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平成 19 年 11 月 14 日 
上 場 会 社 名  株式会社クリエアナブキ        上 場 取 引 所  ＪＱ 
コ ー ド 番 号  ４３３６               ＵＲＬ http://www.crie.co.jp/ 
代  表  者  代表取締役社長  藏田 徹 
問合せ先責任者  取締役管理本部長 山之内 茂     ＴＥＬ (087) 822－8898 
半期報告書提出予定日  平成19年12月14日 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 19 年９月中間期の連結業績（平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日） 

 

（１）連結経営成績                                   （％表示は対前年同期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      中間（当期）純利益 

百万円       ％ 百万円        ％ 百万円        ％ 百万円        ％

19 年９月 中間期 3,867 (  3.6)   △17 (    －) △11 (    －) 17 (△70.8)

18 年９月 中間期 3,734 (   －) 114 (    －) 117 (    －) 61 (    －)

19 年３月期 7,640 (   －) 127 (    －) 144 (    －) 38 (    －)

 

 
１ 株 当 た り 中 間 

（ 当 期 ） 純 利 益 

潜 在 株 式 調 整 後 
１ 株 当 た り 中 間 
（ 当 期 ） 純 利 益 

  

円  銭 円  銭  

19 年９月 中間期 761  22 － －  

18 年９月 中間期 2,608  13 － －  

19 年３月期 1,627 46 － －  

（注）  平成 19 年３月期から連結財務諸表を作成しているため、平成 18 年９月中間期及び平成 19 年３月期の対前年同期増減率は

記載しておりません。 

（参考）持分法投資損益 19 年９月中間期 －百万円  18 年９月中間期 －百万円  19 年３月期 －百万円 

 
（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 中間期 1,719 762 43.3 31,798  29

18 年９月 中間期 1,859 789 41.8 33,217  74

19 年３月期 1,954 763 38.6 32,237  07

（参考）自己資本 19 年９月中間期 744 百万円  18 年９月中間期 777 百万円  19 年３月期 754 百万円 

 
（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 中間期 △173 62 △45 477

18 年９月 中間期 135 △168 62 591

19 年３月期 220 △194 45 633

 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金  

（基準日） 中間期末 期 末 年 間  

円  銭 円  銭 円  銭 

19 年３月期 － － 1,200 00 1,200 00 

20 年３月期 － －

20 年３月期（予想） 1,200 00
1,200 00 

 
３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31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  7,867 (  3.0) 78 (△38.9) 79 (△45.3) 41 (   7.7) 1,752  14
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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 

（２）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 

 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 

② ①以外の変更 ： 無 

（注） 詳細は、18～21 ページ「４．中間連結財務諸表 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧 

ください。 

（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 23,400株   18年９月中間期 23,400株   19年３月期 23,400株 

② 期末自己株式数           19年９月中間期     －株   18年９月中間期    －株   19年３月期     －株 

（注） １株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、35 ページ「４．中間連結財務 

諸表  注記事項（１株当たり情報）」をご覧ください。 

 

 

 

（参 考）個別業績の概要 

 

１．平成 19 年９月中間期の個別業績（平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日） 

 

（１）個別経営成績                                 （％表示は対前年同期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      中間（当期）純利益 

百万円       ％ 百万円        ％ 百万円        ％ 百万円        ％

19 年９月 中間期  3,720 (  0.5)  47 (△56.9) 50 (△55.5)  38 (△32.7)

18 年９月 中間期 3,701 (△0.1)  109 (  73.8)  112 (  77.0) 57 (  86.2)

19 年３月期 7,473 (  5.5) 212 (  61.1) 226 (  65.7) 3 (△96.2)

 

 
１ 株 当 た り 中 間 

（ 当 期 ） 純 利 益 
   

円  銭  

19 年９月 中間期 1,658  61  

18 年９月 中間期 2,465  01  

19 年３月期 142 70  

（注） 平成 18 年９月中間期の対前年同期増減の比較対象である平成 17 年９月中間期の売上高（3,703 百万円）には、平成 17 年 10

月５日の会社分割と同時に廃止した旅行関連事業に係る売上 596 百万円が含まれております。 

 
（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 中間期 1,647 748 44.3 31,210  92

18 年９月 中間期 1,804 774 42.9 33,074 63

19 年３月期 1,856 728 38.8 30,752  31

（参考）自己資本 19 年９月中間期 730 百万円  18 年９月中間期 773 百万円  19 年３月期 719 百万円 

 
２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31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 7,675 (  2.7) 142 (△33.1) 147 (△35.1) 82 (    －) 3,504  27

 

 

 

 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の

前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予

想のご利用にあたっての注意事項等については、３～４ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 
 

（１）経営成績に関する分析 

 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、好調であった設備投資に弱い動きが見られるものの、企業収益

は改善を続け、個人消費も持ち直すなど、景気は回復基調で推移しました。 

人材サービス業界においては、新規求人数が減少に転じ、有効求人倍率も横ばいとなるなど、雇用情勢の改

善に一部陰りが見られましたが、景気回復を背景に、企業の雇用判断が不足超過で推移するなか、人材サービ

スに対する需要は堅調さを保ちました。 

このような経営環境のもと、当中間連結会計期間における当社グループ（当社及び当社の関係会社のことを

いう。以下同じ。）の業績は、売上高が前年同期から3.6％増加して3,867,619千円となりましたが、特定子会

社（株式会社ＡＩＣＯＮ）の業績不振などにより、売上総利益816,689千円（前年同期比98.0％）、営業損失

17,322千円、経常損失11,646千円となりました。なお、株式会社ＡＩＣＯＮの第三者（株式会社フルキャスト

テクノロジー）に対する事業譲渡及び同社の解散に係る特別損益、並びに法人税等を加減した中間純利益は

17,812千円（前年同期比29.2％）となっております。 

 

当社グループが営む人材サービス関連事業における各事業部門別の業績は、次のとおりであります。 

なお、事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部門に区分して記載しております。 

    

  （事業部門別の概況） 

①人材派遣事業 

人材派遣事業については、景気回復を背景に増加を続ける企業からのオーダーを収益に結びつけるために、

人材供給力の強化が喫緊の課題となっております。当中間連結会計期間においては、人材派遣ウェブサイト

「crie job plaza（クリプラ）」の利便性の向上、福利厚生サービス「ＣＲＩＥクラブオフ」のメニューの

充実、香川・岡山地区でのＴＶコマーシャルの投入、各種キャンペーンなどの施策により、取引先企業の

ニーズに見合った登録スタッフ（一般労働者派遣事業における派遣希望登録者）の確保に取り組みましたが、

オーダーの増加に対して登録者数が不足気味で推移する厳しい状況が続きました。 

取引先の開拓、オーダー獲得の面では、「ＣＲＩＥ」ブランド、「あなぶき（穴吹）」ブランドの浸透度、

同業他社との競合状況等に応じて、四国・中国・都市圏のエリア営業部ごと、各営業部を構成する支店ごと

の特性を活かした営業展開に努めるとともに、人材紹介事業部門の組織変更を機に紹介予定派遣への取組み

を強化しました。 

一方、大韓民国（韓国）の若手ＩＴ（情報技術）技術者をわが国企業に派遣する特定労働者派遣事業につ

いては、ノウハウ不足によるコスト圧力の増加、技術営業の経験不足による顧客開拓の遅延などから、同事

業を担当する株式会社ＡＩＣＯＮが債務超過に陥ったため、平成19年５月29日をもって同社を解散し、同事

業を廃止しました。なお、同社における連結対象期間（平成19年１月１日～平成19年６月30日）の売上総損

失は36,071千円となりました。 

以上の結果、当事業では、主たる営業エリアである四国における業績の着実な向上により、売上高が

3,619,089千円（前年同期比105.9％）となったものの、株式会社ＡＩＣＯＮの業績不振などにより、売上総

利益は660,342千円（同98.1％）と伸び悩みました。 

②人材紹介事業 

人材紹介事業については、期初に、当事業の専担部門（旧ＨＲコンサルティング部）を四国・中国・都市

圏のエリア営業部に分割編入する組織変更を実施し、主として人材派遣事業を担当する各支店（エリア営業

部の下部組織）との連携のもと、より地域に密着した、かつ求職者の対象年齢を広げた営業を展開しました。

また、業界特化型の経験豊富なキャリア・コンサルタントによるキャリア層の確保・紹介にも、引き続き注

力しました。 

以上の結果、当事業の売上高は95,056千円（前年同期比95.3％）、売上総利益は94,336千円（同95.6％）

となりました。 
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③アウトソーシング事業  

アウトソーシング事業については、適法性と採算性を重視しながら、前期からの継続案件を中心に営業を

行った結果、売上高は67,874千円（前年同期比45.5％）、売上総利益は13,223千円（同46.2％）となりまし

た。 

④その他の事業 

その他の事業については、株式会社クリエ・イルミネートの主力事業であるＩＴ関連サービス（ＩＴ研修

等）が、マイクロソフト社の新基本ソフト発売などのビジネスチャンスを活かし、売上を伸ばしました。 

また、組織人事コンサルティングサービス、再就職支援サービス、研修サービスでは、期初の組織変更を

機に、四国エリア各支店との連携のもと、より地域に密着した営業を展開しました。 

以上の結果、その他の事業の売上高は85,599千円（前年同期比127.4％）、売上総利益は48,786千円（同

149.5％）となりました。 

 

