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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 （％表示は対前年中間期増減率）

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 3,752 △15.1 △304 － △391 － △678 －

18年９月中間期 4,418 － 35 － 17 － △67 －

19年３月期 10,368 － △81 － △86 － △276 －

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 △24,407 82 － －

18年９月中間期 △2,480 48 － －

19年３月期 △10,168 83 － －

（参考）①持分法投資損益 19年９月中間期 △218百万円 18年９月中間期 △11百万円 19年３月期 △11百万円

 ②潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり中間純損失のため記載しておりません。

 (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 3,032 448 14.4 14,795 69

18年９月中間期 5,436 1,338 23.7 47,402 29

19年３月期 5,776 1,141 18.9 39,812 21

（参考）自己資本 19年９月中間期 436百万円 18年９月中間期 1,288百万円 19年３月期 1,093百万円

(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 △280 △69 △90 1,182

18年９月中間期 36 262 △95 1,219

19年３月期 △435 409 631 1,622

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 0 00 0 00 0 00

20年３月期 0 00 －

20年３月期（予想） － 0 00 0 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 7,000 △32.5 △80 － △230 － △760 － △26,535 38
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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）　有

連結（除外） １社 （社名　株式会社国連社） 持分法（新規） １社 （社名　株式会社国連社）

（注）詳細は、８ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(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、21ページ「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 29,475株 18年９月中間期 27,175株 19年３月期 27,475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、43ページ「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 （％表示は対前年中間期増減率）

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 1,550 △1.7 △23 － △17 － △976 －

18年９月中間期 1,577 45.0 129 59.0 140 66.2 75 89.0

19年３月期 3,348 － 220 － 250 － 80 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 △35,120 05

18年９月中間期 2,770 12

19年３月期 2,946 84

(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 2,722 503 18.5 17,094 11

18年９月中間期 2,725 1,482 53.1 53,291 84

19年３月期 3,960 1,490 36.8 52,995 37

（参考）自己資本 19年９月中間期 503百万円 18年９月中間期 1,448百万円 19年３月期 1,456百万円

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 4,300 28.4 222 0.9 252 0.8 △930 － △32,470 93

※　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。
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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の経済は、国内企業の体質改善の成果により、経済のファンダメンタルは着実

に強くなってきています。しかし、一方で、米国におけるサブプライムローン問題に端を発した米国経済の先行き不

透明感から、ドル安となり米国株価の下落などから、日本市場にも影響を及ぼしている状況も出てきております。堅

調な企業業績を上げる企業が多い中にも関わらず、株価がそれに連動しないことによる景気浮揚を圧迫するという不

安や急激な円高によるメーカー各社の利益体質の弱体化、物価の上昇による消費行動の停滞傾向など、今後の日本経

済が弱含みの展開になりそうな事象が出てきている期間でもあります。

　このように、今後は不透明な面もありますが、企業の収益体質の強化と設備や人への堅調な投資が活かされる環境

は整備されつつあります。今後は、各企業が本業への更なる集中を図り、その体質を強化し続けることで、現在の逆

風を乗り越えることが可能になります。そして、多くの企業が今までのように、着実に業績を維持成長させられれば、

現在の先行き不安感を解消でき、景気拡大の期待も再び高まるようになるでしょう。 

　このような環境下、当社グループでは、既存事業部門は売上高・利益とも、予定通りの業績を残すことができまし

た。

 

　コンサルティング事業におきましては、大手顧客から関連企業への営業展開は継続しております。しかし、前年同

時期にあった受注案件は特殊事情で上半期に納品したプロジェクトであり、今期は例年通り下半期の納品予定となっ

ております。この影響もあり、中間期での対前年伸び率はマイナスとなっておりますが、期初の計画通りに進捗して

おります。しかし、大手顧客以外の開拓を進めることで収益の安定化を図ることが課題である当事業において、上期

はそのための商品づくりを進めて、それができたことが大きな成果であります。

　それは、各企業においての営業マネージャー・営業マン不足は深刻であり、そこに対して、今までの営業マネジメ

ント代行業で築いてきたノウハウを提供するサービス、「マネジメント・アウトソーシング・サービス（ＭＯＳ）」

という商品であります。

　具体的には現在、今まで多数の企業と事業所にハンズオンで行ってきた営業マネジメント代行業で、育成してきた

100名を超えるまでになったコンサルタントやネットワークコンサルタントを各企業でなかなか採用できない営業マ

ネージャーを採用できるまで待つのではなく、即戦力としてすぐに活用してもらうサービスです。これを利用するこ

とで、市場開拓のスピードを落とすことなくすぐにマーケットにリーチすることができます。あるいは、採用でのミ

スマッチがあっても雇用を継続しなくてはならないということでの経営パワーがロスされる採用・管理のリスクを軽

減できるメリットもあります。また、企業によっては営業チーム毎に請け負うことも可能である為、新規市場へのテ

ストマーケティングなどを機動的、且つスピーディーに動けることで競合に一歩先んずるチャンスも生まれます。こ

のことは、当社にとって、顧客の収益拡大の機能として幅広く多くの企業に、スムーズに営業展開することになり、

今まで遅々として着手できなかった優良ベンチャー企業への営業機会も大幅に増えることが、今後に向けて大きな効

果が得られた商品であると言えます。

　各企業の営業・販売セクションの強化は年々その重要性が増しております。そのための手法が限られているのも実

情であると思います。そのような環境下、当コンサルティング事業が営業マネジメント代行という従来のドメインに

特化してサービスを強化することで、各企業からの需要は益々大きくなるということを同時に実感できた期間でもあっ

たと思います。　

　また、同セグメント内に５月より営業サービス事業本部(10月１日よりセールス・リソース・マーケティング事業本

部に名称変更)を新設いたしました。ここは、従来コンサルティング事業本部にあった、求人営業部門とアウトソーシ

ング事業本部にあった販売・サービス領域のアルバイト・パート斡旋サービス部門を束ね、営業・販売職に特化した

採用支援・斡旋・求人を行う事業部門であります。

　企業の成長に欠かせない人材戦略＝収益向上の源泉とおき、セレブリックスグループとしてのドメインに沿って

営業・販売職に特化した採用支援・求人・斡旋を行う事業であります。営業販売人材（＝セールスリソース）の総合

サービス事業とも言えます。これにより、あらゆる企業との取引が可能に拡がり、取引窓口の増加に寄与する事業で

あります。

　販売職では、重要な戦力であるアルバイト・パートについては企画営業を行い、募集の企画（求人誌・ネット媒体

等使用）により採用成功に導いたり、募集だけではなかなか集めきれない企業には、アルバイト・パートの人材紹介

も行っております。特にこの事業は堅調に実績を上げてきました。募集してもなかなか採用できない業種（飲食・流

通・アミューズメント等）を中心に、まずは、短期請負で人材を送り込み、その人物がアルバイトで採用しても良い

人材であれば採用してもらい、その紹介料を追加でいただくというサービスです。これが、現在の採用難の時代環境

にあっており、サービス展開後、既に何件もの引き合いがあり、今後の事業の柱の一つになりうるサービスと捉えて

おります。

　また営業マンの募集も同様に求人の企画から斡旋までを網羅して各企業にとって最適のサービスを提案できるコン

サルティング営業も行うことで多くの企業のニーズを満たすことに邁進して順調に顧客数を伸ばしております。
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  以上の結果を踏まえ、当中間連結会計期間のコンサルティング事業の売上高は597,795千円（前年同期比95.1％）、

営業利益90,811千円（前年同期比46.9％）となりました。

 

　アウトソーシング事業におきましては、従来のアウトソーシング事業本部をコンビニエンスストアへの時間請負・

派遣サービスと、販売促進用スタッフの請負・派遣サービスを取り出し10月１日よりスタッフィング事業本部と名称

変更いたしました。文字通り営業・販売要員（スタッフ）の手配を徹底的に行う事業部門となります。このスタッフィ

ング事業本部におきましては、継続して人材採用需要が逼迫しているサービス業領域への営業展開を強化しておりま

す。コンビニエンスストアへの短期請負は東京地区において更に需要が伸びており、単価のアップと契約店舗の増加

を堅調に進め、収益においても大きな伸びを見せております。特に主要エリア（千代田区・港区・渋谷区・中央区・

新宿区）では契約店舗のシェアは70％を超えており、特に港区においては存在するすべてのコンビニエンスストアと

契約にいたるまでに認知されました（経済産業省　平成16年商業統計より）。現在では、江東区・中野区・東京地区

の他のエリアの契約店舗シェアも大きく伸びてきております。拠点戦略も順調に業績に貢献しております。横浜地区

におけるサービスの展開も軌道に乗り安定的にサービスを提供できるようになりました。特に、秋葉原の拠点につい

ては、大きく伸びるマーケット需要に対応すべく、柔軟な供給体制構築に向け更なる事業拡大のための投資としてみ

ておりましたが、当社の見通しを上回る成長を見せております。また、コンビニエンスストアと似通った業態にもサー

ビスを展開し、新たな売上も形成することができつつあります。

　また、広告・フリーペーパーの配布業務においては、積極的な営業展開と顧客である媒体各社の旺盛な創刊意欲と

アウトソーシング事業の今までの実績が評価され、こちらも順調に業績を伸ばすことができました。更に、スタッフ

の質の向上・顧客のニーズに応えられるようなチーム編成作りというサービス内容の強化を同時に行ってきたことで、

質・量ともに対応できる体制が整えられたことも需要を確実に捉えることができた要因であります。

　アウトソーシング事業における更なる成長の鍵は、新たなサービス領域の開発と、人材登録促進のための媒体会社

との連携などの柔軟な対応と、現場ニーズに柔軟に応える体制の構築が鍵になります。この分野は、まだまだ大きな

マーケットが見込まれている事業であるので更なる柱の事業への成長を期待するものであります。

　以上の結果を踏まえ、当中間連結会計期間のアウトソーシング事業の売上高は941,654千円（前年同期比100.2％）、

営業利益121,212千円（前年同期比128.4％）となりました。但し、当中間連結会計期間よりイベントプロデュース部

門がセールスプロモーション事業へ移管しておりますので、実質の前年同期比売上高は、122.1％となります。

 

　セールスプロモーション事業におきましては、更なる企業へのサービス・価値を拡大するために株式を取得した株

式会社国連社については、広告予算の伸び率が減少する中、その影響も受け、前年度に大きく売上高を落とした主要

顧客の受注減を期中に補うことができずに、大幅な売上高の減少となりました。このことは、ある程度予想していた

ため、株式会社国連社では、期初から大幅な組織体質の改善を行うため、利益率の低いプロジェクトから、利益率の

高いプロジェクトへ営業体制を移行し、経費の見直しを図るためのリストラクチャリングを行いながら事業を推進し

ていきました。しかし、人材の流出や、当社にも人材飢餓感のある中、効果的な人材配置が機動的に行えなかったこ

とで、当初目論んでいた新しい顧客の開拓が遅れたことも売上高を落ち込ませた大きな要因のひとつでもあります。

しかしながら、体質改善は順調に図られており、利益も売上高の落ち込みに必ずしも比例していないことからも伺え

ます。現状では単月での黒字も狙える状況までになりつつあり、利益を出せるようになる道筋が見えてきました。

　この株式会社国連社の業績回復の速度を高めるため、当中間連結会計期間の終了前に当社が保有する株式の一部を、

広告出稿実績の多い株式会社エイチ・アイ・エス他３社に譲渡しました。このことは、株式会社国連社独自の提案を

会社を絞って行い、双方にメリットがある、ハウスエージェンシー的な存在となることで、株式会社国連社の売上高

拡大につながる資本業務提携に発展することを狙ったものであります。このことにより、株式会社国連社は当社の連

結子会社から持分法適用会社になりました。しかし、上期には上記の通り収益貢献は無く、厳しい売上高・利益とな

りました。

　株式会社イーヴァム・インターナショナルにつきましては、イベントブースの制作では、会社の企画力とデザイン

力が高く評価されており、顧客からも多大な評価を受けております。そして、当社にあったイベントプロデュース部

門との人材の融合も旨く進み、新たな商談も作り、順調に受注にも繋げて売上高拡大に成功しました。また、今まで、

なかなかプロジェクト原価管理などもできなかったのですが、新たな体制で、仕組みづくりや意識の変革を進めて、

粗利の大幅改善もできて利益率も向上することができました。　　　

　以上の結果を踏まえ、当中間連結会計期間のセールスプロモーション事業の売上高は2,144,929千円（前年同期比

76.0％）、営業損失201,840千円（前年同期は、56,512千円の営業損失）となりました。但し、当中間連結会計期間よ

りアウトソーシング事業からイベントプロデュース部門が移管されておりますので、実質の前年同期比売上高は、

72.7％となります。

 

　その他事業におきましては、エックス・ネット・サービス株式会社は、従業員100名～300名規模の上場企業及び成

長企業に絞って営業展開を行い、受注案件を順調に増やしております。現状においては、受注に多少システムのカス
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タマイズが追いついておらず納品が当初の予定より遅れている傾向にあります。開発の要員確保と開発スキルの平準

