27 △2.0 15 1.0 16 1.1

経常利益 △27 △2.0 22 1.5 33 2.3

当期純利益 △33 △2.4 △304 △20.2 42 2.8
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　四半期毎の業績推移については、営業損益及び経常損益については第２四半期、第３四半期とも黒字転換してお

ります。また、第３四半期については、当期純損益も黒字転換しております。

　当社は、今後、法令遵守、リスク管理の徹底、投資判断の厳格化を進め、損益の改善と黒字基調の確立を図って

参ります。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）財政状態 

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より399百万円減少し3,687百万円となっておりま

す。

  現金及び預金が498百万円減少し1,977百万円となったこと等から、流動資産は643百万円減少し3,037百万円とな

りました。一方、投資その他の資産が250百万円増加し610百万円となったこと等から、固定資産は243百万円増加し

650百万円となっております。

  負債合計は165百万円減少し447百万円となっております。流動負債は105百万円減少し441百万円となり、固定負

債は60百万円減少し5百万円となっております。

　純資産合計は3,240百万円となっております。当第３四半期連結会計期間においては、株主総会決議に基づく資本

金及び準備金の額の減少が行われるとともに、新株予約権の行使が行われております。この結果、資本金は3,720百

万円減少し1,050百万円、資本剰余金は129百万円減少し2,889百万円となりました。利益剰余金については、マイナ

ス残高は前連結会計年度末の△3,985百万円から3,655百万円減少し、△330百万円となりました。自己株式は前連結

会計年度末と同額の360百万円となっております。　

　自己資本比率は前連結会計年度末の84.4％から1.0ポイント増加し、85.4％となっております。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

　当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に

おける残高2,423百万円から365百万円減少し、2,058百万円となりました。営業活動により34百万円、財務活動によ

り112百万円を得たものの、投資活動により511百万円を使用したことによるものです。

  明細は以下のとおりです。 

  (営業活動によるキャッシュ・フロー)

　当第３四半期連結会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローはプラスに転じております。

　税金等調整前四半期純損失281百万円を計上したものの、関係会社株式評価損301百万円等の非資金損益項目があっ

たことが主因となり、営業活動の結果得られた資金は34百万円（前連結会計年度は624百万円の資金の使用）となり

ました。 

 (投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動の結果使用した資金は、511百万円（前連結会計年度は997百万円の資金の獲得）となりました。

　増加要因として、投資有価証券の売却・償還による収入1,302百万円等があったものの、減少要因として、投資有

価証券の取得による支出1,503百万円、関係会社株式の取得による支出351百万円等があったことによるものです。

 (財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動の結果得られた資金は、112百万円（前連結会計年度は447百万円の資金の獲得）となりました。

  減少要因として、社債の償還による支出60百万円等があったものの、増加要因として、株式の発行による収入97

百万円、少数株主からの払込による収入76百万円等があったことによるものです。

  

　営業活動によるキャッシュ・フローに投資活動によるキャッシュ・フローを加算したフリー・キャッシュ・フロー

は、前連結会計年度においては373百万円のプラスであったのに対し、当第３四半期連結会計期間においては477百

万円のマイナスとなっております。    
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３．業績予想に関する定性的情報