（当期の見通し） 

当連結会計年度の業績予想については、平成19年11月９日付「平成20年３月期 中間（連結・個別）業績予

想との差異及び通期（連結・個別）業績予想の修正並びに特別利益及び特別損失の発生に関するお知らせ」に

記載のとおりであります。 

当社グループの主力事業である人材派遣について、企業部門の好調さを背景にオーダー数は堅調に推移して

いるものの、登録スタッフの確保が一段と難しくなり、また、同業他社との競合も激化していることから、期

初予想を修正し、売上高7,867,000千円（前期比103.0％）、営業利益78,000千円（同61.1％）、経常利益

79,000千円（同54.7％）、当期純利益41,000千円（同107.7％）を見込んでおります。 

 

 

（２）財政状態に関する分析 

 

（資産、負債及び純資産の状況） 

  当中間連結会計期間末における資産、負債及び純資産の状況は、次のとおりであります。 

 

①流動資産 

  当中間連結会計期間末の流動資産の残高は、1,370,534千円（前期末は1,591,424千円）となり、220,889

千円減少しました。 

これは主に、現金及び預金の減少（623,623千円から466,984千円へ156,639千円減）、期末にあたる平成

19年９月の売上が、人材派遣事業の繁忙期である３月（前期末）より少なかったことに伴う売掛金の減少

（882,182千円から778,459千円へ103,722千円減）によるものであります。 

②固定資産 

  当中間連結会計期間末の固定資産の残高は、348,571千円（前期末は362,986千円）となり、14,414千円減

少しました。 

これは、前期に実施した事業譲受け（フランチャイズ店「クリエ東海」の直営化）に係るのれんの償却に

よる減少（72,250千円から63,750千円へ8,499千円減）などによるものであります。 

③流動負債 

  当中間連結会計期間末の流動負債の残高は、902,320千円（前期末は1,107,233千円）となり、204,912千

円減少しました。 

これは主に、期末にあたる平成19年９月の売上が、人材派遣事業の繁忙期である３月（前期末）より少な

かったことに伴う未払費用（615,189千円から523,565千円へ91,624千円減）及び未払消費税等（165,917千

円から94,763千円へ71,154千円減）の減少によるものであります。 

④固定負債 

  当中間連結会計期間末の固定負債の残高は、54,626千円（前期末は83,570千円）となり、28,943千円減少

しました。 

これは、長期借入金の減少（37,940千円から18,800千円へ19,140千円減）などによるものであります。 
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⑤純資産 

  当中間連結会計期間末の純資産の残高は、762,158千円（前期末は763,607千円）となり、1,448千円減少

しました。 

これは、剰余金の配当（28,080千円）等による利益剰余金の減少（398,627千円から388,360千円へ10,267

千円減）、当社役員に対するストック・オプション（平成18年９月付与）に係る新株予約権（按分計上によ

り9,259千円から18,078千円へ8,818千円増）によるものであります。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、株式会社ＡＩＣ

ＯＮ（平成19年５月29日解散）の業績不振などから、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなった

ことが影響し、前期末より156,620千円少ない477,086千円となりました。 

 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。 

 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は173,865千円（前年同期は135,085千円の獲

得）となりました。これは主に、法人税等の支払額の増加によるものであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間において投資活動の結果獲得した資金は62,664千円（前年同期は168,332千円の使

用）となりました。これは、株式会社ＡＩＣＯＮの事業の重要な一部を第三者（株式会社フルキャストテク

ノロジー）に譲渡したことによる収入、同社の解散及び株式会社クリエ・イルミネートの本店（本社事業

所）移転に伴う支出などによるものであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は45,420千円（前年同期は62,920千円の獲得）

となりました。これは、借入金の返済、配当金の支払いなどによるものであります。 

 

なお、当社グループのキャッシュ･フロー関連指標の推移は、次のとおりであります。 

 
平成16年

３月期 

平成17年

３月期 

平成18年 

３月期 

平成19年 

３月期 

平成19年

９月中間期

自己資本比率（％） － － － 38.6 43.3 

時価ベースの自己資本比率（％） － － － 107.8 79.2 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － － － 47.9 － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － － 74.1 － 

（注）１．各指標の算出方法は次のとおりであり、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

平成19年３月期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

また、平成19年９月中間期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・

レシオについては、当該期の営業キャッシュ・フローが負数のため記載しておりません。 

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．営業キャッシュ・フローは、中間連結キャッシュ・フロー計算書（連結キャッシュ・フロー計算書）

における営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。 

４．有利子負債は、中間連結貸借対照表（連結貸借対照表）に計上されている負債のうち、利子を支払っ

ているすべての負債を対象としております。 

５．利払いは、中間連結キャッシュ・フロー計算書（連結キャッシュ・フロー計算書）における利息の支

払額を利用しております。
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

 

当社は、株主への利益還元を経営上の重要な課題として認識しております。各期の剰余金の配当については、

経営基盤の強化と今後の積極的な事業展開を図るための内部留保の充実を勘案しながら、配当性向30％程度を

一つの目安として、安定的かつ継続的な配当を実施してまいりたいと考えております。 

当社は、剰余金の配当について、期末配当の基準日を毎年３月31日とする旨、及び毎年９月30日を基準日と

して中間配当を行うことができる旨を、定款に定めております。 

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会でありま

す。 

当期の配当については、上記方針に基づき、１株当たり1,200円の期末配当（年間配当は前期と同額の1,200

円、連結業績ベースの予想配当性向は68.5％（個別業績ベースでは34.2％）となります。）を予定しておりま

す。 

 

 

（４）事業等のリスク 

 

当社グループが行う事業等のリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると思われる

主な事項を記載しております。なお、本項における将来に関する事項は、本資料の発表日現在において当社グ

ループが判断したものであります。 

 

①経済情勢、景気動向の変化について 

当社グループは、日本国内に主要な事業所を置いておりますので、当社グループの経営成績はわが国経済

の状況、特に中四国エリアの企業収益の動向と雇用情勢に大きく影響を受けることになります。 

 

②市場環境の変化について 

当社グループは、主に中四国、近畿圏、東海圏及び首都圏において事業を展開しております。当社グルー

プが行う人材サービス関連事業では、昨今の規制緩和等により、新規参入や既存業者の拠点数が増加傾向に

あるため、当社グループの主要な事業エリアにおいて競合が激化した場合には、当社グループの経営成績に

大きな影響を与える可能性があります。 

 

③法的規制の変更について 

当社グループが行う人材サービス関連事業に適用される労働基準法、労働者災害補償保険法、健康保険法、

厚生年金保険法、労働者派遣法、職業安定法等は、今後も適宜、法解釈の変更や法改正が行われることが予

想されます。この場合、規制の強化または緩和に起因する売上の減少や費用の増加が、当社グループの経営

成績に大きな影響を与える可能性があります。 

 

④個人情報の管理について 

当社グループが行う人材派遣事業、人材紹介事業、アウトソーシング事業等では、それぞれの事業ごとに

個人情報を取得し、利用しております。当社グループでは、個人情報の管理に十分留意しておりますが、個

人情報が漏洩する事態が生じた場合には、信用失墜による売上の減少、損害賠償による費用の発生など、当

社グループの経営成績に大きな影響を与える可能性があります。 

 

⑤訴訟リスクについて 
当社グループの主力事業部門である人材派遣事業では、多数ある派遣先事業所において各々の派遣労働者

が各種各様の業務に従事しております。これは人材派遣事業に限ったことではなく、当社グループの人材

サービス関連事業を構成する各事業部門についても、それぞれ多数の企業、個人との取引関係の上に事業が

成り立っております。現在のところ、当社グループに対して重要な訴訟は提起されておりませんが、将来に

おいて、重要な訴訟が提起された場合には、信用失墜による売上の減少、損害賠償による費用の発生など、

当社グループの経営成績に大きな影響を与える可能性があります。 
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２．企業集団の状況 
 

当社グループは、当社及び連結子会社２社（株式会社クリエ・イルミネート、株式会社ＡＩＣＯＮ（清算株式 

会社））から構成され、人材サービス関連事業を営んでおります。 

  

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在）の当社グループの事業内容は、次のとおりであります。 

区分 事業 品目 主要品目 

人 材 派 遣 事 業 

（一般労働者派遣事業） 
人 材 派 遣

労働者派遣法に基づく一般労働者派遣事業として、

ＳＥ・プログラマー、ＣＡＤオペレータ、ＯＡイン

ストラクタ、パソコンオペレータ、通訳・翻訳、営

業事務、財務・経理事務、人事・総務事務、テレ

マーケティング、市場調査、営業、販売員、デモン

ストレータ等の人材を派遣しております。 

人 材 紹 介 事 業 人 材 紹 介 
職業安定法に基づく有料職業紹介事業として、中途採

用対象者の紹介を行っております。 

アウトソーシング事業 アウトソーシング 

業務処理請負事業として、受託業務に必要な人材の募

集・採用、教育、管理、また受託内容によっては店

舗、施設の運営管理を行っております。 

人 材 

サ ー ビ ス

関 連 事 業 

そ の 他 の 事 業 

 

組 織 人 事

コンサルティング

 

 

再就職支援サービス

 

 

 

 

教 育 ・ 研 修

適性診断テスト

 

 

ＩＴ関連サービス
 

 

企業の人事部門や経営層に対して、組織改革・人事

戦略・人事制度設計・人事情報システム支援などに

関するコンサルティングを行っております。 

 

非自発的退職者の方々には、カウンセリング手法に

よるサービスを提供、企業には雇用調整計画を提案

し、将来のリスクに備えるコンサルティングを実施

しております。 

 

人的資源の診断に必要なテストの販売及び企業活性

化のための教育・研修プログラムを提供しておりま

す。 

 
ＩＴ研修、セミナーの実施、技術書籍・マニュアル・

ドキュメント作成など、業務請負を含む各種契約形態

によってＩＴに関するサービスを提供しております。

 