化を図り、今後は納品スピードを上げていくことで当初の計画値を上回ることを見込んでおります。一部商品の開発

を行い、手離れの良い、サービス業向けサービスを展開できるようになるので、更なるセレブリックスの事業との顧

客シナジーを狙って売上高の拡大につなげる用意をしております。

　なお、セレブリックス・インベストメント株式会社は、コンサルティング事業及びアウトソーシング事業における

営業・販売の支援先顧客企業またはこれらの事業と既に協業している企業を対象に投資活動を行っております。現在

は３社のベンチャー企業に出資しており、営業・販売の現場への支援と資金面の両方をバックアップし、インキュベー

ションすることにより、近い将来大きなキャピタルゲインを得ることが可能になります。また短期的な営業活動とし

て、新規上場株式への投資によるキャピタルゲインや配当収入を得ております。しかしながら、近年の新規上場の困

難さなどの外的要因もあり、またこの上期におきましては、投資しているまだ成長過程にある２社におきまして事業

の立ち上がりが計画値より遅れたため、投資株式を減損いたしました。

  以上の活動を踏まえて、その他事業の売上高は68,364千円（前年同期比245.7％）、営業損失64,266千円（前年同期

は、22,447千円の営業損失）となりました。

 

  第10期中間連結会計期間の事業の種類別セグメントの売上高は次の通りであります。

事業の種類別セグメントの名称

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）

売上高(千円） 構成比（％）

コンサルティング事業 597,795 15.9

アウトソーシング事業 941,654 25.1

セールスプロモーション事業 2,144,929 57.2

その他事業　 68,364 1.8

合計 3,752,743 100.0

 

　今後の見通しにつきましては、雇用環境の変化、企業の投資意欲の高まり等、更なる成長へと各企業が向かう環境

下、当社グループの提供する商品・サービスはあらゆる企業へとそのニーズが拡大する一方であります。当社グルー

プのサービスを利用する企業の収益を上げることが、新たな仕事の紹介へと連鎖を生み、必然的にワンストップで収

益向上支援できる企業を飛躍的に増やすことと考えております。

  そして、営業・販売職に対しての直接サービス（ハンズオン）を行うコンサルティング事業本部、採用支援・求人・

斡旋サービスを行うセールス・リソース・マーケティング事業本部、派遣・請負を行うスタッフィング事業本部、と

主要事業においては顧客からも選ばれやすいように明確に事業領域を規定することで顧客数の拡大をさらに推進でき

るようにしております。

  そして、関連事業においても、営業・販売支援というスタンスで販促広告・イベント・システムといったように株

式会社国連社、株式会社イーヴァム・インターナショナル、エックス・ネット・サービス株式会社等も有機的に連携

していけるように進めていきます。

　これが我々が常に提唱している、「顧客に対するワンストップソリューションの提供」につながると信じておりま

す。

 

(2）財政状態に関する分析

① 資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析 

  当中間連結会計期間における財政状態は、総資産3,032,657千円（前連結会計年度末5,776,013千円）となり、

2,743,355千円の減少となりました。自己資本につきましては436,103千円（前連結会計年度末1,093,840千円）とな

り、657,737千円の減少となりました。また、自己資本比率は14.4％（前連結会計年度末18.9％）となりました。

（流動資産）

  当中間連結会計期間における流動資産の残高は、2,436,260千円（前連結会計年度末4,180,489千円）となり、

1,744,229千円減少しました。主な原因は、現金及び預金の減少額653,089千円、受取手形及び売掛金の減少額1,133,198

千円であります。
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（固定資産）

  当中間連結会計期間における固定資産の残高は、593,060千円（前連結会計年度末1,588,976千円）となり、995,915

千円減少しました。主な原因は、のれんの減少額437,920千円、投資有価証券の減少額193,086千円並びに敷金保証金

の減少額162,550千円であります。

（流動負債）

  当中間連結会計期間における流動負債の残高は、1,609,076千円（前連結会計年度末2,921,115千円）となり、

1,312,038千円減少しました。主な原因は、支払手形及び買掛金の減少額1,106,827千円、未払金等の減少額106,622

千円であります。

（固定負債）

  当中間連結会計期間における固定負債の残高は、974,869千円（前連結会計年度末1,712,982千円）となり、738,112

千円減少しました。主な原因は、社債の減少額516,000千円、長期借入金の減少額156,666千円であります。

（純資産）

  当中間連結会計期間における純資産の残高は、448,711千円（前連結会計年度末1,141,915千円）となり、693,204

千円減少しました。主な原因は、利益剰余金の減少額678,732千円であります。

 

 ② 当中間連結会計期間のキャッシュ・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。）は、前連結会計年度末と比べると

439,891千円減少し1,182,545千円となりました。各キャッシュ・フローの状況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）

  当中間連結会計期間において営業活動の結果、減少した資金は280,680千円となりました。これは主に税金等調

整前中間純損失に伴うものであります。

 

 （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、減少した資金は69,136千円となりました。これは主に投資有価証

券の売却により112,268千円増加したこと、有形固定資産の取得により62,881千円、投資有価証券の取得により

25,336千円減少したこと及び連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による支出84,990千円によるものであります。

 

 （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、減少した資金は90,074千円となりました。これは主に株式の発行

による収入93,290千円、長期借入の返済による支出133,044千円及び自己新株予約権の取得による支出34,320千円

によるものであります。

 　  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通りであります。

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

期末 期末 中間

自己資本比率（％） 75.2 18.9 14.4

時価ベースの自己資本比率（％） 562.5 42.3 43.7

債務償還年数（年） － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － －

　（注）１．各指標は、以下の計算式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

　　　　　　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・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い　

　　　　２．各数値は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

　　　　３．当社グループは平成18年３月期より連結財務諸表を作成しております。

４．株式時価総額は、期末（中間期末）株価終値×期末（中間期末）発行済株式数により算出しております。

５．有利子負債は、連結（中間連結）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全ての負

債を対象としております。また、営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結（中間連結）キャッシュ・

フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いてい

ます。
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６．営業キャッシュ・フローがマイナス値であるため、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオ

を記載しておりません。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

  当社はこれまで当社の置かれているステージにおきまして、事業規模の拡大及び経営基盤の確立のために内部留保

の充実を優先してまいりました。この上半期におきましても、グループ内に再建を要する会社があることから引き続

き無配とさせていただきたいと考えております。

　しかしながら、株主に対する利益還元は最も重要な経営課題のひとつとして認識しておりますので、当社グループ

の企業価値を高めることができれば早期の配当が可能になると考えております。

　今後、事業の拡大及びそのことによる永続的な利益成長を目指し、投資と内部留保のバランスを考えながら配当は

実施していく方針であります。

 

(4）事業等のリスク

当社グループでは継続的な成長を実現するために中長期的な経営戦略を具体化し、企業価値を高めるとともに様々

なリスク要因の経営への影響を最小化すべく、是正及び予防措置を講じていきます。

また、以下に記載した内容は当社株式への投資に関連するリスクをすべて網羅するものではなく、将来に関する部

分の記載は、当中間連結会計期間末現在において、当社グループが判断したものであります。

 

①  人材採用コストの上昇について

  当社グループはM&A戦略を含め急速に事業拡大いたしました。急激なリストラは一切行っておりませんが、買収に

伴いある程度の人材流出が起きていること、並びに今後も関連会社数が増えることより会社間のサポートを厳粛に行

うため管理部門の人員の拡充が必要となっております。しかしながら、近年の人材採用コストの上昇から予想される

ように、今後は一層、人員の補充並びに確保が予想以上に困難になる可能性がございます。その際に、適切かつ十分

な組織対応が出来ない場合には、効率的な事業運営に支障を来たす事もございます。

②  市場金利の上昇について　　

　当社グループはグループとしての機能を最大限に発揮するために、株式会社イーヴァム・インターナショナルと株

式会社国連社の資金調達をセレブリックス・ホールディングス株式会社が２社に替わり行っております。具体的には、

平成18年10月25日付にて株式会社三井住友銀行を主幹事としたシンジケートローン契約及び平成19年１月10日付で株

式会社みずほ銀行を主幹事とした金銭消費貸借契約を締結し、子会社及び関連会社に対し条件面や金利面で優遇され

た資金を提供できるようになりました。しかしながら、金利の変動により、金利負担が足枷となり営業利益を圧迫す

る要因となる場合もございます。

③  シンジケートローン財務制限条項抵触による資金繰り悪化について

　グループ経営のメリットをいかすために、当社を中心としたグループファイナンスを行っており、その一部は銀行

団によるシンジケート方式によって資金を調達しております。そのシンジケートローン契約には財務制限条項が付さ

れており、一定の収益性並びに財務状況が保たれない場合には、資金の返還を請求され一時的に資金繰りが悪化する

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、事業持ち株会社であるセレブリックス・ホールディングス株式会社と子会社３社及び関連会社１社

により構成されており、「顧客収益向上のための最適な支援サービスを提供し続ける」ことを目的とし営業・販売に特

化したコンサルティング、アウトソーシング並びにセールスプロモーションを主たる業務としております。なお、連結

対象子会社であった株式会社国連社は株式の一部譲渡等により株式持分比率が下がり、平成19年９月より関連会社（持

分法適用会社）になっております。

【グループ事業系統図】

 セレブリックスグループ 

セレブリックス・ホールディングス㈱ 
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 (1) コンサルティング事業

　営業マネジメント代行をはじめとした営業・販売コンサルティングを中心に、営業、販売に関わる人財採用・活用

支援コンサルティング、を主たる業務としております。

  ①　営業・販売コンサルティング

  営業・販売コンサルティングは当社グループの行うコンサルティングのうち、顧客企業の営業部門を対象とした

ものであります。当該コンサルティングの特徴は「営業部門のマネジメント代行」にあります。「営業部門のマネ

ジメント」とは1.営業戦略の立案と収益目標の設定、2.営業手法及び管理手法の確立、3.営業部門の研修及び指導、

4.営業成果の評価といった営業部門の一連の経営管理業務を指します。なお、これら営業部門のマネジメントの代

行業を補完する業務として、企業の部門や組織を構成する「人」を対象とした組織診断コンサルティングがありま

す。これは人が生来持つ感情にEQ理論「心の指数（Emotional Intelligence Quotient)」でアプローチすることに

より目的達成・戦略推進・顧客満足を実現し企業経営に貢献していくことにあります。その他に顧客企業が扱う商

品やサービスの顧客評価の調査や競合企業の調査を行う市場調査業務、セミナー販売の支援等の業務も請け負って

おります。

 ②　人財採用・活用支援コンサルティング

　人財採用・活用支援コンサルティングは、当社グループのコンサルティングのうち顧客企業の人事部門・採用部

門を対象としたものであります。平成19年５月より営業サービス事業本部（10月１日よりセールス・リソース・マー

ケティング事業本部に名称変更）がここを担っております。当社グループのコア事業である営業・販売コンサルティ

ングから派生して生まれたものであり、その目的は同じく顧客企業の収益拡大にあります。そのサービスは、求人

広告代理から採用戦略実行アウトソーシング、人材紹介まで広い領域にまたがっております。当社グループの人財

採用・活用支援コンサルティングの特徴は顧客企業の収益拡大を実現する人財採用・活用を支援することにありま

す。

(2) アウトソーシング事業

　短期的に顧客企業に必要になった人材を業務請負及び派遣契約による労働力の提供という形で収益向上を支援する

ことを主たる業務としております。

　主にコンビニエンスストア、ドラッグストア、家電量販店等の販売業、その他、フリーペーパー配布、販売促進チ

ラシ配布、店頭支援、コンサート、飲食店、軽作業現場等顧客企業の収益向上支援のための急なニーズに即時に対応

できる人材請負及び派遣業務であります。

(3) セールスプロモーション事業

  平成18年６月に子会化した、見本市やイベントブースの企画・制作を行う株式会社イーヴァム・インターナショナ

ルにセレブリックス内にあったビジネス展示会・産業見本市の企画から運営、集客の代行まで一括で行うサービスを

行うイベントプロデュースチームを加え、従来では、広告宣伝の要素が強かったビジネス展示会・産業見本市の企画

を立案し、イベント運営や集客代行、出展企業の募集代行まで行える体制を確立いたしました。サービス提供領域と

しては、業界主催の総合展示会から、顧客企業単独で行うプライベートイベントまで、大小様々なイベントに対応し

ております。平成19年９月より持分法適用会社となった広告代理店業の株式会社国連社も販売促進を行うための広報・

イベント推進機能を担っております。

(4) その他事業

　エックス・ネット・サービス株式会社は株式会社エックスネットの商材である「XNETサービス」の販売・サポート

業を行っております。また、当社グループがコンサルティング、アウトソーシング及びセールスプロモーションで支

援している企業、もしくは事業シナジーがあるとみなされる企業への直接投資・インキュベーションは主にセレブリッ

クス・インベストメント株式会社を通じて行っております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、「企業の収益向上」を支援することで、企業と社会と個人を元気にするという経営理念のもと、