  売上高につきましては、引き続き増加に努めて参ります。

　経常損益面では、黒字基調を確実なものとすべく努めて参りますが、通期の見通しにおいては、新たな費用の発生も

考慮し、慎重に見積もっております。

　当期純損益につきましては、中間連結会計期間において特別損失を計上するに至った事態の反省に立ち、今後同様の

事態を引き起こすことの無いよう、引き続きリスク管理・法令遵守の徹底と投資判断の厳格化を図って参ります。

  以上の結果、平成19年９月期通期の連結業績見通しにつきましては、平成19年５月25日発表の内容を据え置くものと

し、売上高5,800百万円、営業損失60百万円、経常損失50百万円、当期純損失400百万円と致します。 

　個別業績予想につきましても同様に平成19年５月25日発表の内容を据え置き、売上高2,070百万円、営業損失50百万円、

経常損失40百万円、当期純損失450百万円と致します。 

４．その他

（期中における重要な子会社の異動について）

　連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動については、該当事項はありません。

　特定子会社以外の子会社につきましては、当第３四半期連結会計期間において、建築業界向け専門会社である㈱トッ

プランダー及び医療機関向け人材紹介及び設備資金調達支援を行う㈱オープンループ・アスクレピオスが新たに子会社

として設立され、当第３四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。なお、㈱オープンループ・アスクレピ

オスは、平成19年７月をもってメディ・メサイア㈱に社名変更しております。　 

（当社株式の「監理ポスト」入りに関して）

　当社株式は㈱大阪証券取引所ニッポン・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。平成15年３月１日より平成18年９月30日までの「猶予期間」において、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あります。

　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。上場審査基準に準じた基準に適合し

ない場合、整理ポストに割当てられ、上場廃止となるおそれがあります。

　当社と致しましては、安定した事業基盤を確立し、法令遵守・リスク管理体制の維持向上に努め、審査への適合を果

たし、早急に監理ポストから通常ポストへ復帰できますよう役職員一同、引き続き全力を尽くして参ります。
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５．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表
前第３四半期
連結会計期間末

（平成18年６月30日）

当第３四半期
連結会計期間末

（平成19年６月30日）
 増減

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成18年９月30日)

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 増減率（％） 金額（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 2,730,974 1,977,446 △753,527 △27.6 2,476,088

２．受取手形及び売掛金 589,996 700,845 110,849 18.8 679,339

３．たな卸資産 29,200 3,502 △25,697 △88.0 2,223

４．営業投資有価証券 321,630 154,833 △166,796 △51.9 318,034

５．その他 83,447 227,541 144,094 172.7 225,388

貸倒引当金 △9,598 △26,986 △17,388 ― △20,518

流動資産合計 3,745,650 3,037,184 △708,466 △18.9 3,680,554

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 37,994 28,303 △9,691 △25.5 32,059

２．無形固定資産 43,793 11,731 △32,061 △73.2 14,671

(1）営業権 13,500 ― △13,500 ― ―

(2）のれん ― 8,122 8,122 ― 12,194

(3）ソフトウェア 1,734 1,131 △602 △34.7 ―

(4）ソフトウェア仮勘定 16,360 ― △16,360 ― ―

(5）その他 12,197 2,477 △9,720 △79.7 2,477

３．投資その他の資産 363,385 610,625 247,239 68.0 360,036

(1）投資有価証券 114,260 361,122 246,861 216.1 112,376

(2) 破産更生債権等 1,674,158 1,675,624 1,466 0.1 1,675,624

(3）その他 109,354 124,732 15,378 14.1 107,888

貸倒引当金 △1,534,387 △1,550,853 △16,466 ― △1,535,853

固定資産合計 445,173 650,660 205,486 46.2 406,767

資産合計 4,190,824 3,687,845 △502,979 △12.0 4,087,322
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前第３四半期
連結会計期間末

（平成18年６月30日）

当第３四半期
連結会計期間末

（平成19年６月30日）
 増減

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成18年９月30日)

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 増減率（％） 金額（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 167,733 144,981 △22,751 △13.6 145,966

２．１年以内償還予定社債 60,000 60,000 ― ― 60,000

３．未払金 76,065 58,638 △17,427 △22.9 62,970

４．賞与引当金 12,641 9,432 △3,208 △25.4 47,128

５．その他 257,174 168,849 △88,324 △34.3 231,656

流動負債合計 573,614 441,902 △131,712 △23.0 547,721

Ⅱ　固定負債

１．社債 60,000 ― △60,000 ― 60,000

２．繰延税金負債 112 3,578 3,465 ― 3,276

３. その他 5,894 2,245 △3,648 △61.9 2,616

固定負債合計 66,007 5,823 △60,183 △91.2 65,893

負債合計 639,622 447,726 △191,895 △30.0 613,614

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１．資本金 4,770,992 1,050,115 △3,720,877 △78.0 4,770,992