 

  なお、当中間連結会計期間中に連結子会社である株式会社ＡＩＣＯＮが解散し、清算株式会社となったため、 

同社が担当していた次の事業を廃止しております。 

区分 事業 品目 主要品目 

人 材 
サ ー ビ ス 

関 連 事 業 

人 材 派 遣 事 業 

（特定労働者派遣事業） 
人 材 派 遣

労働者派遣法に基づく特定労働者派遣事業として、

組込み系ソフトウェア技術者等の人材を派遣してお

ります。 
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前述した当社グループの事業系統図を示すと、次のとおりであります。 

 

サービス提供

登　録

雇　用

登　録

就職先の紹介
サービス提供

サービス提供

得
意
先
・
サ
ー

ビ
ス
希
望
者

イ
ル
ミ
ネ
ー

ト

人
材
紹
介
事
業

ア
ウ
ト
ソ
ー

シ
ン
グ
事
業

そ
　
の
　
他

㈱
Ａ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｎ

当
　
　
　
　
　
社

㈱
ク
リ
エ
・

人
材
サ
ー

ビ
ス
関
連
事
業

特
定
労
働
者
派
遣
事
業

当社グループ

（

登
録
ス
タ
ッ

フ
）

派
遣
希
望
登
録
者

紹
介
希
望
登
録
者

人
材
派
遣
事
業

一
般
労
働
者
派
遣
事
業

 

 

（注）１．㈱ＡＩＣＯＮ（清算株式会社）は、当社の連結子会社であります。 

２．特定労働者派遣事業は、㈱ＡＩＣＯＮの解散に伴い、当中間連結会計期間中に廃止しました。    
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３．経 営 方 針 
 

（１）経営の基本方針 

 

当社は、経営の基本方針として、Mission（存在意義）、Vision（めざす姿）、Value（大切にすべき価値

観）を策定し、利害関係者に向けて宣言しております。 

また、当社の連結子会社についても、この基本方針に基づく管理を行っております。 

 

 

Mission（存在意義） 

ＣＲＩＥは人が「活かされ」「活きる」をコーディネートします 

私たちがいつも考えていることは、“事業を通じて関わっていくすべての人やお客様が、よりよく生

きるために何ができるのだろうか”ということです。当社はこのテーマに基づいて、機会を創り出すこ

と、価値を生み出すことに意味をおいています。人が｢活かされ｣｢活きる｣を考え続け、一歩ずつ近づい

ていきたい、それが私たちにできる貢献ではないかと考えます。 

 

Vision（めざす姿） 

ＣＲＩＥは提供するサービスにおいて国内最高のクオリティをめざします 

私たちがめざしているところ、それは“提供するサービスクオリティの高さで評価をいただく”こと

です。そのためには、私たち自身のヒューマンクオリティを最大化し、そこから生まれるサービスで、

お客様から常に支持される、そんな存在になってはじめて可能になると考えています。 

 

Value（大切にすべき価値観） 

当社の価値基準を示しております。 

[クオリティとスピード] 

われわれが提供するサービスの本質は、クオリティとスピードである。 

クオリティは安心をもたらし、スピードは価値を生み出す。 

[Think Win-Win] 

永続的な信頼関係を作り上げる唯一の方法は、Win-Winを考えることである。 

われわれは常に正直かつ誠実に向き合う。 

[三つの勇気] 

革新し続けるためには、「自己を否定する、リスクに挑戦する、責任を取る」 

この三つの勇気が必要である。その決意があってはじめて革新への前進が始まる。 

[楽しさと感動] 

本物の楽しさや感動は、プロフェッショナルな仕事の中から生まれる。 

われわれはそれを共有する文化を大切にする。 

[目的共有体] 

仕事は、主体的な参加である。 

われわれは自らの意思により目的を共有する存在である。 

 

 

 

（２）目標とする経営指標 

 

当社グループは、株主資本利益率（ＲＯＥ）を重視しており、この指標の改善に注力することが、結果的に

株主利益の増大につながるものと考えております。また、収益構造の転換を推進する観点から、売上総利益率

に着目し、当該指標の向上に努めております。 
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（３）中長期的な経営戦略及び対処すべき課題 

 

  （中長期的な経営戦略） 

当社グループは、平成17年10月の会社分割に伴う旅行関連事業の廃止以降、人材サービス関連事業に特化し

た経営を行っております。前期においては、フランチャイズ店「クリエ東海」の直営化による東名阪の都市圏

ネットワーク構築のほか、専門的なＩＴ関連サービスを全国的に展開する株式会社クリエ・イルミネートの新

設、韓国人ＩＴ技術者をわが国企業に派遣する事業（特定労働者派遣事業）を行う株式会社ＡＩＣＯＮの子会

社化など、「総合人材サービス企業」として成長を続けていくための営業基盤の拡充と、独自性の確立に努め

ました。 

今後については、直近の数年間に実施した各種施策の成果として構築された営業基盤を活用し、適宜修正を

加えながら、各エリアの特性を考慮したきめ細かい人材サービスの提供を徹底していくことで、収益力の強化

をめざしてまいります。また、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の提出義務化を一つの契機に、広く社

内体制の確立・強化にも注力し、当社がMission（存在意義）として掲げる「人が「活かされ」「活きる」を

コーディネート」する総合人材サービス企業として、健全な発展を続けてまいります。 

 

（事業部門別の対処すべき課題） 

①人材派遣事業 

一般労働者派遣事業については、企業側の要望に見合った登録スタッフの安定的な確保・供給体制を構築

することが、景気回復を背景に増加を続ける企業からのオーダーを収益に結びつけるための大きな課題と

なっております。当社グループでは、この課題に対処するため、全社のスタッフ募集を集中的にコントロー

ルする部門を平成19年４月の組織変更において新設しました。エリア営業部（四国・中国・都市圏の３営業

部）との有機的な連携のもと、ウェブサイト、各種広告媒体の有効活用、スタッフ向けの様々な施策の実施

など、各エリアの特性を考慮した機動的かつ効率的な募集戦略の実践により、登録スタッフの確保と質の向

上をめざしてまいります。 

前期に営業を開始した特定労働者派遣事業については、組込み系ソフトウェア技術者が慢性的な不足状態

にあるわが国において、潜在的な成長性を有する事業と考えられますが、ノウハウの不足によるコスト圧力、

技術営業の経験不足による顧客開拓の遅延などから、同事業を担当する株式会社ＡＩＣＯＮが債務超過に

陥ったため、平成19年５月29日をもって同社を解散し、同事業を廃止しました。 

一方、西日本全域をカバーする拠点網の構築と収益基盤の拡充をめざして、中国エリアでの営業力強化を

図るとともに、九州エリアにおける一般労働者派遣事業の営業開始に関する検討も進めております。当社グ

ループの構成と事業範囲を見直すことで、企業集団としての健全な発展を続けてまいります。 

   ②人材紹介事業 

人材紹介事業については、売上総利益率が相対的に高く、当社グループの収益性向上と継続的な成長に不

可欠な事業でありますが、雇用情勢の改善に伴って紹介業者を介さない就職・採用活動が増加したことなど

から、紹介希望の登録者数が伸び悩む厳しい状況が続いております。当社グループでは、このような状況に

鑑み、平成19年４月に人材紹介事業を担当するＨＲコンサルティング部を３分割し、四国・中国・都市圏の

エリア営業部にそれぞれ編入する組織変更を実施しました。主として人材派遣事業を担当する各支店（エリ

ア営業部の下部組織）と協力しながら、より地域に密着した営業を展開していくことで、求職者の確保と紹

介先企業の新規開拓に努めてまいります。また、紹介予定派遣への取組みを一段と強化するなどして、人材

派遣事業との相乗効果による売上の拡大をめざしてまいります。 

③アウトソーシング事業 

アウトソーシング事業については、引き続き、案件ごとの収益性を見極めながら、新規受託と既存顧客か

らの受注拡大に取り組んでまいります。 

   ④その他の事業 

ＩＴ関連サービスについては、マイクロソフト社の新基本ソフト発売などのビジネスチャンスを活用しな

がら、ＩＴ研修の売上増加をめざしてまいります。また、旧ＨＲコンサルティング部が担当していた組織人

事コンサルティングサービス、再就職支援サービス等については、組織変更を機に、各支店との連携を一段

と強化することで、主たる営業エリアである四国での売上拡大を図ってまいります。 
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４．中間連結財務諸表 
 

（１）中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金   581,288 466,984   623,623

２．売掛金   810,290 778,459   882,182

３．有価証券   10,070 10,102   10,083

４．たな卸資産   3,043 5,373   1,941

５．前払費用   33,700 60,700   28,957

６．繰延税金資産   26,825 36,659   38,524

７．その他   9,448 12,529   6,376

貸倒引当金   △659 △274   △265

流動資産合計   1,474,008 79.3 1,370,534 79.7  1,591,424 81.4

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※１    

(1) 建物  28,346 30,356  29,323 

(2) 工具器具備品  18,519 18,267  17,489 

(3) その他  163 47,029 163 48,788  163 46,975

２．無形固定資産     

(1) のれん  162,880 63,750  72,250 

(2) ソフトウェア  26,511 27,510  29,864 

(3) 電話加入権  4,188 4,188  4,188 

(4) その他  795 194,376 695 96,143  745 107,048

３．投資その他の資産     

(1) 投資有価証券  10,000 10,000  10,000 

(2) 長期貸付金  10,820 －  － 

(3) 長期前払費用  1,228 1,007  634 

(4) 繰延税金資産  18,207 82,472  98,193 

(5) 差入保証金  93,311 109,013  98,892 

(6) 破産更生債権等  － 12,174  12,374 

(7) その他  11,349 1,146  1,241 

貸倒引当金  △603 144,313 △12,174 203,639  △12,374 208,961

固定資産合計   385,719 20.7 348,571 20.3  362,986 18.6

資産合計   1,859,727 100.0 1,719,106 100.0  1,954,410 100.0
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前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．短期借入金   33,000 33,000   33,000