各企業や組織に対して当社グループの持つマネジメントノウハウや人材サービスなどを提供してまいりました。さら

に幅広く「顧客の収益向上」をもたらす機能を提供するために、広報、セールスプロモーション機能（株式会社イー

ヴァム・インターナショナル並びに関連会社の株式会社国連社）やITサービス提供機能（エックス・ネット・サービ

ス株式会社）、投資育成機能（セレブリックス・インベストメント株式会社）などを資本提携含め関連会社機能とし

て強化してまいりました。これも、創業以来目指していた、あらゆる企業の収益向上支援をワンストップで行うため

のものであり、企業の収益向上に直接結びつかない機能は持たず、グループ会社化しないということの現れでありま

す。この方針は今後も継続追及していくことがグループ経営の健全化につながると信じております。

 

  (2）目標とする経営指標 

　当社グループはグループとしての総合力を駆使し、あらゆる企業の収益向上支援をワンストップで行うことを目標

に、今までと同様の収益の量的拡大とリピート顧客数の拡大・取引社数の増大を図りながら、一定の利益率の確保を

継続志向としてまいります。そして、グループ企業の拡大に伴い、借入金等の債務償還年数と一定の自己資本比率を

意識した経営を同時に行いながら、収益増大の成長性と企業維持のための安全性に両面の指標を見据えた経営を行っ

てまいります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　今日まで組織の営業・販売部門に対する収益向上支援を行ってきたノウハウを更なる多くの部門に拡大すると同時

に、企業経営全般へのマネジメントアウトソーシングを展開することを目指します。

　企業が描く成長戦略を実現するためには、アウトソーシングサービスのみを利用するだけでは目標達成が困難であ

ります。採用のみ、教育のみ、派遣利用のみ、コンサルティングのみといった手法の導入ではなく、その企業の成長

に必要なサービスを有機的に結びつけて最も適したソリューションを提供しなければ成果として現れません。もはや

企業経営におけるマネジメントも最適化されたソリューションをいかに提供できるかが問われる時代であるといえま

す。

　今後も課題を解決するために当社グループは今まで培ってきた収益向上支援のためのノウハウをソリューションで

提供できるように、それぞれのノウハウを事業会社化し、セレブリックス・ホールディングス株式会社といたしまし

た。経営の５大経営資源である「人・物・金・情報・時間」の有効活用が成功している企業は、成長軌道に乗ってい

るといえます。当社グループは企業それぞれの経営資源をワンストップで有効活用することを目指していきます。

　「人」の有効活用についてコンサルティング領域では、マネジメント代行によるハンズオン型のノウハウの提供か

ら、人のモチベーション向上による組織の活性化を行うコンサルティング事業が対応しています。また、企業の組織

形態や商品サービス形態に応じて、主婦、アルバイト、ニート並びに定年退職者のマッチングを行い、最適な組織の

構築までをアウトソーシング事業が対応しております。

　「物」の有効活用については、商品自体の生産は行っておりませんが、商品の流通面において、販売の支援アウト

ソーシングをアウトソーシング事業が行い、販売促進の広報・イベントについては株式会社国連社並びに株式会社イー

ヴァム・インターナショナルにおいて対応しております。

　「金」については、セレブリックス・インベストメント株式会社を通じて、資金提供を行うことで成長スピードが

一気に上るベンチャー企業を中心に、資金提供及びマネジメント代行サービスを同時に行う投資形態で成長を支援し

ております。

　「情報」の有効活用ついては、経営の効率化のための最適なシステム導入を目標として、東京証券取引所１部上場

企業の株式会社エックスネットとのジョイントベンチャーであるエックス・ネット・サービス株式会社が対応してお

ります。

　「時間」の有効活用については、当社グループが前述のサービスを効果的に提供することで短期的には収益の向上

を図り、長期的には組織の無駄を省くことで事業スピードを飛躍的に増大させることが可能になるものと考えており

ます。現在では、当社グループにおいて一定のサービス領域を網羅することが出来るようになりました。今後はこれ

までの培ってきた「営業・販売」領域での顧客貢献を更に強化しながら、グループ各社の機能提供やシナジーの見込

める企業との事業提携によるサービスメニューの拡充を図っていくことで、企業の多様な課題解決に応えられる体制

を整備し対応していくことが中長期的な経営戦略の柱となると考えております。
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(4）会社の対処すべき課題

　当社では継続的な成長を実現する為に中長期的な経営戦略を具体化し、企業価値を高めるとともに、前述の「事業

等のリスク」で挙げた様々なリスク要因の経営への影響を最小化すべく、是正及び予防措置を講じていきます。  
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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）

対前中間期
比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金 ※３  1,432,891   1,183,045    1,836,135  

２．受取手形及び
売掛金

※２  1,988,900   872,404    2,005,603  

３．たな卸資産   172,439   30,755    70,563  

４．営業投資有価
証券

  78,266   51,370    114,880  

５．繰延税金資産   39,181   102,270    51,625  

６．その他   97,379   200,527    108,396  

貸倒引当金   △3,981   △4,114    △6,714  

流動資産合計   3,805,077 70.0  2,436,260 80.3 △1,368,817  4,180,489 72.4

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産
※

１,３
64,827 64,827  59,033 59,033  △5,793 113,380 113,380  

２．無形固定資産            

(1）のれん  727,350   141,493    579,413   

(2）その他  37,399 764,749  36,823 178,316  △586,433 35,156 614,569  

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

※３ 441,961   144,235    337,321   

(2）敷金保証金  －   159,037    321,588   

(3）繰延税金資
産

 56,053   2,987    38,513   

(4）その他  315,934   56,479    182,282   

貸倒引当金  △21,458 792,490  △7,027 355,711  △436,779 △18,679 861,025  

固定資産合計   1,622,067 29.8  593,060 19.6 △1,029,006  1,588,976 27.5

Ⅲ　繰延資産   9,419 0.2  3,336 0.1 △6,083  6,547 0.1

資産合計   5,436,564 100.0  3,032,657 100.0 △2,403,906  5,776,013 100.0
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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）

対前中間期
比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形及び
買掛金

※
２,３

 1,516,086   302,740    1,409,568  

２．短期借入金  ※３  1,000,000   700,000    700,000  

３．１年以内返済
長期借入金

  224,034   311,332    287,710  

４．未払金等   144,226   146,090    252,712  

５．未払法人税等   74,771   7,590    64,977  

６．賞与引当金   97,528   57,739    50,685  

７．その他   88,097   83,582    155,460  

流動負債合計   3,144,744 57.9  1,609,076 53.1 △1,535,668  2,921,115 50.6

Ⅱ　固定負債            

１．社債   548,000   16,000    532,000  

２．長期借入金   219,669   956,668    1,113,334  

３．退職給付引当
金

  139,255   －    26,715  

４．その他   46,731   2,201    40,933  

固定負債合計   953,656 17.5  974,869 32.1 21,213  1,712,982 29.7

負債合計   4,098,401 75.4  2,583,946 85.2 △1,514,454  4,634,097 80.3

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   608,810 11.2  657,016 21.6 48,206  610,370 10.6

２．資本剰余金   612,350 11.2  660,554 21.8 48,204  613,910 10.6

３．利益剰余金   129,180 2.4  △758,991 △25.0 △888,172  △80,258 △1.4

　株主資本合計   1,350,340 24.8  558,578 18.4 △791,762  1,144,021 19.8

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．その他有価証
券評価差額金

  △62,183 △1.1  △122,475 △4.0 △60,292  △50,180 △0.9

評価・換算差額
等合計

  △62,183 △1.1  △122,475 △4.0 △60,292  △50,180 △0.9

Ⅲ　新株予約権   34,320 0.6  － － △34,320  34,320 0.6

Ⅳ　少数株主持分   15,686 0.3  12,608 0.4 △3,077  13,755 0.2

純資産合計   1,338,163 24.6  448,711 14.8 △889,452  1,141,915 19.7

負債純資産合計   5,436,564 100.0  3,032,657 100.0 △2,403,906  5,776,013 100.0
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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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   4,418,045 100.0  3,752,743 100.0 △665,302  10,368,359 100.0

Ⅱ　売上原価   3,408,489 77.1  2,831,143 75.4 △577,346  8,105,254 78.2

売上総利益   1,009,555 22.9  921,600 24.6 △87,955  2,263,104 21.8

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１  973,562 22.0  1,226,074 32.7 252,512  2,345,085 22.6

営業利益又は
営業損失(△)

  35,993 0.9  △304,474 △8.1 △340,468  △81,980 △0.8

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  1,225   1,668    1,742   

２．受取配当金  2,460   3,425    5,330   

３．投資有価証券
売却益

 90   6,449    17,779   

４．安全協力会費  7,180   －    13,388   

５．レジ共済  －   2,868    －   

６．自社広告手数
料収入

 4,257   2,364    6,757   

７．その他  3,987 19,201 0.4 5,384 22,160 0.6 2,959 15,683 60,682 0.6

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  15,549   21,106    33,540   

２．投資有価証券
売却損

 1,914   7,401    4,570   

３．持分法による
投資損失

 11,522   75,265    11,522   

４．その他  9,115 38,101 0.9 4,977 108,751 2.9 70,649 15,120 64,753 0.6

経常利益又は
経常損失(△)

  17,093 0.4  △391,064 △10.4 △408,158  △86,051 △0.8

Ⅵ　特別利益            

１．賞与引当金戻
入益

 1,200   －    －   

２．保険解約益  2,545   －    －   

３．貸倒引当金戻
入益

 －   3,481    －   

４．その他  － 3,745 0.1 － 3,481 0.1 △263 56,711 56,711 0.5

Ⅶ　特別損失            

１．固定資産売却
損

※２ －   －    92   

２．固定資産除却
損

※３ 1,105   465    7,549   

３．固定資産臨時
償却費

 12,172   －    12,172   

４. 持分法による
投資損失

※５ －   143,402    －   

５. 関係会社株式
売却損

 －   192,829    －   

６．その他 ※４ 4,064 17,342 0.4 20,099 356,797 9.5 339,455 110,205 130,020 1.3

税金等調整前
中間純利益又
は税金等調整
前中間(当期)
純損失(△)

  3,496 0.1  △744,380 △19.8 △747,877  △159,300 △1.6

法人税、住民
税及び事業税

 68,863   7,088    111,896   

法人税等調整
額

 9,655 78,519 1.8 △71,589 △64,500 △1.7 △143,020 15,195 127,092 1.2

少数株主損失   7,615 0.2  1,147 0.0 △6,468  9,546 0.1

中間(当期)純
損失

  67,407 △1.5  678,732 △18.1 611,325  276,846 △2.7
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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

平成18年３月31日　残高

（千円）
608,810 612,350 196,587 1,417,747

中間連結会計期間中の変動額

中間純損失   △67,407 △67,407

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）
    

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － △67,407 △67,407

平成18年９月30日　残高

（千円）
608,810 612,350 129,180 1,350,340

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

平成18年３月31日　残高

（千円）
△22,252 34,320 23,302 1,453,116

中間連結会計期間中の変動額

中間純損失    △67,407

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）
△39,930  △7,615 △47,546

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△39,930 － △7,615 △114,953

平成18年９月30日　残高

（千円）
△62,183 34,320 15,686 1,338,163
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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）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年３月31日　残高

（千円）
610,370 613,910 △80,258 1,144,021

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 46,646 46,644  93,290

中間純損失   △678,732 △678,732

連結除外に伴う利益剰余金増加

高
  573,545 573,545

持分法適用に伴う利益剰余金減

少高
  △573,545 △573,545

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）
    

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
46,646 46,644 △678,732 △585,442

平成19年９月30日　残高

（千円）
657,016 660,554 △758,991 558,578

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

平成19年３月31日　残高

（千円）
△50,180 34,320 13,755 1,141,915

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行    93,290

中間純損失    △678,732

連結除外に伴う利益剰余金増加

高
   573,545

持分法適用に伴う利益剰余金減

少高
   △573,545

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）
△72,294 △34,320 △1,147 △107,761

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△72,294 △34,320 △1,147 △693,204

平成19年９月30日　残高

（千円）
△122,475 － 12,608 448,711
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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

平成18年３月31日　残高

（千円）
608,810 612,350 196,587 1,417,747

連結会計年度中の変動額

新株の発行 1,560 1,560  3,120

当期純損失   △276,846 △276,846

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）
1,560 1,560 △276,846 △273,726

平成19年３月31日　残高

（千円）
610,370 613,910 △80,258 1,144,021

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

平成18年３月31日　残高

（千円）
△22,252 34,320 23,302 1,453,116

連結会計年度中の変動額

新株の発行    3,120

当期純損失    △276,846

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△27,927 － △9,546 △37,474

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
△27,927 － △9,546 △311,200

平成19年３月31日　残高

（千円）
△50,180 34,320 13,755 1,141,915
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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）

対前中間期比

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）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

     

税金等調整前中間純
利益又は税金等調整
前中間（当期）純損
失（△）

 3,496 △744,380 △747,877 △159,300

減価償却費  18,576 13,225 △5,351 28,402

のれん償却額  41,666 60,336 18,669 115,209

貸倒引当金の増減額
(減少：△)