　２．資本剰余金 3,018,543 2,889,088 △129,455 △4.3 3,018,543

　３．利益剰余金 △3,875,303 △330,647 3,544,656 ― △3,985,657

　４．自己株式 △360,117 △360,117 ― ― △360,117

　　 株主資本合計 3,554,115 3,248,438 △305,677 △8.6 3,443,761

Ⅱ　評価・換算差額等      

　　　その他有価証券評価差額金 △6,593 △99,791 △93,197 ― 4,431

   評価・換算差額等合計 △6,593 △99,791 △93,197 ― 4,431

Ⅲ　新株予約権 3,680 28,643 24,963 678.4 25,515

Ⅳ　少数株主持分 ― 62,827 62,827 ― ―

純資産合計 3,551,202 3,240,118 △311,083 △8.8 3,473,708

負債純資産合計 4,190,824 3,687,845 △502,979 △12.0 4,087,322
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(2）四半期連結損益計算書

前第３四半期
連結会計期間

 (自 平成17年10月１日
至 平成18年６月30日)

当第３四半期
連結会計期間

 (自 平成18年10月１日
至 平成19年６月30日)

 増減

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

 (自 平成17年10月１日
至 平成18年９月30日)

区分 金額（千円） 金額（千円）  金額（千円） 増減率（％） 金額（千円）

Ⅰ　売上高 3,669,592 4,381,687 712,094 19.4 5,002,034

Ⅱ　売上原価 2,697,193 3,130,768 433,574 16.1 3,679,686

売上総利益 972,399 1,250,919 278,520 28.6 1,322,348

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,375,929 1,246,025 △129,904 △9.4 1,767,350

営業利益又は営業損失(△) △403,530 4,893 ― ― △445,001

Ⅳ　営業外収益 8,871 32,962 24,091 271.6 10,290

１．受取利息 344 29,339 727

２．受取手数料 1,810 1,847 2,479

３．助成金収入 2,730 610 2,730

４．その他 3,986 1,165 4,352

Ⅴ　営業外費用 42,279 9,507 △32,772 △77.5 46,241

１．支払利息 3,644 239 3,787

２．新株発行費 8,286 ― ―

３．株式交付費 ― 2,817 8,530

４．社債発行費 26,745 ― 26,745

５．持分法による投資損失 343 ― 343

６．投資事業組合投資損失 1,484 4,782 4,907

７．その他 1,775 1,667 1,926

経常利益又は経常損失(△) △436,938 28,349 ― ― △480,952

Ⅵ　特別利益 1,243,880 4,103 △1,239,777 ― 1,231,602

１．投資有価証券売却益 25,828 4,103 25,828

２．貸倒引当金戻入益 93,505 ― 81,118

３. 営業譲渡益 970,937 ― 970,937

４．関係会社株式売却益 3,480 ― 3,480

５．投資損失引当金戻入益 150,000 ― 150,000

６．その他 129 ― 237

Ⅶ　特別損失 191,796 314,200 122,404 63.8 249,765

１．投資有価証券売却損 4,104 3,931 4,104

２．投資有価証券評価損 14,499 3,876 27,974

３．関係会社株式評価損 ― 301,599 ―

４．固定資産除却損 ― 4,792 1,224

５. 事務所移転・縮小関連費用 6,015 ― 12,283

６．減損損失 167,176 ― 186,240

７．臨時償却 ― ― 17,937

税金等調整前第３四半期(当
期)純利益又は税金等調整前
第３四半期純損失(△)

615,146 △281,747 ― ― 500,884

法人税、住民税及び事業税 42,135 26,978 38,228

少数株主損失 ― 13,172 ―

第３四半期(当期)純利益又は
第３四半期純損失(△)