２．１年以内返済予定 
長期借入金 

  33,600 36,480   34,680

３．未払金   54,995 82,508   76,730

４．未払費用   543,702 523,565   615,189

５．未払法人税等   61,423 24,281   79,646

６．未払消費税等   138,309 94,763   165,917

７．預り金   54,307 47,905   47,598

８．賞与引当金   48,989 58,380   51,559

９．その他   959 1,436   2,911

流動負債合計   969,288 52.1 902,320 52.5  1,107,233 56.6

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金   56,270 18,800   37,940

２．退職給付引当金   44,581 24,553   45,630

３．その他   － 11,273   －

固定負債合計   100,851 5.4 54,626 3.2  83,570 4.3

負債合計   1,070,139 57.5 956,947 55.7  1,190,803 60.9

      

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

１．資本金   243,400 243,400   243,400

２．資本剰余金   112,320 112,320   112,320

３．利益剰余金   421,575 388,360   398,627

株主資本合計   777,295 41.8 744,080 43.3  754,347 38.6

Ⅱ 新株予約権   440 0.0 18,078 1.0  9,259 0.5

Ⅲ 少数株主持分   11,852 0.7 － －  － －

純資産合計   789,588 42.5 762,158 44.3  763,607 39.1

負債純資産合計   1,859,727 100.0 1,719,106 100.0  1,954,410 100.0
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（２）中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   3,734,799 100.0 3,867,619 100.0  7,640,828 100.0

Ⅱ 売上原価   2,901,646 77.7 3,050,930 78.9  6,014,224 78.7

売上総利益   833,152 22.3 816,689 21.1  1,626,604 21.3

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費 

※１  718,557 19.3 834,011 21.6  1,498,863 19.6

営業利益又は 
営業損失（△） 

  114,595 3.0 △17,322 △0.5  127,740 1.7

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  226 482  400 

２．受取配当金   － 200  － 

３．保険返戻益  1,104 －  10,996 

４．業務受託手数料  1,200 3,750  6,600 

５．消費税免除益  － －  2,552 

６．その他  3,180 5,711 0.2 6,279 10,712 0.3 2,229 22,778 0.3

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息  1,839 3,156  3,004 

２．雑損失  703 2,542 0.1 1,879 5,036 0.1 3,108 6,113 0.1

経常利益又は 
経常損失（△） 

  117,764 3.1 △11,646 △0.3  144,405 1.9

Ⅵ 特別利益     

１．貸倒引当金戻入  474 265  474 

２．事業譲渡益  － 474 0.0 122,000 122,265 3.2 － 474 0.0

Ⅶ 特別損失     

１．固定資産除却損  89 457  1,757 

２．減損損失 ※２ － 51,310  73,332 

３．貸倒引当金繰入額  － 89 0.0 566 52,333 1.4 11,770 86,860 1.1

税金等調整前中間 
（当期）純利益 

  118,149 3.1 58,285 1.5  58,018 0.8

法人税、住民税 
及び事業税 

 62,101 22,887  111,638 

過年度法人税等  － －  16,817 

法人税等調整額  △4,982 57,118 1.5 17,585 40,472 1.0 △96,667 31,788 0.4

少数株主損失   － － － －  11,852 0.1

中間（当期） 
純利益 

  61,030 1.6 17,812 0.5  38,082 0.5
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（３）中間連結株主資本等変動計算書 

 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

株主資本 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計 

新株予約権 少数株主持分 
純資産 
合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 243,400 112,320 388,625 744,345 － － 744,345

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当（千円）（注）  △28,080 △28,080   △28,080

中間純利益（千円）  61,030 61,030   61,030

株主資本以外の項目の中間連結 
会計期間中の変動額（純額） 
（千円） 

 440 11,852 12,293

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － 32,950 32,950 440 11,852 45,243

平成18年９月30日 残高（千円） 243,400 112,320 421,575 777,295 440 11,852 789,588

 （注） 平成18年６月23日開催の定時株主総会における利益処分の項目であります。 

 

 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

株主資本 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計 

新株予約権 
純資産 
合計 

平成19年３月31日 残高（千円） 243,400 112,320 398,627 754,347 9,259 763,607 

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当（千円）（注）  △28,080 △28,080  △28,080 

中間純利益（千円）  17,812 17,812  17,812 

株主資本以外の項目の中間連結 
会計期間中の変動額（純額） 
（千円） 

 8,818 8,818 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － △10,267 △10,267 8,818 △1,448 

平成19年９月30日 残高（千円） 243,400 112,320 388,360 744,080 18,078 762,158 

 （注） 平成19年６月21日開催の定時株主総会における利益処分の項目であります。 
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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18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

株主資本 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計 

新株予約権 
純資産 
合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 243,400 112,320 388,625 744,345 － 744,345 

連結会計年度中の変動額    

剰余金の配当（千円）（注）  △28,080 △28,080  △28,080 

当期純利益（千円）  38,082 38,082  38,082 

株主資本以外の項目の連結会計 
年度中の変動額（純額） 
（千円） 

 9,259 9,259 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

－ － 10,002 10,002 9,259 19,262 

平成19年３月31日 残高（千円） 243,400 112,320 398,627 754,347 9,259 763,607 

 （注） 平成18年６月23日開催の定時株主総会における利益処分の項目であります。
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（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
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 
中間（当期）純利益 

 118,149 58,285 58,018 

減価償却費  17,401 21,261 48,562 

減損損失  － 51,310 73,332 

貸倒引当金の増加額 
（△減少額） 

 288 △190 11,665 

賞与引当金の増加額  6,581 6,821 9,152 

退職給付引当金の 
増加額（△減少額） 

 2,513 △21,076 3,562 

確定拠出年金制度 
移行に伴う未払金の 
増加額 

 － 16,909 － 

受取利息及び 
受取配当金 

 △226 △682 △400 

支払利息  1,838 3,156 3,004 

株式報酬費用  440 8,818 9,259 

事業譲渡益  － △122,000 － 

有形固定資産除却損  529 457 3,391 

売上債権の減少額 
（△増加額） 

 △14,295 103,922 △86,740 

たな卸資産の減少額 
（△増加額） 

 △2,457 △3,431 △1,354 

未払消費税等の 
増加額（△減少額） 

 26,009 △71,154 53,617 

その他資産の減少額 
（△増加額） 

 △3,097 △37,839 14,677 

その他負債の増加額 
（△減少額） 

 39,784 △107,650 129,290 

その他  － 1,468 － 

小計  193,460 △91,614 329,038 

利息及び配当金の 
受取額 

 226 682 340 

利息の支払額  △1,828 △2,243 △2,973 

法人税等の支払額  △56,774 △80,690 △106,011 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 135,085 △173,865 220,393 



 
 

㈱クリエアナブキ（4336）平成20年３月期 中間決算短信 

 - 17 -

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
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 

    

有形固定資産の 
取得による支出 

 △6,285 △9,273 △16,695 

無形固定資産の 
取得による支出 

 △86,401 △2,990 △94,899 

子会社株式の 
追加取得による支出 

 － △36,310 － 

連結の範囲の変更を
伴う子会社株式の 
取得による支出 

 △69,037 － △69,037 

事業譲渡による収入  － 122,000 － 

その他  △6,607 △10,761 △13,452 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △168,332 62,664 △194,085 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

    

短期借入金の増加額 
（△減少額） 

 5,000 △540 5,000 

長期借入れによる 
収入 

 100,000 － 100,000 

長期借入金の返済 
による支出 

 △14,000 △16,800 △31,250 

配当金の支払額  △28,080 △28,080 △28,036 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 62,920 △45,420 45,713 

Ⅳ 現金及び現金同等物の 
増加額（△減少額） 

 29,672 △156,620 72,021 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 561,686 633,707 561,686 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
中間期末（期末）残高 

※１ 591,358 477,086 633,707 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 ２社 

主要な連結子会社名 

㈱クリエ・イルミネート 

㈱ＡＩＣＯＮ 

 上記２社のうち、㈱クリエ・イ

ルミネートについては、当中間連

結会計期間において新たに設立し

たため、また、㈱ＡＩＣＯＮにつ

いては、当中間連結会計期間にお

いて株式を取得したため、それぞ

れ連結の範囲に含めております。

連結子会社の数 ２社 

主要な連結子会社名 

㈱クリエ・イルミネート 

㈱ＡＩＣＯＮ 

 

 

  

連結子会社の数 ２社 

主要な連結子会社名 

㈱クリエ・イルミネート 

㈱ＡＩＣＯＮ 

 上記２社のうち、㈱クリエ・イ

ルミネートについては、当連結会

計年度において新たに設立したた

め、また、㈱ＡＩＣＯＮについて

は、当連結会計年度において株式

を取得したため、それぞれ連結の

範囲に含めております。  

２．連結子会社の中間決算日

（事業年度）等に関する

事項 

 連結子会社のうち、㈱ＡＩＣＯ

Ｎの中間決算日は６月30日であり

ます。 

 中間連結財務諸表の作成にあ

たっては、同社株式の取得日、当

社と同社の決算日の相違、グルー

プ内の統制を勘案し、平成18年６

月30日をみなし取得日とした結

果、平成18年６月30日時点の貸借

対照表のみを連結範囲としており

ます。但し、当中間連結会計期間

末までの期間に発生した同社との

重要な取引に関する連結上必要な

調整は行っております。 

 なお、㈱クリエ・イルミネート

の中間決算日は、当社の中間決算

日と一致しております。 

連結子会社のうち、㈱ＡＩＣＯＮ

の中間決算日は６月30日でありま

す。中間連結財務諸表の作成にあ

たっては、同社の中間決算日現在

の財務諸表を使用しております。

但し、７月１日から９月30日（中

間連結決算日）までの期間に発生

した同社との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、㈱ＡＩＣＯＮ

の決算日は12月31日であります。

連結財務諸表の作成にあたって

は、同社の決算日現在の財務諸表

を使用しております。但し、１月

１日から３月31日（連結決算日）

までの期間に発生した同社との重

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。 

 