 4,492 △7,254 △11,746 5,936

賞与引当金の増減額
(減少：△)

 △3,315 14,688 18,004 △55,681

退職給付引当金の減
少額

 △54,992 △21,928 33,063 △167,532

有形固定資産除却損  1,105 465 △639 7,549

投資有価証券売却益  △90 △6,449 △6,359 △17,779

投資有価証券売却損  1,914 7,401 5,487 4,570

関係会社株式売却損  － 192,829 192,829 5,586

投資有価証券評価損  － 11,838 11,838 25,578

受取利息及び受取配
当金

 △3,686 △5,093 △1,407 △7,073

支払利息  15,549 21,106 5,556 33,540

持分法による投資損
失

 11,522 218,668 207,146 11,522

売上債権の減少額  193,941 505,448 311,506 182,887

たな卸資産の増減額
(増加：△)

 10,516 △21,358 △31,874 92,737

営業投資有価証券の
増減額
(増加：△)

 △36,509 66,389 102,899 △74,750

差入保証金の増減額
(増加：△)

 17,014 － △17,014 △173,405

仕入債務の減少額  △51,597 △475,124 △423,527 △158,115

未払金等の増減額
(減少：△)

 △22,573 △58,720 △36,147 82,184

未払消費税等の増減
額
(減少：△)

 690 △14,423 △15,113 12,558

その他  △27,579 36,542 64,122 △74,545

小計  120,142 △205,793 △325,935 △279,920

利息及び配当金の受
取額

 3,686 4,812 1,126 5,701

利息の支払額  △14,882 △21,643 △6,760 △35,370

法人税等の支払額  △72,414 △58,056 14,357 △125,546

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 36,531 △280,680 △317,212 △435,135
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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）

対前中間期比

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）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

     

定期預金の預入によ
る支出

 △56,103 △112,170 △56,067 △179,744

定期預金の払戻によ
る収入

 46,400 111,658 65,258 170,041

有形固定資産の取得
による支出

 △251 △62,881 △62,630 △1,398

有形固定資産の売却
による収入

 19,606 － △19,606 19,607

無形固定資産の取得
による支出

 △19,142 △8,220 10,922 △19,452

投資有価証券の取得
による支出

 △30,962 △25,336 5,625 △30,962

投資有価証券の売却
による収入

 36,622 112,268 75,645 153,550

ゴルフ会員権の売却
による収入

 32,563 － △32,563 32,563

貸付金の回収による
収入

 85,241 535 △84,706 92,147

連結の範囲の変更を
伴う子会社株式の取
得による収入

 147,076 － △147,076 147,076

連結の範囲の変更を
伴う子会社株式の売
却による支出

 － △84,990 △84,990 －

その他  1,490 － △1,490 26,150

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 262,542 △69,136 △331,678 409,580

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

短期借入金の減少額  △100,000 － 100,000 △400,000

社債の償還による支
出

 － △16,000 △16,000 △16,000

長期借入れによる収
入

 200,000 － △200,000 1,400,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △195,997 △133,044 62,953 △438,656

自己新株予約権の取
得による支出

 － △34,320 △34,320 －

株式の発行による収
入

 － 93,290 93,290 2,532

その他  － － － 84,000

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △95,997 △90,074 5,923 631,876

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加額

 203,077 △439,891 △642,968 606,320

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 1,016,116 1,622,437 606,320 1,016,116

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 1,219,193 1,182,545 △36,647 1,622,437
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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 （1）連結子会社の数　６社

主要な連結子会社の名称

セレブリックス・インベスト

メント㈱

エックス・ネット・サービス

㈱

セレブリックス・ビジネス・

ソリューション㈱

㈱イーヴァム・インターナ

ショナル

㈱国連社

㈱大東通信社

　上記のうち、㈱イーヴァム・イ

ンターナショナルについては、平

成18年６月１日付で同社株式の議

決権及び所有割合の75％を取得し

たため、連結の範囲に含めており

ます。

　㈱国連社については、持分法の

適用の範囲に含めておりましたが、

平成18年６月29日付で同社株式の

追加取得を行い、議決権及び所有

割合の85.76％を取得したため、連

結の範囲に含めております。

　また、㈱大東通信社においては、

㈱国連社の子会社であり同社の株

式取得に伴い、連結の範囲に含め

ております。

（1）連結子会社の数　３社

主要な連結子会社の名称

セレブリックス・インベスト

メント㈱

エックス・ネット・サービス

㈱

㈱イーヴァム・インターナ

ショナル

　前連結会計年度において連結子

会社でありました㈱国連社は、平

成19年９月４日付で同社株式の所

有割合の46.37％を売却したため、

連結の範囲より除外し、持分法の

適用の範囲に含めております。

（1）連結子会社の数　４社

主要な連結子会社の名称

セレブリックス・インベスト

メント㈱

エックス・ネット・サービス

㈱

㈱イーヴァム・インターナ

ショナル

㈱国連社

　上記のうち、㈱イーヴァム・イ

ンターナショナルについては、平

成18年６月１日付で同社株式の議

決権及び所有割合の75％を取得し

たため、連結の範囲に含めており

ます。

　㈱国連社については、平成18年

４月26日付で同社株式の議決権及

び所有割合の35％を取得したため、

持分法の適用の範囲に含めており

ましたが、平成18年６月29日付で

同社株式の追加取得を行い、議決

権及び所有割合の85.76％を取得し

たため、連結の範囲に含めており

ます。なお、㈱大東通信社におい

ては、㈱国連社の子会社であり同

社の株式取得に伴い、平成18年10

月１日付で㈱国連社と合併してお

ります。

　また、前連結会計年度において

連結子会社でありましたセレブ

リックス・ビジネス・ソリュー

ション㈱については、平成18年12

月１日付で当社と合併したため、

連結の範囲から除いております。

２．持分法の適用に関する事

項

  ㈱国連社は、平成18年４月26日

付で同社株式の議決権及び所有割

合の35％を取得したため、持分法

の適用の範囲に含めておりました

が、平成18年６月29日付で同社株

式を追加取得し連結子会社となっ

たため、持分法の適用の範囲から

除外しております。

  前連結会計年度において連結子

会社でありました㈱国連社は、平

成19年９月４日付で同社株式の所

有割合の46.37％を売却したため、

連結の範囲より除外し、持分法の

適用の範囲に含めております。

  ㈱国連社は、平成18年４月26日

付で同社株式の議決権及び所有割

合の35％を取得したため、持分法

の適用の範囲に含めておりました

が、平成18年６月29日付で同社株

式を追加取得し連結子会社となっ

たため、持分法の適用の範囲から

除外しております。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

  連結子会社のうち、㈱イーヴァ

ム・インターナショナルは、決算

日変更により決算日が９月30日と

なっております。　

　中間連結財務諸表の作成に当

たっては、当中間連結決算日現在

で実施した決算に基づく財務諸表

を使用しております。　

  すべての連結子会社の中間決算

日の末日は、中間連結決算日と一

致しております。

　すべての連結子会社の事業年度の

末日は、連結決算日と一致しており

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）

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

イ．有価証券

（イ）その他有価証券(営業投資

有価証券を含む） 

①時価のあるもの 

　中間期末日の市場価格等に

基づく時価法であります。ま

た、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。

イ．有価証券

（イ）その他有価証券(営業投資

有価証券を含む） 

①時価のあるもの 

同左

イ．有価証券

（イ）その他有価証券(営業投資

有価証券を含む） 

①時価のあるもの

　期末日の市場価格等に基づ

く時価法であります。また、

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。

②時価のないもの

　移動平均法に基づく原価法

であります。 

②時価のないもの

同左

②時価のないもの

同左

ロ．デリバティブ

 時価法  

ロ．デリバティブ

同左

ロ．デリバティブ

同左

ハ．たな卸資産

（イ）商品

移動平均法による原価法

(ロ) 仕掛品

個別法による原価法

(ハ) 貯蔵品

最終仕入原価法   

ハ．たな卸資産

（イ）商品

同左

(ロ) 仕掛品

同左

(ハ) 貯蔵品

同左

ハ．たな卸資産

（イ）商品

同左

(ロ) 仕掛品

同左

(ハ) 貯蔵品

同左

（２) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ．有形固定資産

　定率法を採用しております。

但し、建物(建物付属設備を除

く)については定額法を採用し

ております。

　主な耐用年数は３～47年であ

ります。

イ．有形固定資産

　定率法を採用しております。

但し、建物(建物付属設備を除

く)については定額法を採用し

ております。

　主な耐用年数は以下のとおり

であります。

 建物 ３～15年

 器具備品

 及び運搬具
３～20年

（会計方針の変更）

　当社は、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

れによる損益に与える影響は軽

微であります。

（追加情報）

　法人税法改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産

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

れによる損益に与える影響は軽

微であります。

イ．有形固定資産

　定率法を採用しております。

但し、建物(建物付属設備を除

く)については定額法を採用し

ております。

　主な耐用年数は以下のとおり

であります。

 建物及び構築物 ３～50年

 器具備品

 及び運搬具
３～20年
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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 

ロ．無形固定資産

　定額法を採用しておりま

す。

  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。 

ロ．無形固定資産

同左

ロ．無形固定資産

同左

ハ．繰延資産

新株発行費

　３年で均等償却をしておりま

す。 

ハ．繰延資産

────── 

ハ．繰延資産

────── 

（２) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

────── 株式交付費

　３年の定額法により償却して

おります。

株式交付費

　３年の定額法により償却して

おります。前連結会計年度に連

結貸借対照表に計上されていた

新株発行費については３年で毎

期均等償却しております。

（会計方針の変更）

　当連結会計年度より、「繰延

資産の会計処理に関する当面の

取扱い」（企業会計基準委員会

実務対応報告第19号　平成18年

８月11日）を適用しております。

これによる損益に与える影響は

軽微であります。

創立費

　５年で均等償却をしておりま

す。

社債発行費

　支払時に全額費用処理してお

ります。

創立費

同左

 

────── 

創立費

同左

 

────── 

（３) 重要な引当金の計上基

準 

イ．貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備え

るため、主として一般債権につ

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。

イ．貸倒引当金

同左

イ．貸倒引当金

同左

ロ．賞与引当金  

　従業員に対して支給する賞与

等の支出に充てるため、支給対

象期間に対する支払見積額を計

上しております。

ロ．賞与引当金  

同左

ロ．賞与引当金

同左

ハ．退職給付引当金

　一部の子会社においては、退

職一時金制度を設けており、従

業員の退職給付に備えるため、

退職給付会計に関する実務指針

（中間報告）（日本公認会計士

協会　会計制度委員会報告第13

号)に定める簡便法（期末自己

要支給額を退職給付債務とする

方法）により、当連結中間会計

期間末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。

ハ．退職給付引当金

──────

ハ．退職給付引当金

　一部の子会社においては、退

職一時金制度を設けており、従

業員の退職給付に備えるため、

退職給付会計に関する実務指針

（中間報告）（日本公認会計士

協会　会計制度委員会報告第13

号)に定める簡便法（期末自己

要支給額を退職給付債務とする

方法）により、当連結会計年度

末において発生していると認め

られる額を計上しております。
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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）

（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。

同左 同左

（５）重要なヘッジ会計の方

法

イ．ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。また、金利スワップに

ついて特例処理の条件を充たし

ている場合には特例処理を採用

しております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

  当中間連結会計期間にヘッジ

会計を適用したヘッジ対象と

ヘッジ手段は以下のとおりであ

ります。

ヘッジ手段

金利スワップ

ヘッジ対象

借入金

ハ．ヘッジ方針 

  主に当社の内規である「デリ

バティブ取引に関する取扱」に

基づき、金利変動リスクをヘッ

ジしております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

  特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評

価を省略しております。

イ．ヘッジ会計の方法 

同左

 

 

 

 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左

 

  

 

　

　

　

　

ハ．ヘッジ方針 

同左

 

 

 

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

同左

 

 

イ．ヘッジ会計の方法

同左

 

 

 

 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

  当連結会計年度にヘッジ会計

を適用したヘッジ対象とヘッジ

手段は以下のとおりであります。

ヘッジ手段

金利スワップ

ヘッジ対象

借入金

ハ．ヘッジ方針

同左

 

 

 

ニ．ヘッジ有効性評価の方法

同左

 

 

（６）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための基本となる

重要な事項

イ．消費税等の会計処理 

  消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。

ロ．役員報酬の売上原価算入 

  役員報酬に関しましては、当

社のコンサルティングサービス

の提供という事業の性質及び役

員の一部がコンサルタントとい

う実態を反映して役員報酬の一

部を売上原価に算入しておりま

す。

イ．消費税等の会計処理 

同左

 

ロ．役員報酬の売上原価算入 

同左

イ．消費税等の会計処理

同左

 

ロ．役員報酬の売上原価算入

同左

５．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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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

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）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）　

　当中間連結会計期間より、「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分の表示に関する会

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1,288,157千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成しております。

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）　

　当連結会計年度より、「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

対照表の純資産の分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1,093,840千円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対