573,010 △295,553 ― ― 462,656
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期連結株主資本等変動計算書（自 平成17年10月１日　至 平成18年６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 

平成17年９月30日残高 4,070,476 2,317,857 △4,448,314 △360,077 1,579,942

第３四半期連結会計期間中

の変動額 

新株の発行 200,601 200,601 ― ― 401,202

転換社債の転換 499,915 500,084 ― ― 1,000,000

第３四半期純利益 ― ― 573,010 ― 573,010

自己株式の取得 ― ― ― △39 △39

株主資本以外の項目の四

半期中の変動額(純額)
― ― ― ― ―

第３四半期連結会計期間中

の変動額合計
700,516 700,685 573,010 △39 1,974,173

平成18年６月30日残高 4,770,992 3,018,543 △3,875,303 △360,117 3,554,115

 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 5,872 5,872 ― 1,585,814

第３四半期連結会計期間中

の変動額 

新株の発行 ― ― ― 401,202

転換社債の転換 ― ― ― 1,000,000

第３四半期純利益 ― ― ― 573,010

自己株式の取得 ― ― ― △39

株主資本以外の項目の四

半期中の変動額(純額)
△12,465 △12,465 3,680 △8,785

第３四半期連結会計期間中

の変動額合計
△12,465 △12,465 3,680 1,965,387

平成18年６月30日残高 △6,593 △6,593 3,680 3,551,202
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当第３四半期連結株主資本等変動計算書（自 平成18年10月１日　至 平成19年６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 

平成18年９月30日残高 4,770,992 3,018,543 △3,985,657 △360,117 3,443,761

第３四半期連結会計期間中

の変動額 

新株の発行 50,115 50,115 ― ― 100,230

減資 △3,770,992 1,100,010 2,670,982 ― ―

資本剰余金の取崩 ― △1,279,580 1,279,580 ― ―

第３四半期純利益 ― ― △295,553 ― △295,553

株主資本以外の項目の四

半期中の変動額(純額)
― ― ― ― ―

第３四半期連結会計期間中

の変動額合計
△3,720,877 △129,455 3,655,010 ― △195,323

平成19年６月30日残高 1,050,115 2,889,088 △330,647 △360,117 3,248,438

 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 

評価・換算差額等合

計

平成18年９月30日残高 4,431 4,431 25,515 ― 3,473,708

第３四半期連結会計期間中

の変動額 

新株の発行 ― ― ― ― 100,230

減資 ― ― ― ― ―

資本剰余金の取崩 ― ― ― ― ―

第３四半期純利益 ― ― ― ― △295,553

株主資本以外の項目の四

半期中の変動額(純額)
△104,222 △104,222 3,128 62,827 △38,266

第３四半期連結会計期間中

の変動額合計
△104,222 △104,222 3,128 62,827 △233,589

平成19年６月30日残高 △99,791 △99,791 28,643 62,827 3,240,118
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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 

平成17年９月30日残高（千円） 4,070,476 2,317,857 △4,448,314 △360,077 1,579,942

連結会計年度中の変動額 

新株の発行 200,601 200,601 ― ― 401,202

転換社債の転換 499,915 500,084 ― ― 1,000,000

当期純利益 ― ― 462,656 ― 462,656

自己株式の取得 ― ― ― △39 △39

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額(純額)
― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計　
　　　　　　　
　　　　　　　　　（千円）

700,516 700,685 462,656 △39 1,863,818

平成18年９月30日残高（千円） 4,770,992 3,018,543 △3,985,657 △360,117 3,443,761

 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 
為替換算調整勘定

評価・換算差額等

合計

平成17年９月30日残高（千円） 5,872 △1,058 4,814 ― 1,584,756

連結会計年度中の変動額 

新株の発行 ― ― ― ― 401,202

転換社債の転換 ― ― ― ― 1,000,000

当期純利益 ― ― ― ― 462,656

自己株式の取得 ― ― ― ― △39

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額(純額)
△1,440 1,058 △382 25,515 25,132