３．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．重要な資産の評価基準及び 

評価方法 

１．重要な資産の評価基準及び 

評価方法 

 (1) その他の有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法

(1) その他の有価証券 

時価のないもの 

同左 

(1) その他の有価証券 

時価のないもの 

同左 

 (2) たな卸資産 

貯蔵品 

先入先出法による原価法

(2) たな卸資産 

貯蔵品 

同左 

(2) たな卸資産 

貯蔵品 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 ２．重要な減価償却資産の減価 

償却の方法 

２．重要な減価償却資産の減価 

償却の方法 

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 

 なお、主な耐用年数は、以

下のとおりであります。 

建物      ３～47年 

工具器具備品  ３～20年 

（少額減価償却資産） 

 取得価格が10万円以上20万

円未満の資産については、３

年均等償却によっておりま

す。 

(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。 

建物      ３～47年 

工具器具備品  ３～20年 

（少額減価償却資産） 

 取得価格が10万円以上20万

円未満の資産については、３

年均等償却によっておりま

す。 

(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。 

建物      ３～47年 

工具器具備品  ３～20年 

（少額減価償却資産） 

 取得価格が10万円以上20万

円未満の資産については、３

年均等償却によっておりま

す。 

  （会計方針の変更） 

当社及び連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、当中間

連結会計期間より、平成19年

４月１日以降に取得した有形

固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の

方法に変更しております。 

   これに伴う損益への影響は

軽微であります。 

 

  （追加情報） 

当社及び連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した有

形固定資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価

額の５％に到達した連結会計

年度の翌連結会計年度より、

取得価額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間にわた

り均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。 

これに伴う損益への影響は

軽微であります。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 (2) 無形固定資産 

 定額法 

 なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に

基づいております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

 ３．重要な引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れに備えるた

め、当社及び連結子会社は一

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。 

３．重要な引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

３．重要な引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 (2) 賞与引当金 

 従業員の賞与支払に備える

ため、当社及び連結子会社は

当中間連結会計期間末におけ

る支給見込額を計上しており

ます。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与支払に備える

ため、当社及び連結子会社は

当連結会計年度末における支

給見込額に基づき計上してお

ります。 

  (3) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備える

ため、当社及び連結子会社は

当中間連結会計期間末におけ

る退職給付債務の見込額を計

上しております。 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当社及び連結子会社は

当中間連結会計期間末におけ

る退職給付債務の見込額を計

上しております。 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当社及び連結子会社は

当連結会計年度末における退

職給付債務の見込額を計上し

ております。 

  （追加情報） 

   当社は、確定拠出年金法の

施行に伴い、平成19年４月に

退職一時金制度の一部につい

て確定拠出年金制度へ移行

し、「退職給付制度間の移行

等に関する会計処理」（企業

会計基準適用指針第１号）を

適用しております。 

  これに伴う損益への影響は

ありません。   
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 項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 ４．重要なリース取引の処理方法

 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

４．重要なリース取引の処理方法

同左 

４．重要なリース取引の処理方法

同左 

 ５．その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

５．その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

５．その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

 (1) 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

４．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

については、全面時価評価法を採

用しております。 

同左 

５．のれん及び負ののれんの

  償却に関する事項 

 

────── 

のれんの償却については、５年間

の定額法により償却を行っており

ます。 

同左 

６．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 同左 
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注記事項 

 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却 

累計額 

※１．有形固定資産の減価償却 

累計額 

※１．有形固定資産の減価償却 

累計額 
 

 78,194千円
  

 
 80,468千円

  

 
 81,570千円

  
 

 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。 
 

役員報酬 30,960千円

給料手当 240,879千円

法定福利費 33,469千円

広告宣伝費 94,976千円

通信運搬費 26,595千円

旅費交通費 40,380千円

賃借料 65,183千円

支払手数料 21,193千円

賞与引当金 

繰入額 
40,870千円

 

 
役員報酬 35,065千円

給料手当 262,783千円

法定福利費 40,143千円

広告宣伝費 102,104千円

販売促進費 27,818千円

通信運搬費 29,119千円

旅費交通費 47,273千円

賃借料 78,945千円

減価償却費 12,706千円

のれん償却費 8,499千円

支払手数料 28,441千円

賞与引当金 

繰入額 
52,354千円

 

 
役員報酬 73,010千円

給料手当 518,377千円

法定福利費 71,313千円

広告宣伝費 191,115千円

通信運搬費 56,420千円

旅費交通費 88,712千円

賃借料 139,658千円

減価償却費 27,327千円

のれん償却費 20,898千円

支払手数料 41,976千円

  

 
※２．   ────── 

 

 
 

 
※２．当社グループは当中間連結

会計期間において、以下の

とおり減損損失を計上しま

した。 

  (1) 減損損失を認識した資産 

種類 場所 

のれん － 

    (2) 減損損失に至った経緯 

子会社株式の取得後、同社

の清算が決定し、今後の収益

が見込めなくなったことか

ら、減損損失を認識しており

ます。 

  (3) 減損損失の金額 

のれん 51,310千円
 

 
※２．当社グループは当連結会計

年度において、以下のとお

り減損損失を計上しまし

た。 

  (1) 減損損失を認識した資産 

種類 場所 

のれん － 

    (2) 減損損失に至った経緯 

    株式取得時に検討した事業

計画において、当初想定して

いた収益が今後見込めなく

なったことから、減損損失を

認識しております。 

  (3) 減損損失の金額 

のれん 73,332千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末
株式数（株） 
（注） 

当中間連結会計 
期間増加株式数 
（株） 

当中間連結会計 
期間減少株式数 
（株） 

当中間連結会計 
期間末株式数 
（株） 

発行済株式  

普通株式 23,400 － － 23,400

合計 23,400 － － 23,400

自己株式  

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 （注） 当中間連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度末株式数には、当社の前事業

年度末（平成18年３月31日）現在の株式数を記載しております。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

前連結会
計年度末 

当中間連
結会計期
間増加 

当中間連
結会計期
間減少 

当中間連
結会計期
間末 

当中間連
結会計期
間末残高
（千円） 

当社 
（親会社） 

ストック・オプション
としての新株予約権 

普通株式 － 560 － 560 440

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － 560 － 560 440

 （注）１．上表の新株予約権の行使期間は、平成20年９月23日から３年間であります。 

    ２．当中間連結会計期間増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

 

３．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６月23日 
定時株主総会 

普通株式 28,080 1,200 平成18年３月31日 平成18年６月26日
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当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末
株式数（株） 
（注） 

当中間連結会計 
期間増加株式数 
（株） 

当中間連結会計 
期間減少株式数 
（株） 

当中間連結会計 
期間末株式数 
（株） 

発行済株式  

普通株式 23,400 － － 23,400

合計 23,400 － － 23,400

自己株式  

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

前連結会
計年度末 

当中間連
結会計期
間増加 

当中間連
結会計期
間減少 

当中間連
結会計期
間末 

当中間連
結会計期
間末残高
（千円） 

当社 
（親会社） 

ストック・オプション
としての新株予約権 

普通株式 560 － － 560 18,078

連結子会社 － － － － － － －

合計 － 560 － － 560 18,078

 （注） 上表の新株予約権の行使期間は、平成20年９月23日から３年間であります。 

 

３．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19年６月21日 
定時株主総会 

普通株式 28,080 1,200 平成19年３月31日 平成19年６月22日
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前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末
株式数（株） 
（注） 

当連結会計年度 
増加株式数（株）

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式  

普通株式 23,400 － － 23,400

合計 23,400 － － 23,400

自己株式  

普通株式 － － － －

合計 － － － －

（注） 当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度末株式数には、当社の前事業年度

末（平成18年３月31日）現在の株式数を記載しております。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

前連結会
計年度末 

当連結会
計年度増
加 

当連結会
計年度減
少 

当連結会
計年度末 

当連結会
計年度末
残高 
（千円）

当社 
（親会社） 

ストック・オプション
としての新株予約権 

普通株式 － 560 － 560 9,259

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － 560 － 560 9,259

 （注）１．上表の新株予約権の行使期間は、平成20年９月23日から３年間であります。 

   ２．当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

 

３．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６月23日 
定時株主総会 

普通株式 28,080 1,200 平成18年３月31日 平成18年６月26日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 

※１．現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 

※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９月30日現在) (平成19年９月30日現在) (平成19年３月31日現在)
 