照表の純資産の部については、連結財務諸表

規則の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規

則により作成しております。

表示方法の変更

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）

────── （中間連結損益計算書関係）

　前中間連結会計期間において、「安全協力会費」として掲記されて

いたものは、当中間連結会計期間から「レジ共済」と表示しておりま

す。

　これは、当中間連結会計期間から「安全協力会費」のうち保険料等

を当社負担にしたことにより、アルバイトの誤りにより発生したレジ

差額等の損失補填に充当している「レジ共済」が主となったためであ

ります。

追加情報

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）

（のれんの償却に関する事項）

　株式会社イーヴァム・インターナショナル

及び株式会社国連社に係るのれんの償却につ

いては、その効果が発現すると見積もられる

期間（５年）で償却しております。

──────

　

──────
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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
（平成19年３月31日）

 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

 115,425千円

 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

  14,457千円

 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

  68,866千円

 ※２　中間連結会計期間末日満期手形

  中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、当中間連結会計期間の

末日が金融機関の休日でしたが、満期日

に決済が行われたものとして処理してお

ります。当中間連結会計期間末日満期手

形の金額は、次のとおりであります。

受取手形 6,594千円 

支払手形  74,560千円 

 ※２　　     　──────

 

 ※２　連結会計年度末日満期手形

　連結会計年度末日満期手形の会計処理

については、当連結会計年度の末日が金

融機関の休日でしたが、満期日に決済が

行われたものとして処理しております。

当連結会計年度末日満期手形の金額は、

次のとおりであります。

受取手形 17,342千円 

支払手形 51,321千円 

 ※３　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

定期預金 153,353千円 

土地 32,239千円 

投資有価証券 158,395千円 

　計 343,988千円 

　担保付債務は次のとおりであります。

支払手形 139,797千円 

買掛金 179,299千円 

短期借入金 300,000千円 

　計 619,097千円 

 ※３　　     　──────  ※３　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

定期預金 154,453千円 

投資有価証券 46,730千円 

　計 201,183千円 

　担保付債務は次のとおりであります。

支払手形 104,179千円 

買掛金 193,032千円 

　計 297,211千円 

４　　     　──────

 

  

５　裏書手形譲渡高   　    6,986千円

   ６　　     　──────

４　金融機関からの借入等に対する債務保

証

㈱国連社 500,000千円

５　裏書手形譲渡高   　    3,280千円

 　６　財務制限条項

 　(1)平成18年10月25日付シンジケートロー

ン契約（平成19年９月10日付変更契

約）

 ① 本決算の貸借対照表における自己

資本の合計金額（純資産の部の合

計金額より新株予約権及び繰延ヘッ

ジ損益の合計金額を控除した金額）

が直前の決算期の末日における貸

借対照表の自己資本の合計金額の

80％未満になった場合、財務制限

条項に抵触することとなる。

 ② 平成20年３月期以降、本決算の連

結貸借対照表における自己資本の

合計金額（純資産の部の合計金額

より新株予約権、少数株主持分及

び繰延ヘッジ損益の合計金額を控

除した金額）が直前の決算期の末

日における連結貸借対照表の自己

資本の合計金額の90％未満になっ

た場合、財務制限条項に抵触する

こととなる。

 ③ 平成20年３月期以降、本決算の報

告書等に記載される損益計算書の

経常損益を損失とした場合には財

務制限条項に抵触することとなる。

４　　     　──────

 

　 　

５　裏書手形譲渡高   　    2,046千円

 　６　財務制限条項

 　(1)平成18年10月25日付シンジケートロー

ン契約

 ① 本決算の貸借対照表における自己

資本の合計金額（純資産の部の合

計金額より新株予約権及び繰延ヘッ

ジ損益の合計金額を控除した金額）

が直前の決算期の末日における貸

借対照表の自己資本の合計金額の

80％未満になった場合、財務制限

条項に抵触することとなる。

 ② 本決算の連結貸借対照表における

自己資本の合計金額（純資産の部

の合計金額より新株予約権、少数

株主持分及び繰延ヘッジ損益の合

計金額を控除した金額）が直前の

決算期の末日における連結貸借対

照表の自己資本の合計金額の80％

未満になった場合、財務制限条項

に抵触することとなる。

 ③ 本決算の報告書に記載される損益

計算書の経常損益を２期連続して

損失とした場合には財務制限条項

に抵触することとなる。
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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
（平成19年３月31日）

   　　     　──────  ④ 平成20年３月期以降、本決算の報

告書等に記載される連結損益計算

書の経常損益を損失とした場合に

は財務制限条項に抵触することと

なる。

 　(2)平成18年10月25日付コミットメントラ

イン契約

 ① 本決算の貸借対照表における自己

資本の合計金額（純資産の部の合

計金額より新株予約権及び繰延ヘッ

ジ損益の合計金額を控除した金額）

が直前の決算期の末日における貸

借対照表の自己資本の合計金額の

80％未満になった場合、財務制限

条項に抵触することとなる。

 ② 本決算の連結貸借対照表における

自己資本の合計金額（純資産の部

の合計金額より新株予約権、少数

株主持分及び繰延ヘッジ損益の合

計金額を控除した金額）が直前の

決算期の末日における連結貸借対

照表の自己資本の合計金額の80％

未満になった場合、財務制限条項

に抵触することとなる。

 ③ 本決算の報告書に記載される損益

計算書の経常損益を２期連続して

損失とした場合には財務制限条項

に抵触することとなる。

 ④ 本決算の報告書に記載される連結

損益計算書の経常損益を２期連続

して損失とした場合には財務制限

条項に抵触することとなる。

 ④ 本決算の報告書に記載される連結

損益計算書の経常損益を２期連続

して損失とした場合には財務制限

条項に抵触することとなる。

 

 　(2)平成18年10月25日付コミットメントラ

イン契約

同左

 　(3)平成19年１月10日付金銭消費貸借契約

 ① 本決算及び中間決算の貸借対照表

における純資産の部の金額を直前

の決算期の末日における貸借対照

表の資本の部又は純資産の部の金

額の80％未満になった場合につい

ては財務制限条項に抵触すること

となる。

 ② 本決算及び中間決算の連結貸借対

照表における純資産の部の金額を

直前の決算期の末日における連結

貸借対照表の資本の部又は純資産

の部の金額の80％未満になった場

合については財務制限条項に抵触

することとなる。

 　(3)平成19年１月10日付金銭消費貸借契約

 ① 本決算及び中間決算の貸借対照表

における純資産の部の金額を直前

の決算期の末日における貸借対照

表の資本の部又は純資産の部の金

額の80％未満になった場合につい

ては財務制限条項に抵触すること

となる。

 ② 本決算及び中間決算の連結貸借対

照表における純資産の部の金額を

直前の決算期の末日における連結

貸借対照表の資本の部又は純資産

の部の金額の80％未満になった場

合については財務制限条項に抵触

することとなる。
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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
（平成19年３月31日）

   　　     　──────  ③ 平成19年３月期以降の決算につい

て決算期の末日において、個別の

EBITDA（EBITDA=営業利益+受取利

息+配当金+減価償却実施額+のれん

償却額+無形固定資産償却額）につ

いて、２期連続して負の値とした

場合については財務制限条項に抵

触することとなる。

 ④ 平成19年３月期以降の決算につい

て決算期の末日において、連結の

EBITDA（EBITDA=営業利益+受取利

息+配当金+減価償却実施額+のれん

償却額+無形固定資産償却額）につ

いて、２期連続して負の値とした

場合については財務制限条項に抵

触することとなる。

　本中間決算日において、①②の財

務制限条項に抵触いたしましたが、

借入先との協議の結果、一括返済不

要の通知を受けております。

 ③ 平成19年３月期以降の決算につい

て決算期の末日において、個別の

EBITDA（EBITDA=営業利益+受取利

息+配当金+減価償却実施額+のれん

償却額+無形固定資産償却額）につ

いて、２期連続して負の値とした

場合については財務制限条項に抵

触することとなる。

 ④ 平成19年３月期以降の決算につい

て決算期の末日において、連結の

EBITDA（EBITDA=営業利益+受取利

息+配当金+減価償却実施額+のれん

償却額+無形固定資産償却額）につ

いて、２期連続して負の値とした

場合については財務制限条項に抵

触することとなる。

（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 84,894千円 

給与手当 336,727千円 

地代家賃 75,436千円 

減価償却費 4,736千円 

支払報酬 17,652千円 

賞与引当金繰入額 59,366千円 

旅費交通費 45,678千円 

給与手当 413,249千円 

地代家賃 130,282千円 

賞与引当金繰入額 44,519千円 

役員報酬 167,697千円 

給与手当 842,408千円 

地代家賃 187,721千円 

減価償却費 13,194千円 

賞与引当金繰入額 47,929千円 

 ※２　　     　──────  ※２　　     　──────  ※２　固定資産売却損の内容は次のとおりで

あります。 

車両運搬具 92千円 

 ※３　固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。 

 ※３　固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。 

 ※３　固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。 

器具備品 1,105千円 器具備品 465千円 建物 2,845千円 

器具備品 4,704千円 

　合計 7,549千円 

 ※４  その他のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

過年度前払費用償却

不足額

1,660千円 

過年度敷引償却不足

額

　1,553千円 

　合計 3,214千円 

 ※４　　     　──────  ※４　　     　──────

 ※５　　     　──────  ※５　持分法による投資損失（特別損失）は、

持分法適用関連会社である株式会社国連

社に係るのれん相当額の減損処理を行っ

たことによる損失であります。

 ※５　　     　──────
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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に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

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 27,175 － － 27,175

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

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

提出会社

（親会社）
平成17年11月新株予約権 普通株式 5,500 － － 5,500 34,320

(注) 上記の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。

４．配当に関する事項

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）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

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 27,475 2,000 － 29,475

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加2,000株は、第三者割当による新株の発行による増資であります。

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

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

提出会社

（親会社）
平成17年11月新株予約権 普通株式 5,500 － 5,500 － －

(注) 平成17年11月新株予約権の当中間連結会計期間の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

４．配当に関する事項

該当事項はありません。
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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に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

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 27,175 300 － 27,475

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加300株は、ストック・オプションの権利行使による増加であります。

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

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

提出会社

（親会社）
平成17年11月新株予約権 普通株式 5,500 － － 5,500 34,320

４．配当に関する事項

該当事項はありません。

（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

（平成18年９月30日現在）

※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

（平成19年９月30日現在）

※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19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,432,891千円

預入期間が３か月を

超える定期預金
△213,698千円

現金及び現金同等物 1,219,193千円

現金及び預金勘定 1,183,045千円

預入期間が３か月を

超える定期預金
△500千円

現金及び現金同等物 1,182,545千円

現金及び預金勘定 1,836,135千円

預入期間が３か月を

超える定期預金
△213,698千円

現金及び現金同等物 1,622,437千円
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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）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び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、減損償却累計額相当

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)

 器具備品 73,160 42,264 30,895

ソフトウェア 35,086 22,738 12,348

合計 108,247 65,003 43,244

 

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)

 器具備品 12,509 5,100 7,408

ソフトウェア 12,692 6,557 6,134

合計 25,202 11,658 13,543

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

 器具備品 76,507 46,900 29,606

ソフトウェア 35,550 26,719 8,830

合計 112,058 73,620 38,437

(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 22,336千円

１年超 19,848千円

合計 42,184千円

１年内 5,285千円

１年超 8,546千円

合計 13,831千円

１年内 21,623千円

１年超 17,588千円

合計 39,212千円

(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 7,476千円

減価償却費相当額 7,093千円

支払利息相当額 356千円

支払リース料 11,977千円

減価償却費相当額 11,322千円

支払利息相当額 600千円

支払リース料 20,145千円

減価償却費相当額 19,188千円

支払利息相当額 806千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額とし、

各期への配分方法については、利息法

によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料

２．　　　　　 ―――――― ２．　　　　　 ――――――

１年内 37,368千円

１年超 24,912千円

合計 62,281千円

（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）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 460,510 438,227 △22,282

(2）債券 － － －

(3）その他 10,000 7,091 △2,908

合計 470,510 445,318 △25,191

２．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

非上場株式 73,909

その他 1,000

合計 74,909

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 246,367 147,555 △98,812

(2）債券 － － －

(3）その他 3,605 3,605 －

合計 249,973 151,160 △98,812

（注）当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のあるもののうち株式7,936千円、その他6,394千

円減損処理を行っております。

２．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

営業投資有価証券に属するもの

非上場株式 44,444

（注）当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価評価されていない株式57,595千円減損処理を行っ

ております。
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前連結会計年度末（平成19年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

(1）株式 340,335 338,231 △2,104

(2）債券 － － －

(3）その他 10,000 6,560 △3,439

合計 350,335 344,792 △5,543

（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式25,578千円減損処理を行っております。

２．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

  営業投資有価証券に属するもの

　　非上場株式 102,040

  投資有価証券に属するもの

非上場株式 5,369

　合計 107,409
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（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等 (千円) 時価 (千円) 評価損益 (千円)

金利  スワップ取引 520,000 △6,398 △6,398

  キャップ取引 1,200,000 1,171 △2,207

  (△3,378)   