連結会計年度中の変動額合計　
　
　　　　　　　　　　（千円）

△1,440 1,058 △382 25,515 1,888,951

平成18年９月30日残高（千円） 4,431 ― 4,431 25,515 3,473,708
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 
当第３四半期連結会計期間

（自　平成18年10月１日

至　平成19年６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17年10月１日

至　平18年９月30日）

区分 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又は税金等調整前

四半期純損失（△）
△281,747 500,884

減価償却費 8,066 40,649

のれん償却額 4,571 9,107

貸倒引当金の増減額 21,467 △81,118

賞与引当金の減少額 △37,695 △2,476

投資損失引当金の減少額 ― △150,000

受取利息及び受取配当金 △30,316 △1,839

支払利息 239 3,787

株式交付費 2,817 8,530

社債発行費 ― 26,745

投資事業組合投資損失 4,782 4,907

固定資産除却損 4,792 1,224

投資有価証券評価損 3,876 27,974

関係会社株式評価損 301,599 ―

投資有価証券売却益 △4,103 △25,828

関係会社株式売却益 ― △3,480

投資有価証券売却損 3,931 4,104

営業譲渡益 ― △970,937

減損損失 ― 186,240

売上債権の増減額 △21,506 109,323

たな卸資産の増減額 △1,279 2,415

仕入債務の減少額 △984 △95,304

その他 74,690 △145,479

小計 53,201 △550,567

利息及び配当金の受取額 30,137 1,848

利息の支払額 △326 △2,219

法人税等の支払額 △48,953 △73,156

営業活動によるキャッシュ・フロー 34,057 △624,094
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当第３四半期連結会計期間

（自　平成18年10月１日

至　平成19年６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17年10月１日

至　平18年９月30日）

区分 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △1,503,145 △495,565

関係会社株式の取得による支出 △351,000 ―

投資有価証券の売却・償還による収入 1,302,793 492,562

関係会社株式の売却による収入 ― 9,782

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得に

よる支出
― △1,172

貸付金の回収による収入 2,850 19,732

有形固定資産の取得による支出 △8,171 △31,105

有形固定資産の売却による収入 ― 286

無形固定資産の取得による支出 △719 △17,230

営業譲渡による収入 ― 1,000,000

敷金・保証金の増加 △20,126 △6,517

敷金・保証金の減少 17,853 43,462

その他 48,009 △17,034

投資活動によるキャッシュ・フロー △511,656 997,200

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額 ― △850,000

長期借入金の返済による支出 ― △10,100

転換社債の発行による収入 ― 973,255

社債の償還による支出 △60,000 △60,000

株式の発行による収入 97,182 392,211

割賦債務支払による支出 △712 △2,138

自己株式の取得による支出 ― △39

少数株主からの払込による収入 76,000 ―

その他 ― 4,140

財務活動によるキャッシュ・フロー 112,469 447,328

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 △365,129 820,434

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,423,244 1,602,810

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 2,058,115 2,423,244
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６．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

前第３四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年６月30日）

 増減
前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18年９月30日）

区分 金額（千円） 金額（千円）  金額（千円）
増減率
（％） 

金額（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 2,426,851 1,247,744 △1,179,106 △48.6 2,192,514

２．受取手形 577 ― △577 ― 1,732

３．売掛金 539,832 81,178 △458,654 △85.0 618,475

４．たな卸資産 29,200 598 △28,602 △98.0 2,223

５．短期貸付金 508,308 850,713 342,405 67.4 507,783

６．その他 80,529 247,165 166,635 206.9 221,387

貸倒引当金 △123,007 △149,772 △26,764 ― △133,290

流動資産合計 3,462,292 2,277,627 △1,184,664 △34.2 3,410,825

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 35,280 3,906 △31,374 △88.9 30,724