現金及び預金勘定 581,288千円

有価証券勘定 10,070千円

現金及び現金同等物 591,358千円
  

 
現金及び預金勘定 466,984千円

有価証券勘定 10,102千円

現金及び現金同等物 477,086千円
  

 
現金及び預金勘定 623,623千円

有価証券勘定 10,083千円

現金及び現金同等物 633,707千円
  

２．   ────── ２．   ────── ２．株式の取得により新たに連結

会社に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ＡＩＣＯＮを連結したこと

に伴う連結開始時の資産及び負

債の内訳並びに株式会社ＡＩＣ

ＯＮ株式の取得価額と株式会社

ＡＩＣＯＮ取得のための支出

（純額）との関係は、次のとお

りであります。 

  流動資産 84,033千円

固定資産 13,504千円

のれん 81,480千円

流動負債 △35,795千円

固定負債 △31,370千円

少数株主持分 △11,852千円

株式会社ＡＩＣ
ＯＮ株式の取得
価額 

100,000千円

株式会社ＡＩＣ
ＯＮ現金及び現
金同等物 

△30,962千円

差引：株式会社
ＡＩＣＯＮ取得
のための支出 

69,037千円
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（セグメント情報） 

 

【事業の種類別セグメント情報】 

 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

当社グループは人材サービス関連事業に特化した企業集団として、同一セグメントに属する人材派遣事業、人材

紹介事業、アウトソーシング事業等を行っており、人材サービス関連事業以外に事業の種類がないため、該当事

項はありません。 

 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

当社グループは人材サービス関連事業に特化した企業集団として、同一セグメントに属する人材派遣事業、人材

紹介事業、アウトソーシング事業等を行っており、人材サービス関連事業以外に事業の種類がないため、該当事

項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

当社グループは人材サービス関連事業に特化した企業集団として、同一セグメントに属する人材派遣事業、人材

紹介事業、アウトソーシング事業等を行っており、人材サービス関連事業以外に事業の種類がないため、該当事

項はありません。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

 

【海外売上高】 

 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引（借主側） 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引（借主側） 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引（借主側） 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相

当額 
 

 

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

工具器具備品 27,687 12,350 15,336 

ソフトウェア 60,593 30,794 29,798 

合計 88,280 43,145 45,134 

  

 

 

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

工具器具備品 24,822 15,065 9,757

ソフトウェア 46,593 29,551 17,041

合計 71,415 44,617 26,798

  

 

 

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

期末残
高相当
額 
（千円）

工具器具備品 27,687 15,188 12,499

ソフトウェア 60,593 39,500 21,092

合計 88,280 54,688 33,591

  
(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

等 

未経過リース料期末残高相当額

 
１年内 15,684千円

１年超 30,212千円

合計 45,896千円
  

 
１年内 14,385千円

１年超 15,826千円

合計 30,212千円
  

 
１年内 14,949千円

１年超 22,719千円

合計 37,668千円
  

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失 

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失 

(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 9,187千円

減価償却費 

相当額 
8,710千円

支払利息相当額 495千円
  

 
支払リース料 7,859千円

減価償却費 

相当額 
6,792千円

支払利息相当額 403千円
  

 
支払リース料 17,911千円

減価償却費 

相当額 
16,560千円

支払利息相当額 991千円
  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

(5) 利息相当額の算定方法 (5) 利息相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損

失はありません。 

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について） 

同左 
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（有価証券関係） 

 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

マネー・マネージメント・ファンド 10,070 

非上場株式 10,000 

 

 

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

マネー・マネージメント・ファンド 10,102 

非上場株式 10,000 

 

 

前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

マネー・マネージメント・ファンド 10,083 

非上場株式 10,000 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

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。 

 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

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。 

 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

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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（ストック・オプション等関係） 

 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費 440千円 

 

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

付与対象者の区分及び人数  当社取締役 ４名、当社常勤監査役 １名 

ストック・オプションの付与数  普通株式 560株 

付与日  平成18年９月22日 

権利確定条件  

付与日から２年を経過した日（平成20年９月22日）ま

で、当社または当社の子会社の役員もしくは従業員と

して、継続勤務していること。なお、付与日から２年

を経過した日までに退任、退職により対象者としての

地位を喪失した場合は、付与日の翌日から２年を経過

した日（平成20年９月23日）から１年間に限り行使を

認める。 

対象勤務期間  自 平成18年９月22日 至 平成20年９月22日 

権利行使期間  

権利確定後３年以内（平成20年９月23日～平成23年９

月22日）。但し、権利行使期間中に退任、退職により

対象者としての地位を喪失した場合は、喪失後１年間

に限り行使を認める。 

権利行使価格 （円） 146,370 

公正な評価単価（付与日） （円） 62,991 

 

 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 

ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費 8,818千円 
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前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費 9,259千円 

 

２．当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容 

付与対象者の区分及び人数  当社取締役 ４名、当社常勤監査役 １名 

ストック・オプションの付与数  普通株式 560株 

付与日  平成18年９月22日 

権利確定条件  

付与日から２年を経過した日（平成20年９月22日）ま

で、当社または当社の子会社の役員もしくは従業員と

して、継続勤務していること。なお、付与日から２年

を経過した日までに退任、退職により対象者としての

地位を喪失した場合は、付与日の翌日から２年を経過

した日（平成20年９月23日）から１年間に限り行使を

認める。 

対象勤務期間  自 平成18年９月22日 至 平成20年９月22日 

権利行使期間  

権利確定後３年以内（平成20年９月23日～平成23年９

月22日）。但し、権利行使期間中に退任、退職により

対象者としての地位を喪失した場合は、喪失後１年間

に限り行使を認める。 

権利行使価格 （円） 146,370 

公正な評価単価（付与日） （円） 62,991 
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（企業結合等関係） 

 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 

１．相手先企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的形式 

  (1) 相手先企業の名称及び取得した事業の内容 

    株式会社フロンテア  駐車場事業及び人材派遣事業 

 

  (2) 企業結合を行った理由 

    既存の大阪支店及び東京支店に加え、名古屋市内に直営拠点を設置することにより、東名阪の都市圏ネット

ワークを強化し、更なる収益向上と経営の効率化を図ることができると判断しました。 

 

  (3) 企業結合日 

    平成18年７月１日 

 

  (4) 企業結合の法的形式 

    事業の一部譲受け 

 

２．中間連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績期間 

  平成18年７月１日から平成18年９月30日までの３ヶ月間であります。 

 

３．取得した事業の取得原価 

  取得事業の取得原価は85,000千円（税別）であります。 

 

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

 (1) のれんの金額      85,000千円 

 (2) 発生原因        平成18年７月１日現在で評価した超過収益額 

 (3) 償却方法及び償却期間  ５年間の均等償却を行っております。 

 

 ５．今回の事業譲受けに伴い、引き継いだ資産及び負債はありません。 

 

 ６．企業結合が中間連結会計期間開始の日に完了したと仮定した場合の当中間連結会計期間の中間連結損益計算書

に及ぼす影響の概算額 

   売上高    179,280千円 

   経常利益  △10,970千円 

    概算額は、中間連結会計期間開始の日に完了したと仮定して算定された損益情報を記載しております。 

    なお、当該注記については、監査証明を受けておりません。 

   （概算額の算定方法及び重要な前提条件） 

    (1) 取得事業の取得原価       事業譲受け期日における取得事業の時価を基礎に算定しております。 

    (2) のれんの金額          事業譲受け期日に評価した超過収益額をのれんとして認識しており

ます。 

    (3) のれんの償却期間及び償却方法  ５年間の均等償却を行っております。 
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当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 

１．分離先企業の名称及び分離した事業の内容、事業分離を行った理由、事業分離日、事業分離の法的形式 

  (1) 分離先企業の名称  

    株式会社フルキャストテクノロジー 

 

  (2) 分離した事業の内容 

    株式会社ＡＩＣＯＮの特定労働者派遣事業 

 

  (3) 事業分離を行った理由 

 債務超過の状態にあった特定子会社（株式会社ＡＩＣＯＮ）の事業の重要な一部を第三者に譲渡した上で、

同社を解散することにより、当社グループの構成と事業範囲を見直し、企業集団としての健全な発展を続ける

ことを意図しました。 

 

  (4) 事業分離日 

    平成19年７月１日 

 

  (5) 事業分離の法的形式 

    事業の一部譲渡 

 

２．中間連結財務諸表に含まれている分離した事業の業績期間 

  平成19年１月１日から平成19年６月30日までの６ヶ月間であります。 

 

３．分離した事業の譲渡価額 

  分離事業の譲渡価額は122,000千円（税別）であります。 
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前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 

１．相手先企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的形式 

  (1) 相手先企業の名称及び取得した事業の内容 

    株式会社フロンテア  駐車場事業及び人材派遣事業 

 

  (2) 企業結合を行った理由 

    既存の大阪支店及び東京支店に加え、名古屋市内に直営拠点を設置することにより、東名阪の都市圏ネット

ワークを強化し、更なる収益向上と経営の効率化を図ることができると判断しました。 

 

  (3) 企業結合日 

    平成18年７月１日 

 

  (4) 企業結合の法的形式 

    事業の一部譲受け 

 

２．連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績期間 

  平成18年７月１日から平成19年３月31日までの９ヶ月間であります。 

 

３．取得した事業の取得原価 

  取得事業の取得原価は85,000千円（税別）であります。 

 

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

 (1) のれんの金額      85,000千円 

 (2) 発生原因        平成18年７月１日現在で評価した超過収益額 

 (3) 償却方法及び償却期間  ５年間の均等償却を行っております。 

 

 ５．今回の事業譲受けに伴い、引き継いだ資産及び負債はありません。 

 

 ６．企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響

の概算額 

   売上高   400,945千円 

   経常利益 △29,175千円 

概算額は、連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された損益情報を記載しております。 

    なお、当該注記については、監査証明を受けておりません。 

   （概算額の算定方法及び重要な前提条件） 

    (1) 取得事業の取得原価       事業譲受け期日における取得事業の時価を基礎に算定しております。 

    (2) のれんの金額          事業譲受け期日に評価した超過収益額をのれんとして認識しており

ます。 

    (3) のれんの償却期間及び償却方法  ５年間の均等償却を行っております。 
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（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 33,217円74銭