合計 1,720,000 △5,227 △8,605

　(注) １　時価の算定は、取引金融機関より提示された価格等によります。

２　上記取引の契約額等（想定元本）は、この金額自体が当該取引に係るリスク量を示すものではありません。

３　（ ）内の金額は、キャップ取引に係るオプション料であります。

４　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等 (千円) 時価 (千円) 評価損益 (千円)

金利  スワップ取引 420,000 △2,201 △2,201

合計 420,000 △2,201 △2,201

　(注) １　時価の算定は、取引金融機関より提示された価格等によります。

２　上記取引の契約額等（想定元本）は、この金額自体が当該取引に係るリスク量を示すものではありません。

３　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

前連結会計年度末（平成19年３月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等 (千円) 時価 (千円) 評価損益 (千円)

金利  スワップ取引 520,000 △4,243 △4,243

合計 520,000 △4,243 △4,243

　(注) １　時価の算定は、取引金融機関より提示された価格等によります。

２　上記取引の契約額等（想定元本）は、この金額自体が当該取引に係るリスク量を示すものではありません。

３　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
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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

当中間連結会計期間において存在した、ストック・オプションは、以下のとおりであります。

平成16年３月
ストック・オプション

平成16年５月
ストック・オプション

平成17年11月
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社取締役４名

当社従業員４名
当社従業員１名

当社取締役６名、当社監査役

１名、当社従業員９名、当社

顧問１名、その他６名 

ストック・オプション数

（注）１
普通株式　　　7,200株 普通株式　　　　300株 普通株式　　　5,500株

付与日 平成16年４月12日 平成16年５月１日 平成17年12月９日

対象勤務期間 該当事項はありません。 同左 同左 

権利行使期間
平成18年４月13日から

平成26年４月12日まで

平成18年５月２日から

平成26年４月12日まで

平成18年４月１日から

平成22年３月31日まで

（注）　株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当中間連結会計期間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

平成16年３月
ストック・オプション

平成16年５月
ストック・オプション

平成17年11月
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 7,200 300 5,500

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 7,200 300 5,500

未確定残 － － －

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － －

権利確定 7,200 300 5,500

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 7,200 300 5,500

②　単価情報

平成16年３月
ストック・オプション

平成16年５月
ストック・オプション

平成17年11月
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 10,400 10,400 296,100

公正な評価単価（付与日）（円）

（注）１
－ － －

（注）１．会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、記載しておりません。

２．中間連結財務諸表への影響額
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　会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、中間連結財務諸表への影響はありません。

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）

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

当中間連結会計期間において存在した、ストック・オプションは、以下のとおりであります。

平成16年３月
ストック・オプション

平成17年11月
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社取締役４名、当社従業員４名

当社取締役６名、当社監査役１名、当

社従業員９名、当社顧問１名、その他

６名 

ストック・オプション数

（注）１
普通株式　　　7,200株 普通株式　　　5,500株

付与日 平成16年４月12日 平成17年12月９日

権利確定条件 該当事項はありません。 同左 

対象勤務期間 該当事項はありません。 同左 

権利行使期間
平成18年４月13日から

平成26年４月12日まで

平成18年４月１日から

平成22年３月31日まで

（注）株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当中間連結会計期間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

平成16年３月
ストック・オプション

平成17年11月
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 7,200 5,500

権利確定 － －

権利行使 － －

失効 － 5,500

未行使残 7,200 －
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②　単価情報

平成16年３月
ストック・オプション

平成17年11月
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 10,400 296,100

公正な評価単価（付与日）（円）

（注）１
－ －

（注）１．会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、記載しておりません。

２．中間連結財務諸表への影響額

　会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、中間連結財務諸表への影響はありません。
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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

当連結会計年度において存在した、ストック・オプションは、以下のとおりであります。

平成16年３月
ストック・オプション

平成16年５月
ストック・オプション

平成17年11月
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社取締役４名

当社従業員４名
当社従業員１名

当社取締役６名、当社監査役

１名、当社従業員９名、当社

顧問１名、その他６名 

ストック・オプション数

（注）１
普通株式　　　7,200株 普通株式　　　　300株 普通株式　　　5,500株

付与日 平成16年４月12日 平成16年５月１日 平成17年12月９日

権利確定条件 該当事項はありません。 同左 同左 

対象勤務期間 該当事項はありません。 同左 同左 

権利行使期間
平成18年４月13日から

平成26年４月12日まで

平成18年５月２日から

平成26年４月12日まで

平成18年４月１日から

平成22年３月31日まで

（注）株式数に換算して記載しております。

(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

平成16年３月
ストック・オプション

平成16年５月
ストック・オプション

平成17年11月
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 7,200 300 5,500

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 7,200 300 5,500

未確定残 － － －

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － －

権利確定 7,200 300 5,500

権利行使 － 300 －

失効 － － －

未行使残 7,200 － 5,500
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②　単価情報

平成16年３月
ストック・オプション

平成16年５月
ストック・オプション

平成17年11月
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 10,400 10,400 296,100

行使時平均株価　　　　　（円） － 173,000 －

公正な評価単価（付与日）（円）

（注）１
－ － －

（注）１．会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、記載しておりません。

２．連結財務諸表への影響額

　会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、連結財務諸表への影響はありません。
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（セグメント情報）

ａ．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）

 
コンサルテ

ィング事業

（千円）

アウトソーシ

ング事業

（千円）

セールスプロ

モーション事

業

（千円）

その他事業

（千円） 

計
（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する

売上高
628,324 939,750 2,822,149 27,821 4,418,045 － 4,418,045

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

6,115 5,265 － 1,457 12,838 △12,838 －

計 634,439 945,015 2,822,149 29,279 4,430,884 △12,838 4,418,045

営業費用 440,965 850,613 2,878,661 51,727 4,221,967 160,084 4,382,052

営業利益（又は営業損失） 193,474 94,402 △56,512 △22,447 208,916 △172,922 35,993

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　事業はサービス及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２. 各区分に属する主要なサービス

事業区分 主要製品

 コンサルティング事業
  営業・販売コンサルティング、人財採用・活用支援コンサルティング及び組織

診断コンサルティング等

 アウトソーシング事業
  短期・長期請負収益向上支援アウトソーシング、営業組織の一括業務請負アウ

トソーシング及びイベント運営受託等

セールスプロモーション

事業

  販売促進のための広告代理並びにプロモーションのための見本市・イベント

ブースの企画・制作

 その他事業
  アプリケーション・アウトソーシング事業（「XNETサービス」の販売及びサ

ポート事業）、投資・インキュベーション事業等

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の金額は160,084千円であり、その主なものは

当社の総務・人事並びに財務・経理等の管理部門に係わる費用であります。

４．従来コンサルティング事業、アウトソーシング事業及びその他事業に区分しておりましたが、当中間連結会

計期間において、株式会社国連社、株式会社大東通信社及び株式会社イーヴァム・インターナショナルを連

結子会社としたことに伴い、セールスプロモーション事業が追加されております。 
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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）

 
コンサルテ

ィング事業

（千円）

アウトソーシ

ング事業

（千円）

セールスプロ

モーション事

業

（千円）

その他事業

（千円） 

計
（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する

売上高
597,795 941,654 2,144,929 68,364 3,752,743 － 3,752,743

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

5,181 6,304 4,758 3,630 19,874 △19,874 －

計 602,977 947,958 2,149,688 71,994 3,772,618 △19,874 3,752,743

営業費用 512,165 826,746 2,351,529 136,260 3,826,702 230,515 4,057,218

営業利益（又は営業損失） 90,811 121,212 △201,840 △64,266 △54,084 △250,390 △304,474

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　事業はサービス及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２. 各区分に属する主要なサービス

事業区分 主要製品

 コンサルティング事業
  営業・販売コンサルティング、人財採用・活用支援コンサルティング及び組織

診断コンサルティング等

 アウトソーシング事業
  短期・長期請負収益向上支援アウトソーシング、営業組織の一括業務請負アウ

トソーシング

セールスプロモーション

事業

  販売促進のための広告代理並びにプロモーションのための見本市・イベント

ブースの企画・制作

 その他事業
  アプリケーション・アウトソーシング事業（「XNETサービス」の販売及びサ

ポート事業）、投資・インキュベーション事業等

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の金額は230,515千円であり、その主なものは

当社の総務・人事並びに財務・経理等の管理部門に係わる費用であります。
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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）

 
コンサルテ

ィング事業

（千円）

アウトソーシ

ング事業

（千円）

セールスプロ

モーション事

業

（千円）

その他事業

（千円） 

計
（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する

売上高
1,394,662 1,925,869 6,971,966 75,862 10,368,359 － 10,368,359

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

12,243 17,099 3,210 5,648 38,200 △38,200 －

計 1,406,905 1,942,968 6,975,176 81,510 10,406,559 △38,200 10,368,359

営業費用 1,044,141 1,790,860 7,244,827 113,971 10,193,800 256,540 10,450,339

営業利益（又は営業損失） 362,763 152,107 △269,651 △32,460 212,759 △294,740 △81,980

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　事業はサービス及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２. 各区分に属する主要なサービス

事業区分 主要製品

 コンサルティング事業
  営業・販売コンサルティング、人財採用・活用支援コンサルティング及び組織

診断コンサルティング等

 アウトソーシング事業
  短期・長期請負収益向上支援アウトソーシング、営業組織の一括業務請負アウ

トソーシング及びイベントプロデュース等

セールスプロモーション

事業

  販売促進のための広告代理並びにプロモーションのための見本市・イベント

ブースの企画・制作

 その他事業
  アプリケーション・アウトソーシング事業（「XNETサービス」の販売及びサ

ポート事業）、投資・インキュベーション事業等

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の金額は256,540千円であり、その主なものは

当社の総務・人事並びに財務・経理等の管理部門に係わる費用であります。

４. 従来コンサルティング事業、アウトソーシング事業及びその他事業に区分しておりましたが、当連結会計年

度において、株式会社国連社及び株式会社イーヴァム・インターナショナルを連結子会社としたことに伴い、

セールスプロモーション事業が追加されております。
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ｂ．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）

　当中間連結会計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため、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）

　当中間連結会計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため、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）

　当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため、該当事項はありません。

ｃ．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）

当中間連結会計期間において、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）

当中間連結会計期間において、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）

当連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。
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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 47,402.29円

１株当たり中間純損失金額 2,480.48円

　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、潜在株式は存在するもの

の１株当たり中間純損失であるため記載して

おりません。

１株当たり純資産額 14,795.69円

１株当たり中間純損失金額 24,407.82円

　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、潜在株式は存在するもの

の１株当たり中間純損失であるため記載して

おりません。

１株当たり純資産額 39,812.21円

１株当たり当期純損失金額 10,168.83円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式は存在するもの

の１株当たり当期純損失であるため記載して

おりません。

（注）１株当たり中間（当期）純損失金額及び潜在株式調整後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)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純損失（千円） 67,407 678,732 276,846

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純損失（千円） 67,407 678,732 276,846

期中平均株式数（株） 27,175 27,808 27,225

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

（うち支払利息(税額相当額控除後)） （－） （－） （－）

普通株式増加数（株） － － －

（うち新株予約権） （－） （－） （－）

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

新株予約権　１種類

（新株予約権の数　1,100個）

───── ─────
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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． 当社は平成18年10月25日付で下記のと