２．無形固定資産 33,992 3,294 △30,698 △90.3 14,397

(1）営業権 13,500 ― △13,500 ― ―

(2) ソフトウェア 1,734 896 △837 △48.3 ―

(3) ソフトウェア仮勘定 16,360 ― △16,360 ― ―

(4）その他 2,397 2,397 ― ― 14,397

３．投資その他の資産 498,533 1,150,650 652,116 130.8 494,540

(1）投資有価証券 114,260 361,122 246,861 216.1 112,376

(2）関係会社株式 176,307 687,834 511,526 290.1 176,307

(3）長期貸付金 2,100,000 2,025,000 △75,000 △3.6 2,100,000

(4) 破産更生債権等 1,038,533 1,039,999 1,466 0.1 1,039,999

(5）その他 108,970 94,902 △14,068 △12.9 107,504

貸倒引当金 △3,039,537 △3,058,207 △18,669 ― △3,041,647

固定資産合計 567,807 1,157,850 590,043 103.9 539,663

資産合計 4,030,100 3,435,478 △594,621 △14.8 3,950,488
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前第３四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年６月30日）

 増減
前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18年９月30日）

区分 金額（千円） 金額（千円）  金額（千円）
増減率
（％） 

金額（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 21,690 ― △21,690 ― 1,790

２．１年以内償還予定社債 60,000 60,000 ― ― 60,000

３．未払金 74,623 105,894 31,271 41.9 61,398

４．賞与引当金 11,620 2,012 △9,607 △82.7 43,441

５．その他 239,983 56,471 △183,512 △76.5 214,737

流動負債合計 407,918 224,379 △183,539 △45.0 381,367

Ⅱ　固定負債      

１．社債 60,000 ― △60,000 ― 60,000

２．繰延税金負債 112 1,504 1,391 ― 1,012

３．その他 5,894 2,245 △3,648 △61.9 2,616

固定負債合計 66,007 3,750 △62,256 △94.3 63,629

負債合計 473,925 228,129 △245,796 △51.9 444,997

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本      

　１．資本金 4,770,992 1,050,115 △3,720,877 △78.0 4,770,992

　２．資本準備金      

 　（1）資本準備金 1,738,962 50,115 △1,688,847 △97.1 1,738,962

　 （2）その他資本剰余金 1,279,580 2,838,973 1,559,392 121.9 1,279,580

　　資本剰余金合計 3,018,543 2,889,088 △129,455 △4.3 3,018,543

　３．利益剰余金      

　（1）利益準備金 700 ― △700 ― 700

  （2）その他利益剰余金      

 　　繰越利益剰余金 △3,874,995 △297,730 3,577,264 ― △3,951,263

 利益剰余金合計 △3,874,295 △297,730 3,576,564 △92.3 △3,950,563

４．自己株式 △360,117 △360,117 ― ― △360,117

 　株主資本合計 3,555,124 3,281,355 △273,768 △7.7 3,478,855

Ⅱ　評価・換算差額等      

　　　その他有価証券評価差額金 △2,629 △102,649 △100,020 ― 1,120

　評価・換算差額等合計 △2,629 △102,649 △100,020 ― 1,120

Ⅲ　新株予約権 3,680 28,643 24,963 678.4 25,515

純資産合計 3,556,174 3,207,349 △348,825 △9.8 3,505,491

負債純資産合計 4,030,100 3,435,478 △594,621 △14.8 3,950,488
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(2）四半期損益計算書

前第３四半期会計期間
 (自 平成17年10月１日
  至 平成18年６月30日)

当第３四半期会計期間
 (自 平成18年10月１日
  至 平成19年６月30日)

増減 

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成17年10月１日
 至 平成18年９月30日)