１株当たり中間純利益
金額 

2,608円13銭

  

  

１株当たり純資産額 31,798円29銭

１株当たり中間純利益
金額 

761円22銭

  

  

１株当たり純資産額 32,237円07銭

１株当たり当期純利益
金額 

1,627円46銭

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、希薄化

効果を有している潜在株式が存在し

ないため、記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、希薄化

効果を有している潜在株式が存在し

ないため、記載しておりません。 

 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、希薄化

効果を有している潜在株式が存在し

ないため、記載しておりません。 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間（当期）純利益（千円） 61,030 17,812 38,082 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

（うち利益処分による役員賞与金） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（千円） 

61,030 17,812 38,082 

期中平均株式数（株） 23,400 23,400 23,400 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

平成18年６月23日開催

の定時株主総会決議に

よるストック・オプ

ション（株式の数 560

株） 

同左 同左 
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（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 

────── 

 

 

────── 

 

１．確定拠出年金制度の導入 

当社は、平成19年４月に退職一

時金制度の一部について確定拠出

年金制度へ移行し、「退職給付制

度間の移行等に関する会計処理」

（企業会計基準適用指針第１号）

を適用する予定であります。 

本移行に伴う翌連結会計年度の

損益に与える影響額は軽微であり

ます。 

なお、連結子会社には退職給付

制度がありません。 

  ２．子会社の事業譲渡及び解散 

  当社は、平成19年５月16日開催

の取締役会において、当社の特定

子会社である株式会社ＡＩＣＯＮ

が臨時株主総会を開催し、第三者

に対する同社の事業の重要な一部

の譲渡及び解散の決議を行うこと

を承認しました。 

  なお、同社は、同年５月29日に

臨時株主総会を開催し、同社の事

業の重要な一部を株式会社フル

キャストテクノロジーに譲渡する

旨の事業譲渡契約（譲渡期日：同

年７月１日（予定））を承認した

上で、解散を決議し、清算手続き

に入りました。 
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５．中間個別財務諸表 
 

（１）中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金   496,605 358,656   581,026

２．売掛金   798,125 740,648   830,611

３．有価証券   10,070 10,102   10,083

４．貯蔵品   393 4,482   343

５．繰延税金資産   24,227 34,008   35,296

６．その他   46,545 72,727   32,071

貸倒引当金   △159 △222   △166

流動資産合計   1,375,809 76.2 1,220,403 74.1  1,489,266 80.2

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※１  46,233 40,562   43,489

２．無形固定資産     

(1) のれん  81,400 63,750  72,250 

(2) ソフトウェア  26,511 27,018  29,864 

(3) その他  4,983 112,895 4,883 95,652  4,933 107,048

３．投資その他の資産     

(1) 関係会社株式  110,000 10,000  10,000 

(2) 投資有価証券  10,000 10,000  10,000 

(3) 長期貸付金  28,750 101,675  94,800 

(4) 繰延税金資産  18,207 82,472  98,193 

(5) 差入保証金  91,743 99,622  97,193 

(6) その他  11,855 1,607  1,845 

貸倒引当金  △603 269,952 △14,800 290,577  △95,403 216,628

固定資産合計   429,081 23.8 426,792 25.9  367,166 19.8

資産合計   1,804,890 100.0 1,647,195 100.0  1,856,432 100.0
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前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．短期借入金   33,000 33,000   33,000

２．１年以内返済予定 
長期借入金 

  33,600 33,600   33,600

３．未払金   50,840 69,505   64,514

４．未払費用   527,284 502,119   588,002

５．未払法人税等   56,848 23,954   71,015

６．未払消費税等   137,231 83,741   163,742

７．前受金   － 431   2,100

８．預り金   49,630 44,010   43,803

９．賞与引当金   44,129 52,354   45,749

10．その他   959 1,436   811

流動負債合計   933,522 51.7 844,155 51.3  1,046,339 56.3

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金   52,400 18,800   35,600

２．退職給付引当金   44,581 24,553   45,630

３．その他   － 11,273   －

固定負債合計   96,981 5.4 54,626 3.3  81,230 4.4

負債合計   1,030,503 57.1 898,781 54.6  1,127,569 60.7

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   243,400 243,400   243,400

２．資本剰余金     

(1）資本準備金   112,320 112,320   112,320

資本剰余金合計   112,320 112,320   112,320

３．利益剰余金     

(1) 利益準備金   6,380 6,380   6,380

(2) その他 
利益剰余金 

    

特別償却準備金  1,212 －  146 

繰越利益剰余金  410,633 411,845 368,234 368,234  357,356 357,503

利益剰余金合計   418,226 374,615   363,884

株主資本合計   773,946 42.9 730,335 44.3  719,604 38.8

Ⅱ 新株予約権   440 0.0 18,078 1.1  9,259 0.5

純資産合計   774,387 42.9 748,413 45.4  728,863 39.3

負債純資産合計   1,804,890 100.0 1,647,195 100.0  1,856,432 100.0
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（２）中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   3,701,865 100.0 3,720,399 100.0  7,473,505 100.0

Ⅱ 売上原価   2,881,767 77.8 2,889,409 77.7  5,826,516 78.0

売上総利益   820,097 22.2 830,990 22.3  1,646,989 22.0

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費 

  710,389 19.2 783,697 21.0  1,434,797 19.2

営業利益   109,707 3.0 47,292 1.3  212,191 2.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  5,709 0.2 6,997 0.2  20,854 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※２  2,542 0.1 4,035 0.1  6,628 0.1

経常利益   112,874 3.1 50,254 1.4  226,416 3.0

Ⅵ 特別利益 ※３  474 0.0 80,166 2.1  474 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４  89 0.0 51,929 1.4  196,557 2.6

税引前中間 
（当期）純利益 

  113,259 3.1 78,491 2.1  30,333 0.4

法人税、住民税 
及び事業税 

※６ 57,962 22,672  103,615 

過年度法人税等  － －  16,817 

法人税等調整額 ※６ △2,384 55,577 1.5 17,007 39,679 1.1 △93,439 26,993 0.3

中間（当期） 
純利益 

  57,681 1.6 38,811 1.0  3,339 0.1
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（３）中間株主資本等変動計算書 

 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金

資本剰余金
合計 

利益準備金
特別償却
準備金 

繰越利益 
剰余金 

利益剰余金
合計 

株主資本
合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 243,400 112,320 112,320 6,380 2,277 379,966 388,625 744,345

中間会計期間中の変動額   

特別償却準備金の取崩（千円）
（注） 

 △1,065 1,065 － －

剰余金の配当（千円）（注）  △28,080 △28,080 △28,080

中間純利益（千円）  57,681 57,681 57,681

株主資本以外の項目の中間会計 
期間中の変動額（純額） 
（千円） 

  

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － － － △1,065 30,666 29,601 29,601

平成18年９月30日 残高（千円） 243,400 112,320 112,320 6,380 1,212 410,633 418,226 773,946

 

 
新株 
予約権 

純資産 
合計 

平成18年３月31日 残高（千円） － 744,345

中間会計期間中の変動額  

特別償却準備金の取崩（千円）
（注） 

 －

剰余金の配当（千円）（注）  △28,080

中間純利益（千円）  57,681

株主資本以外の項目の中間会計 
期間中の変動額（純額） 
（千円） 

440 440

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

440 30,041

平成18年９月30日 残高（千円） 440 774,387

 （注） 平成18年６月23日開催の定時株主総会における利益処分の項目であります。 
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当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金

資本剰余金
合計 

利益準備金
特別償却
準備金 

繰越利益 
剰余金 

利益剰余金
合計 

株主資本
合計 

平成19年３月31日 残高（千円） 243,400 112,320 112,320 6,380 146 357,356 363,884 719,604

中間会計期間中の変動額   

特別償却準備金の取崩（千円）
（注） 

 △146 146 － －

剰余金の配当（千円）（注）  △28,080 △28,080 △28,080

中間純利益（千円）  38,811 38,811 38,811

株主資本以外の項目の中間会計 
期間中の変動額（純額） 
（千円） 

  

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － － － △146 10,878 10,731 10,731

平成19年９月30日 残高（千円） 243,400 112,320 112,320 6,380 － 368,234 374,615 730,335

 

 
新株 
予約権 

純資産 
合計 

平成19年３月31日 残高（千円） 9,259 728,863

中間会計期間中の変動額  

特別償却準備金の取崩（千円）
（注） 

 －

剰余金の配当（千円）（注）  △28,080

中間純利益（千円）  38,811

株主資本以外の項目の中間会計 
期間中の変動額（純額） 
（千円） 

8,818 8,818

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

8,818 19,550

平成19年９月30日 残高（千円） 18,078 748,413

 （注） 平成19年６月21日開催の定時株主総会における利益処分の項目であります。 
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金

資本剰余金
合計 

利益準備金
特別償却
準備金 

繰越利益 
剰余金 

利益剰余金
合計 

株主資本
合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 243,400 112,320 112,320 6,380 2,277 379,966 388,625 744,345

事業年度中の変動額   

特別償却準備金の取崩（千円）
（注） 

 △1,065 1,065 － －

特別償却準備金の取崩（千円）  △1,065 1,065 － －

剰余金の配当（千円）（注）  △28,080 △28,080 △28,080

当期純利益（千円）  3,339 3,339 3,339

株主資本以外の項目の事業年度 
中の変動額（純額）（千円） 

  

事業年度中の変動額合計（千円） － － － － △2,130 △22,609 △24,740 △24,740

平成19年３月31日 残高（千円） 243,400 112,320 112,320 6,380 146 357,356 363,884 719,604

 