おりシンジケートローン契約を締結いた

しました。

 （1）目的

　安定的な資金調達手段の確保により、

子会社の資金効率の向上、金融費用の削

減及び財務関連業務コストの削減を図る

ことを目的としております。

  （2）内容

　シンジケートローン契約

  ①調達金額　６億円

　②適用利率　

３ヶ月TIBORを基準金利とし、スプ

レッドを加算した利率

　③契約日　　平成18年10月25日

　④実行日　　平成18年10月31日

　⑤借入期間　５年間

  ⑥返済条件　

１月、４月、７月、10月末の四半期毎

　⑦資金使途　子会社運転資金

　⑧アレンジャー（幹事行）　

  　株式会社三井住友銀行

  ⑨エージェント（貸付事務代理人）　

  　株式会社三井住友銀行

  ⑩参加金融機関　

  　株式会社三井住友銀行　　

  　商工組合中央金庫

　平成19年10月31日開催の当社取締役会にお

いて、第１回無担保普通社債（社債間限定同

順位特約付）の発行を決議し、平成19年11月

21日付にて発行いたしました。

１．社債の概要

(1) 社債の種類及び数

セレブリックス・ホールディングス株式

会社第１回無担保普通社債（社債間限定

同順位特約付）　49口

(2) 発行価額

１口につき　金 10,000,000円

(3) 発行総額

490,000,000円

(4) 利率

年５％

(5) 償還の方法及び期限

  ①期日償還

　②に示す繰上償還が行われなかった

場合の元金全額の償還又は繰上償還に

より償還されなかった元金部分の償還

は、平成22年11月19日にこれを行う。

なお、償還すべき日が銀行休業日にあ

たるときは、その前銀行営業日にこれ

を繰り上げる。

  ②繰上償還

　当社は本社債の発行日の翌日以降い

つでも残存する本社債の全部又は一部

について強制的に繰上償還を行うこと

ができる。本社債の一部の繰上償還を

行う場合には、抽選により償還する社

債を決定する。

２．発行時期

平成19年11月21日

３．担保

　本社債には、物上担保及び保証は付され

ておらず、また特に留保されている資産は

ありません。

４．資金の使途

　当社コンサルティング事業の商材である

マネージメントアウトソーシングにおける

コンサルタント等人材調達の目的で、主に

紹介料をはじめとする採用経費並びにこれ

に関わる事業の円滑な運営のための運営費

に充当いたします。また、関連会社への貸

付に起因して流出した運転資金等に充当い

たします。

５．財務上の特約

　「担保提供制限条項」が付されておりま

す。

　平成19年３月15日開催の当社取締役会にお

いて、平成17年12月９日発行の当社第４回新

株予約権の取得及び消却について決議し、平

成19年４月６日付で当該新株予約権の全部取

得及び消却が完了いたしました。

１．新株予約権を取得及び消却する理由

　当社第４回新株予約権につきましては、

将来の新株予約権行使により調達した資金

を用いた事業拡大の目的のもと、今後更な

る取引関係深耕等のためファースト・パー

トナーズ・グループ株式会社ほか社外協力

支援者、並びにインセンティブのために当

社取締役及び監査役並びに従業員に対して、

それぞれ発行いたしました。

　しかしながら、当社第４回新株予約権発

行後における株式市場の大幅な下落もあり、

当初予定していた資金調達が進展せず上記

目的の遂行が困難となったため、第４回新

株予約権については当該新株予約権の発行

時に定めていた「消却事由及び消却条件」

について会社法の施行により準じて読み替

える「会社が新株予約権を取得することが

できる事由及び取得の条件」に基づき、第

４回新株予約権の全部を取得し、併せてそ

のすべてを消却することといたしました。

２．取得及び消却した新株予約権の概要

(1) 新株予約権の名称

セレブリックス・ホールディングス株式

会社第４回新株予約権

(2) 新株予約権の総数

1,100個

（１個につき５株）

(3) 新株予約権の取得価額

１個につき金31,200円

（総額34,320,000円）
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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）
対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  491,864   1,080,204   588,340 1,091,037   

２．売掛金  355,913   466,444   110,531 370,811   

３．たな卸資産  2,107   15,585   13,477 16,908   

４．繰延税金資産  26,843   98,870   72,026 32,123   

５．関係会社短期
貸付金

 651,000   419,568   △231,432 602,902   

６．その他  27,594   99,018   71,423 46,005   

貸倒引当金  △3,879   △99,895   △96,016 △3,113   

流動資産合計   1,551,445 56.9  2,079,796 76.4 528,351  2,156,675 54.5

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1）建物  3,730   42,505   38,774 45,675   

(2）器具備品  4,023   15,104   11,081 18,219   

有形固定資産
合計

 7,754   57,609   49,855 63,894   

２．無形固定資産  35,321   35,524   202 33,147   

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

 202,258   144,235   △58,023 161,721   

(2）関係会社株
式

 811,476   236,568   △574,908 769,537   

(3）関係会社長
期貸付金

 －   466,668   466,668 533,334   

(4）差入保証金  70,862   124,795   53,933 189,609   

(5）その他  40,220   41,155   934 51,274   

貸倒引当金  △1,548   △466,668   △465,120 △4,203   

投資その他の
資産合計

 1,123,269   546,753   △576,515 1,701,273   

固定資産合計   1,166,344 42.8  639,887 23.5 △526,457  1,798,315 45.4

Ⅲ　繰延資産   7,701 0.3  2,635 0.1 △5,066  5,134 0.1

資産合計   2,725,491 100.0  2,722,319 100.0 △3,172  3,960,125 100.0

            

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金  47,537   43,925   △3,611 74,561   

２．短期借入金  700,000   700,000   － 700,000   

３．１年以内返済
長期借入金

 101,342   293,332   191,990 255,010   

４．未払金  79,277   114,573   35,296 101,917   

５．未払法人税等  73,282   7,375   △65,906 55,779   

６．賞与引当金  44,139   43,499   △639 45,801   

７．その他 ※２ 57,357   59,095   1,737 133,352   

流動負債合計   1,102,935 40.5  1,261,802 46.4 158,867  1,366,423 34.5
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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）
対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金  140,000   956,668   816,668 1,103,334   

２．その他  30   －   △30 －   

固定負債合計   140,030 5.1  956,668 35.1 816,637  1,103,334 27.8

負債合計   1,242,965 45.6  2,218,470 81.5 975,504  2,469,757 62.3

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   608,810 22.3  657,016 24.1 48,206  610,370 15.4

 　２．資本剰余金            

(1）資本準備金  612,350   660,554    613,910   

資本剰余金合計   612,350 22.5  660,554 24.3 48,204  613,910 15.5

 　３．利益剰余金            

(1）その他利益
剰余金

           

繰越利益剰
余金

 278,393   △693,275    283,342   

利益剰余金合計   278,393 10.2  △693,275 △25.5 △971,668 △971,668 283,342 7.2

株主資本合計   1,499,553 55.0  624,294 22.9 △875,258  1,507,622 38.1

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．その他有価証
券評価差額金

  △51,347 △1.9  △120,445 △4.4 △69,097  △51,574 △1.3

評価・換算差額
等合計

  △51,347 △1.9  △120,445 △4.4 △69,097  △51,574 △1.3

Ⅲ　新株予約権   34,320 1.3  － － △34,320  34,320 0.9

純資産合計   1,482,525 54.4  503,848 18.5 △978,676  1,490,367 37.7

負債純資産合計   2,725,491 100.0  2,722,319 100.0 △3,172  3,960,125 100.0
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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）

対前中間期
比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,577,265 100.0  1,550,935 100.0 △26,329  3,348,327 100.0

Ⅱ　売上原価   965,460 61.2  941,204 60.7 △24,255  2,127,281 63.5

売上総利益   611,805 38.8  609,731 39.3 △2,074  1,221,046 36.5

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  482,689 30.6  633,347 40.8 150,657  1,000,247 29.9

営業利益又は
営業損失(△)

  129,116 8.2  △23,616 △1.5 △152,732  220,798 6.6

Ⅳ　営業外収益 ※１  20,512 1.3  25,195 1.6 4,682  50,146 1.5

Ⅴ　営業外費用 ※２  8,911 0.6  19,375 1.2 10,464  20,523 0.6

経常利益又は
経常損失(△)

  140,717 8.9  △17,796 △1.1 △158,514  250,421 7.5

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  － － －  381 0.0

Ⅶ　特別損失
※

４,５
 5,914 0.4  999,165 64.4 993,250  93,042 2.8

税引前中間(当
期)純利益又は
税引前中間純
損失(△)

  134,803 8.5  △1,016,961 △65.6 △1,151,764  157,760 4.7

法人税、住民
税及び事業税

 68,600   3,681    104,795   

法人税等調整
額

 △9,075 59,524 3.7 △44,024 △40,343 △2.6 △99,867 △27,263 77,532 2.3

中間(当期)純
利益又は中間
純損失(△)

  75,278 4.8  △976,618 △63.0 △1,051,896  80,227 2.4
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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

資本金

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
608,810 612,350 203,114 1,424,274

中間会計期間中の変動額

中間純利益   75,278 75,278

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
    

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － 75,278 75,278

平成18年９月30日　残高

（千円）
608,810 612,350 278,393 1,499,553

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

平成18年３月31日　残高

（千円）
△22,252 34,320 1,436,342

中間会計期間中の変動額

中間純利益   75,278

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△29,094  △29,094

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△29,094 － 46,183

平成18年９月30日　残高

（千円）
△51,347 34,320 1,482,525
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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

資本金

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成19年３月31日　残高

（千円）
610,370 613,910 283,342 1,507,622

中間会計期間中の変動額

新株の発行 46,646 46,644  93,290

中間純損失   △976,618 △976,618

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
    

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
46,646 46,644 △976,618 △883,328

平成19年９月30日　残高

（千円）
657,016 660,554 △693,275 624,294

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

平成19年３月31日　残高

（千円）
△51,574 34,320 1,490,367

中間会計期間中の変動額

新株の発行   93,290

中間純損失   △976,618

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△68,870 △34,320 △103,190

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△68,870 △34,320 △986,518

平成19年９月30日　残高

（千円）
△120,445 － 503,848
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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

資本金

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
608,810 612,350 203,114 1,424,274

事業年度中の変動額

新株の発行 1,560 1,560  3,120

当期純利益   80,227 80,227

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）
1,560 1,560 80,227 83,347

平成19年３月31日　残高

（千円）
610,370 613,910 283,342 1,507,622

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

平成18年３月31日　残高

（千円）
△22,252 34,320 1,436,342

事業年度中の変動額

新株の発行   3,120

当期純利益   80,227

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△29,322 － △29,322

事業年度中の変動額合計

（千円）
△29,322 － 54,025

平成19年３月31日　残高

（千円）
△51,574 34,320 1,490,367
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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．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

①子会社株式

  移動平均法による原価法

②その他有価証券（営業投資有

価証券を含む）

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）

(1）有価証券

①子会社株式

同左

②その他有価証券（営業投資有

価証券を含む）

時価のあるもの

同左

(1）有価証券

①子会社株式

同左

②その他有価証券（営業投資有

価証券を含む）

時価のあるもの

  決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）

(2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

①　仕掛品

個別法による原価法

(3）たな卸資産

①　商品

移動平均法による原価法

(3）たな卸資産

同左

②　貯蔵品

最終仕入原価法

②　仕掛品

個別法による原価法

 

 

③　貯蔵品

最終仕入原価法

２．固定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。

但し、建物（建物付属設備を除

く）については定額法を採用し

ております。

　主な耐用年数は以下のとおり

であります。

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

但し、建物（建物付属設備を除

く）については定額法を採用し

ております。

　主な耐用年数は以下のとおり

であります。

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

但し、建物（建物付属設備を除

く）については定額法を採用し

ております。

　主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物 ３～25年

器具備品 ４～８年

建物 ３～15年

器具備品 ３～20年

（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。これによる損益

に与える影響は軽微であります。

（追加情報）

　法人税法改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産

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。これによる

損益に与える影響は軽微であり

ます。

建物 ３～50年

器具備品 ３～20年

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　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

－ 51 －

セレブリックス・ホールディングス㈱（2444）平成20年３月期中間決算短信



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）

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備え

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

回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与

等の支出に充てるため、支給対

象期間に対する支払見積額を計

上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

(3）　　 　――――― (3）　　 　――――― (3）関係会社投資損失引当金

　関係会社に対する投資につい

て発生の見込まれる損失に備え

て、各社の財政状態を勘案し、

個別検討による必要額を計上し

ております。

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．ヘッジ会計の方法

 

(1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。また、金利スワップに

ついて特例処理の条件を充たし

ている場合には特例処理を採用

しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッ

ジ方針

　主に当社の内規である「デリ

バティブ取引に関する取扱」に

基づき、金利変動リスクをヘッ

ジしております。

　当中間会計期間にヘッジ会計

を適用したヘッジ対象とヘッジ

手段は以下のとおりであります。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッ

ジ方針

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッ

ジ方針

　主に当社の内規である「デリ

バティブ取引に関する取扱」に

基づき、金利変動リスクをヘッ

ジしております。

　当事業年度にヘッジ会計を適

用したヘッジ対象とヘッジ手段

は以下のとおりであります。

ヘッジ手段

金利スワップ

ヘッジ手段

金利スワップ

ヘッジ対象

借入金

ヘッジ対象

借入金

(3）ヘッジ有効性評価の方法

　特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評

価を省略しております。

(3）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(3）ヘッジ有効性評価の方法

同左

６．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

(1）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。

(1）消費税等の処理方法

同左

(1）消費税等の処理方法

同左

(2）役員報酬の売上原価算入

　役員報酬に関しましては、当

社のコンサルティングサービス

の提供という事業の性質及び役

員の一部がコンサルタントとい

う実態を反映して役員報酬の一

部を売上原価に算入しておりま

す。

(2）役員報酬の売上原価算入

同左

(2）役員報酬の売上原価算入

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

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

対照表の純資産の分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1,448,205千円であります。

　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。

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）　

　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

表の純資産の分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1,456,047千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純

資産の部については、財務諸表等規則の改正

に伴い、改正後の財務諸表等規則により作成

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

18,496千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

12,542千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

7,021千円

※２　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、金額的重要性が乏しいた

め、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。

※２　消費税等の取扱い

同左

※２         　 ─────

 