区分 金額（千円） 金額（千円）  金額(千円) 増減率(％) 金額（千円）

Ⅰ　売上高 3,302,930 1,921,565 △1,381,365 △41.8 4,524,159

Ⅱ　売上原価 2,454,700 1,212,592 △1,242,107 △50.6 3,358,779

売上総利益 848,230 708,972 △139,257 △16.4 1,165,379

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,243,759 677,871 △565,887 △45.5 1,594,162

営業利益又は営業損失(△) △395,529 31,100 ― ― △428,783

Ⅳ　営業外収益 18,799 45,462 26,663 141.8 24,785

Ⅴ　営業外費用 41,735 6,935 △34,800 △83.4 45,696

経常利益又は経常損失(△) △418,465 69,627 ― ― △449,694

Ⅵ　特別利益 1,214,787 4,103 △1,210,683 △99.7 1,202,502

Ⅶ　特別損失 193,804 365,687 171,883 88.7 231,467

税引前第３四半期(当期)純利
益又は税引前第３四半期純損
失(△)

602,517 △291,956 ― ― 521,340

法人税、住民税及び事業税 41,304 5,774 △35,530 △86.0 36,395

第３四半期(当期)純利益又は
第３四半期純損失(△)

561,212 △297,730 ― ― 484,944
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第３四半期会計期間（自　平成17年10月１日　至　平成18年６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

第３四半期会計期間中の変動額 

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

第３四半期純利益 ― ― ― ― ― 561,212 561,212 ― 561,212

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― △39 △39

株主資本以外の項目の四半期中の

変動額(純額)
― ― ― ― ― ― ― ― ―

第３四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
700,516 700,685 ― 700,685 ― 561,212 561,212 △39 1,962,375

平成18年６月30日残高（千円） 4,770,992 1,738,962 1,279,580 3,018,543 700 △3,874,995 △3,874,295 △360,117 3,555,124

 
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

第３四半期会計期間中の変動額 

新株の発行 ― ― ― 401,202

転換社債の転換 ― ― ― 1,000,000

第３四半期純利益 ― ― ― 561,212

自己株式の取得 ― ― ― △39

株主資本以外の項目の四半期中の

変動額(純額)
△8,502 △8,502 3,680 △4,822

第３四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
△8,502 △8,502 3,680 1,957,553

平成18年６月30日残高（千円） △2,629 △2,629 3,680 3,556,174
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当第３四半期会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年６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

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行 50,115 50,115 ― 50,115 ― ― ― ― 100,230

減資 △3,770,992 ― 1,100,010 1,100,010 ― 2,670,982 2,670,982 ― ―

資本準備金の取崩 ― △1,738,962 1,738,962 ― ― ― ― ― ―

その他資本剰余金の取崩 ― ― △1,279,580 △1,279,580 ― 1,279,580 1,279,580 ― ―

利益準備金の取崩 ― ― ― ― △700 700 ― ― ―

第３四半期純利益 ― ― ― ― ― △297,730 △297,730 ― △297,730

株主資本以外の項目の四半期中の

変動額(純額)
― ― ― ― ― ― ― ― ―

第３四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
△3,720,877 △1,688,847 1,559,392 △129,455 △700 3,653,533 3,652,833 ― △197,500

平成19年６月30日残高(千円） 1,050,115 50,115 2,838,973 2,889,088 ― △297,730 △297,730 △360,117 3,281,355

 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18年9月30日残高(千円) 1,120 1,120 25,515 3,505,491

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行 ― ― ― 100,230

減資 ― ― ― ―

資本準備金の取崩 ― ― ― ―

その他資本剰余金の取崩 ― ― ― ―

利益準備金の取崩 ― ― ― ―

第３四半期純利益 ― ― ― △297,730

株主資本以外の項目の四半期中の

変動額(純額)
△103,770 △103,770 3,128 △100,641

第３四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
△103,770 △103,770 3,128 △298,141

平成19年６月30日残高(千円） △102,649 △102,649 28,643 3,207,349
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前事業年度の株主資本等変動計算書（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
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