 
新株 
予約権 

純資産 
合計 

平成18年３月31日 残高（千円） － 744,345

事業年度中の変動額  

特別償却準備金の取崩（千円）
（注） 

 －

特別償却準備金の取崩（千円）  －

剰余金の配当（千円）（注）  △28,080

当期純利益（千円）  3,339

株主資本以外の項目の事業年度 
中の変動額（純額）（千円） 

9,259 9,259

事業年度中の変動額合計（千円） 9,259 △15,481

平成19年３月31日 残高（千円） 9,259 728,863

 （注） 平成18年６月23日開催の定時株主総会における利益処分の項目であります。 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 同左 

 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

   先入先出法による原価法 同左 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の 

方法 定率法 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物       ３～47年 

工具器具備品   ３～20年 

定率法 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物       ３～47年 

工具器具備品   ３～20年 

定率法 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物       ３～47年 

工具器具備品   ３～20年 

 （少額減価償却資産） （少額減価償却資産） （少額減価償却資産） 

  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

等償却によっております。 

 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

等償却によっております。 

 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

等償却によっております。 

  （会計方針の変更）  

  法人税法の改正に伴い、当中

間会計期間より、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更

しております。 

 これに伴う損益への影響は軽

微であります。 

 

  （追加情報）  

  法人税法の改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した有

形固定資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事

業年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５年

間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しておりま

す。 

これに伴う損益への影響は軽

微であります。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 定額法 

なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に

基づいております。 

同左 同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1)貸倒引当金 

 債権の貸倒れに備えるた

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。 

同左 同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与支払に備えるた

め、支給見込額に基づき計上し

ております。 

同左 同左 

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における

退職給付債務の見込額を計上し

ております。 

従業員の退職給付に備える

ため、当中間会計期間末にお

ける退職給付債務の見込額を

計上しております。 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務の見込額を計上してお

ります。 

  （追加情報）  

  確定拠出年金法の施行に伴

い、平成19年４月に退職一時金

制度の一部について確定拠出年

金制度へ移行し、「退職給付制

度間の移行等に関する会計処

理」（企業会計基準適用指針第

１号）を適用しております。 

これに伴う損益への影響はあ

りません。 

 

４．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ております。 

同左 同左 

５．その他中間財務諸表（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。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

貸借対照表の純資産の部の 

表示に関する会計基準 

 当中間会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号

平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

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。

 これまでの資本の部の合計に相

当する金額は773,946千円であり

ます。 

 なお、当中間会計期間における

中間貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間財務諸表等規則の改

正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

 

────── 

 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。 

 これまでの資本の部の合計に相

当する金額は719,604千円であり

ます。 

ストック・オプション等に 

関する会計基準 

 当中間会計期間より、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準第８号 平成

17年12月27日）及び「ストック・

オプション等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指

針第11号 平成18年５月31日）を

適用しております。 

 これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は、それぞ

れ、440千円減少しております。 

 

────── 

 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18年５月31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は、それぞ

れ、9,259千円減少しておりま

す。 
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注記事項 

 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却 

累計額 

※１．有形固定資産の減価償却 

累計額 

※１．有形固定資産の減価償却 

累計額 
 

 78,081千円
  

 
 77,865千円

  

 
 81,012千円

  
 

 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの
 

保険返戻益 1,104千円

業務受託手数料 1,200千円
 

 
受取利息 1,158千円

業務受託手数料 3,750千円

雑収入 1,888千円
 

 
受取利息 1,699千円

保険返戻益 10,996千円

業務受託手数料 6,600千円

雑収入 1,558千円
  

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの
 

支払利息 1,839千円
  

 
支払利息 2,179千円

雑損失 1,855千円
  

 
支払利息 3,718千円

雑損失 2,910千円
  

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの 
 

貸倒引当金戻入 474千円
  

 
貸倒引当金戻入 80,166千円

  

 
貸倒引当金戻入 474千円

  
※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの 
 

長期前払費用 

除却損 
89千円

  

 
子会社株式 

評価損 
51,310千円

  

 
固定資産 

除却損 
1,757千円

子会社株式 

評価損 
100,000千円

貸倒引当金 

繰入額 
94,800千円

  
 ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額 
 

有形固定資産 7,762千円

無形固定資産 9,525千円
  

 
有形固定資産 5,127千円

無形固定資産 13,994千円
  

 
有形固定資産 16,112千円

無形固定資産 23,742千円
  

※６．当中間会計期間に係る「法人

税、住民税及び事業税」と

「法人税等調整額」は、当社

が当事業年度において予定し

ている利益処分による特別償

却準備金等の取崩しを前提と

して、その金額を計算してお

ります。 

※６．    同左 ※６．   ────── 
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当中間会計期間 
増加株式数（株）

当中間会計期間 
減少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

 

 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当中間会計期間 
増加株式数（株）

当中間会計期間 
減少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

 

 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度増加 
株式数（株） 

当事業年度減少 
株式数（株） 

当事業年度末 
株式数（株） 

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

 

 

 



 
 

㈱クリエアナブキ（4336）平成20年３月期 中間決算短信 

   - 48 -

（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引（借主側） 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引（借主側） 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引（借主側） 

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損 

損失累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損 

損失累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損 

損失累計額相当額及び期末残高

相当額 
 

 

取得価
額相当
額 
（千円） 

 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

 

工具器具備品 27,687 12,350 15,336 

ソフトウェア 60,593 30,794 29,798 

合計 88,280 43,145 45,134 

  

 

 

取得価
額相当
額 
（千円）

 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

 

工具器具備品 24,822 15,065 9,757

ソフトウェア 46,593 29,551 17,041

合計 71,415 44,617 26,798

  

  

 

取得価
額相当
額 
（千円） 

 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

期末残
高相当
額 
（千円）

 

工具器具備品 27,687 15,188 12,499

ソフトウェア 60,593 39,500 21,092

合計 88,280 54,688 33,591

  
(2）未経過リース料中間期末残高 

相当額等 

未経過リース料中間期末残高 

相当額 

(2）未経過リース料中間期末残高 

相当額等 

未経過リース料中間期末残高 

相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額

等 

未経過リース料期末残高相当額

 
１年内 15,684千円

１年超 30,212千円

合計 45,896千円
  

 
１年内 14,385千円

１年超 15,826千円

合計 30,212千円
  

 
１年内 14,949千円

１年超 22,719千円

合計 37,668千円
  

(3）支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損 

損失 

(3）支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損 

損失 

(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 9,187千円

減価償却費 

相当額 
8,710千円

支払利息相当額 495千円
  

 
支払リース料 7,859千円

減価償却費 

相当額 
6,792千円

支払利息相当額 403千円
  

 
支払リース料 17,911千円

減価償却費 

相当額 
16,560千円

支払利息相当額 991千円
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損

損失はありません。 

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について） 

同左 
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（有価証券関係） 

 

前中間会計期間末（平成18年９月30日） 

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。 

 

当中間会計期間末（平成19年９月30日） 

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。 

 

前事業年度末（平成19年３月31日） 

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。 

 

 

（１株当たり情報） 

１株当たり情報については、中間連結財務諸表を作成しているため記載しておりません。 

 

 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 

────── 

 

────── 

１．確定拠出年金制度の導入 

当社は、平成19年４月に退職一

時金制度の一部について確定拠出

年金制度へ移行し、「退職給付制

度間の移行等に関する会計処理」

（企業会計基準適用指針第１号）

を適用する予定であります。 

本移行に伴う翌事業年度の損益

に与える影響額は軽微でありま

す。 

  ２．子会社の事業譲渡及び解散 

  当社は、平成19年５月16日開催

の取締役会において、当社の特定

子会社である株式会社ＡＩＣＯＮ

が臨時株主総会を開催し、第三者

に対する同社の事業の重要な一部

の譲渡及び解散の決議を行うこと

を承認しました。 

  なお、同社は、同年５月29日に

臨時株主総会を開催し、同社の事

業の重要な一部を株式会社フル

キャストテクノロジーに譲渡する

旨の事業譲渡契約（譲渡期日：同

年７月１日（予定））を承認した

上で、解散を決議し、清算手続き

に入りました。 
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６．比較売上高明細表 (連結業績ベース)  
（単位：千円） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日）

期  別 

 

 

区  分 金  額 
構成比

（％）
金  額 

構成比 

（％） 
金  額 

構成比

（％）

売 上 高 人 材 派 遣 事 業 3,418,726 91.5 3,619,089 93.6 7,060,168 92.4

 人 材 紹 介 事 業 99,705 2.7 95,056 2.5 185,026 2.4

 アウトソーシング事業 149,182 4.0 67,874 1.7 246,568 3.2

 そ の 他 の 事 業 67,184 1.8 85,599 2.2 149,065 2.0

計 3,734,799 100.0 3,867,619 100.0 7,640,828 100.0

 

 

 

 

７．比較売上高明細表 (個別業績ベース)  
（単位：千円） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日）

期  別 

 

 

区  分 金  額 
構成比

（％）
金  額 

構成比 

（％） 
金  額 

構成比

（％）

売 上 高 人 材 派 遣 事 業 3,419,978 92.4 3,519,974 94.6 6,979,875 93.4

 人 材 紹 介 事 業 99,705 2.7 95,056 2.6 185,026 2.5

 アウトソーシング事業 149,182 4.0 67,874 1.8 246,568 3.3

 そ の 他 の 事 業 32,998 0.9 37,495 1.0 62,035 0.8

計 3,701,865 100.0 3,720,399 100.0 7,473,505 100.0

 

 

 

 