　３　金融機関からの借入等に対する債務保

証

㈱国連社 800,000千円

　３　金融機関からの借入等に対する債務保

証

㈱国連社 500,000千円

　３　金融機関からの借入等に対する債務保

証

㈱国連社 500,000千円

　４         　 ───── 　４　財務制限条項

 　(1)平成18年10月25日付シンジケートロー

ン契約（平成19年９月10日付変更契約）

 ① 本決算の貸借対照表における自己

資本の合計金額（純資産の部の合

計金額より新株予約権及び繰延ヘッ

ジ損益の合計金額を控除した金額）

が直前の決算期の末日における貸

借対照表の自己資本の合計金額の

80％未満になった場合、財務制限

条項に抵触することとなる。

 ② 平成20年３月期以降、本決算の連

結貸借対照表における自己資本の

合計金額（純資産の部の合計金額

より新株予約権、少数株主持分及

び繰延ヘッジ損益の合計金額を控

除した金額）が直前の決算期の末

日における連結貸借対照表の自己

資本の合計金額の90％未満になっ

た場合、財務制限条項に抵触する

こととなる。

 ③ 平成20年３月期以降、本決算の報

告書等に記載される損益計算書の

経常損益を損失とした場合には財

務制限条項に抵触することとなる。

 ④ 平成20年３月期以降、本決算の報

告書等に記載される連結損益計算

書の経常損益を損失とした場合に

は財務制限条項に抵触することと

なる。

　４         　 ─────
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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）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

   　　     　──────  　(2)平成18年10月25日付コミットメントラ

イン契約

 ① 本決算の貸借対照表における自己

資本の合計金額（純資産の部の合

計金額より新株予約権及び繰延ヘッ

ジ損益の合計金額を控除した金額）

が直前の決算期の末日における貸

借対照表の自己資本の合計金額の

80％未満になった場合、財務制限

条項に抵触することとなる。

 ② 本決算の連結貸借対照表における

自己資本の合計金額（純資産の部

の合計金額より新株予約権、少数

株主持分及び繰延ヘッジ損益の合

計金額を控除した金額）が直前の

決算期の末日における連結貸借対

照表の自己資本の合計金額の80％

未満になった場合、財務制限条項

に抵触することとなる。

 ③ 本決算の報告書に記載される損益

計算書の経常損益を２期連続して

損失とした場合には財務制限条項

に抵触することとなる。

 ④ 本決算の報告書に記載される連結

損益計算書の経常損益を２期連続

して損失とした場合には財務制限

条項に抵触することとなる。

   　　     　──────

 　(3)平成19年１月10日付金銭消費貸借契約

 ① 本決算及び中間決算の貸借対照表

における純資産の部の金額を直前

の決算期の末日における貸借対照

表の資本の部又は純資産の部の金

額の80％未満になった場合につい

ては財務制限条項に抵触すること

となる。

 ② 本決算及び中間決算の連結貸借対

照表における純資産の部の金額を

直前の決算期の末日における連結

貸借対照表の資本の部又は純資産

の部の金額の80％未満になった場

合については財務制限条項に抵触

することとなる。

 ③ 平成19年３月期以降の決算につい

て決算期の末日において、個別の

EBITDA（EBITDA=営業利益+受取利

息+配当金+減価償却実施額+のれん

償却額+無形固定資産償却額）につ

いて、２期連続して負の値とした

場合については財務制限条項に抵

触することとなる。
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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）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

   　　     　──────  ④ 平成19年３月期以降の決算につい

て決算期の末日において、連結の

EBITDA（EBITDA=営業利益+受取利

息+配当金+減価償却実施額+のれん

償却額+無形固定資産償却額）につ

いて、２期連続して負の値とした

場合については財務制限条項に抵

触することとなる。

　本中間決算日において、①②の財

務制限条項に抵触いたしましたが、

借入先との協議の結果、一括返済不

要の通知を受けております。

   　　     　──────

（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

受取利息 1,265千円

受取配当金 2,315千円

安全協力会費 7,180千円

自社広告手数料収入 4,257千円

業務受託収入 5,049千円

受取利息 9,316千円

レジ共済 2,868千円

受取利息 11,453千円

受取配当金 4,383千円

安全協力会費 13,388千円

自社広告手数料収入 6,757千円

業務受託収入 8,744千円

※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 3,662千円

新株発行費償却 2,567千円

貸倒引当金繰入額 2,431千円

支払利息 16,567千円

株式交付費償却 2,573千円

支払利息 14,610千円

株式交付費償却 5,134千円

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

関係会社株式売却益 381千円

※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

固定資産臨時償却費 5,064千円 関係会社株式売却損 272,105千円

関係会社株式評価損 159,185千円

貸倒引当金繰入額 559,746千円

関係会社投資損失引

当金繰入額

55,678千円

※５         　 ───── ※５　貸倒引当金繰入額の内容は次のとおり

であります。

※５         　 ─────

㈱国連社貸付金 524,208千円

セレブリックス・イン

ベストメント貸付金
36,801千円

一般債権 797千円

貸倒引当金戻入益 △2,061千円

　合計 559,746千円

　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額

有形固定資産 2,416千円

無形固定資産 1,666千円

有形固定資産 6,136千円

無形固定資産 5,190千円

有形固定資産 11,022千円

無形固定資産 3,879千円
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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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

（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

　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

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び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)

器具備品 6,342 3,038 3,303

ソフトウェア 13,212 8,808 4,404

合計 19,555 11,847 7,707

 

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)

器具備品 12,509 5,100 7,408

ソフトウェア 12,692 6,557 6,134

合計 25,202 11,658 13,543

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

器具備品 6,342 3,898 2,443

ソフトウェア 13,212 10,563 2,649

合計 19,555 14,462 5,092

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 5,415千円

１年超 2,626千円

合計 8,042千円

１年内 5,285千円

１年超 8,546千円

合計 13,831千円

１年内 4,276千円

１年超 1,087千円

合計 5,363千円

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 2,829千円

減価償却費相当額 2,615千円

支払利息相当額 207千円

支払リース料 4,581千円

減価償却費相当額 4,196千円

支払利息相当額 401千円

支払リース料 5,658千円

減価償却費相当額 5,230千円

支払利息相当額 357千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

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）

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株当たり純資産額 53,291.84円

１株当たり中間純利益金額 2,770.12円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
2,191.18円

１株当たり純資産額 17,094.11円

１株当たり中間純損失金額 35,120.05円

　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、潜在株式は存在するもの

の１株当たり中間純損失であるため記載して

おりません。

１株当たり純資産額 52,995.37円

１株当たり当期純利益金額 2,946.84円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
2,338.52円

　当社は平成18年１月31日付で株式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

仮定した場合の前中間会計期間における１株

当たり情報については、以下のとおりとなり

ます。

１株当たり純資産額 26,377.88円

１株当たり中間純利益金額 1,675.06円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
1,282.60円

　  

  

  

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益又は中間純損失（△）

（千円）
75,278 △976,618 80,227

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

又は普通株式に係る中間純損失（△）

（千円）

75,278 △976,618 80,227

期中平均株式数（株） 27,175 27,808 27,225

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

（うち支払利息(税額相当額控除後)） (－） (－） (－）

普通株式増加数（株） 7,180 － 7,082

（うち新株予約権） (7,180) (－） (7,082)

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

新株予約権　１種類

（新株予約権の数　1,100個）

――――― 新株予約権　１種類

（新株予約権の数　1,100個）

－ 58 －

セレブリックス・ホールディングス㈱（2444）平成20年３月期中間決算短信



（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．平成18年10月16日開催の当社取締役会に

おいて、平成18年12月１日をもって当社と

当社の特定子会社であるセレブリックス・

ビジネス・ソリューション株式会社が略式

合併方式により合併することを決定いたし

ました。

 （1）目的

　当社グループ全体の経営資源等の集約及

び効率化を図り、100％出資子会社であるセ

レブリックス・ビジネス・ソリューション

株式会社を吸収合併するものです。

 （2）当該異動に係る特定子会社の概要（平

成18年３月31日）

 ①名称 セレブリックス・ビジ

ネス・ソリューション

株式会社

 ②住所 東京都新宿区西新宿二

丁目６番１号

 ③代表者の氏名 代表取締役　武藤　覚

 ④事業の内容 個人及び企業における

職業適性能力の診断、

能力開発に関する教育

事業並びにコンサル

ティング業

⑤発行済株式総

数
2,000株

 ⑥資本金の額 １億円

 ⑦売上高　 4,196千円

 ⑧当期純損失 3,751千円

 ⑨純資産 96,248千円

 ⑩総資産 100,859千円

 ⑪従業員数 ２名

 （3）合併の内容

 ①合併日程　 　

 ア．合併契約書承認取締役会 

　　　　　　　　　  平成18年10月16日

 イ．合併契約書締結　　　　 

　　　　　　　　　　平成18年10月16日

 ウ．合併承認株主総会 

　　　　　　　　　　開催いたしません

 エ．効力発生日

                    平成18年12月１日

※本合併は、会社法796条3項に定める簡易

合併並びに、同法第784条1項に定める略式

合併の規程により、当社及び対象会社にお

いて合併契約書の関する株主総会の承認を

得ることもなく行うものであります。

 ②合併方式

　当社を存続会社とする吸収合併方式(会

社法第796条3項に定める簡易合併並びに、

同法第784条1項に定める略式合併)とし、

対象会社は解散いたします。

 ③合併比率並びに合併交付金

　対象会社は当社の完全子会社であるため、

本合併による新株式の発行及び資本金の額

の増加並びに合併交付金の支払はありませ

ん。

　平成19年10月31日開催の当社取締役会にお

いて、第１回無担保普通社債（社債間限定同

順位特約付）の発行を決議し、平成19年11月

21日付にて発行いたしました。

１．社債の概要

(1) 社債の種類及び数

セレブリックス・ホールディングス株式

会社第１回無担保普通社債（社債間限定

同順位特約付）　49口

(2) 発行価額

１口につき　金 10,000,000円

(3) 発行総額

490,000,000円

(4) 利率

年５％

(5) 償還の方法及び期限

  ①期日償還

　②に示す繰上償還が行われなかった

場合の元金全額の償還又は繰上償還に

より償還されなかった元金部分の償還

は、平成22年11月19日にこれを行う。

なお、償還すべき日が銀行休業日にあ

たるときは、その前銀行営業日にこれ

を繰り上げる。

  ②繰上償還

　当社は本社債の発行日の翌日以降い

つでも残存する本社債の全部又は一部

について強制的に繰上償還を行うこと

ができる。本社債の一部の繰上償還を

行う場合には、抽選により償還する社

債を決定する。

２．発行時期

平成19年11月21日

３．担保

　本社債には、物上担保及び保証は付され

ておらず、また特に留保されている資産は

ありません。

４．資金の使途

　当社コンサルティング事業の商材である

マネージメントアウトソーシングにおける

コンサルタント等人材調達の目的で、主に

紹介料をはじめとする採用経費並びにこれ

に関わる事業の円滑な運営のための運営費

に充当いたします。また、関連会社への貸

付に起因して流出した運転資金等に充当い

たします。

５．財務上の特約

　「担保提供制限条項」が付されておりま

す。

　平成19年３月15日開催の当社取締役会にお

いて、平成17年12月９日発行の当社第４回新

株予約権の取得及び消却について決議し、平

成19年４月６日付で当該新株予約権の全部取

得及び消却が完了いたしました。

１．新株予約権を取得及び消却する理由

　当社第４回新株予約権につきましては、

将来の新株予約権行使により調達した資金

を用いた事業拡大の目的のもと、今後更な

る取引関係深耕等のためファースト・パー

トナーズ・グループ株式会社ほか社外協力

支援者、並びにインセンティブのために当

社取締役及び監査役並びに従業員に対して、

それぞれ発行いたしました。

　しかしながら、当社第４回新株予約権発

行後における株式市場の大幅な下落もあり、

当初予定していた資金調達が進展せず上記

目的の遂行が困難となったため、第４回新

株予約権については当該新株予約権の発行

時に定めていた「消却事由及び消却条件」

について会社法の施行により準じて読み替

える「会社が新株予約権を取得することが

できる事由及び取得の条件」に基づき、第

４回新株予約権の全部を取得し、併せてそ

のすべてを消却することといたしました。

２．取得及び消却した新株予約権の概要

(1) 新株予約権の名称

セレブリックス・ホールディングス株式

会社　第４回新株予約権

(2) 新株予約権の総数

1,100個

（１個につき５株）

(3) 新株予約権の取得価額

１個につき金31,200円

（総額34,320,000円）
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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．当社は平成18年10月25日付で下記のとお

りシンジケートローン契約を締結いたしま

した。

 （1）目的

　安定的な資金調達手段の確保により、子

会社の資金効率の向上、金融費用の削減及

び財務関連業務コストの削減を図ることを

目的としております。

 （2）内容

　シンジケートローン契約

  ①調達金額　６億円

　②適用利率　

　　　３ヶ月TIBORを基準金利とし、

　　　スプレッドを加算した利率

　③契約日　　平成18年10月25日

　④実行日　　平成18年10月31日

　⑤借入期間　５年間

  ⑥返済条件　

　　　１月、４月、７月、10月末の

　　　四半期毎

　⑦資金使途　子会社運転資金

　⑧アレンジャー（幹事行）　

  　株式会社三井住友銀行

  ⑨エージェント（貸付事務代理人）　

  　株式会社三井住友銀行

  ⑩参加金融機関　

  　株式会社三井住友銀行　　

  　商工組合中央金庫

   　　      　──────    　　      　──────

６．その他
 該当事項はありません。
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