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

(1）連結経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月期 5,817 16.3 △71 － △48 － △602 －

18年９月期 5,002 △43.3 △445 － △480 － 462 －

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年９月期 △6,903 28 － － △19.1 △1.3 △1.2

18年９月期 5,797 30 5,788 73 18.4 △12.9 △8.9

（参考）持分法投資損益 19年９月期 －百万円 18年９月期 △0百万円

(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月期 3,613 2,958 79.5 32,448 91

18年９月期 4,087 3,473 84.4 40,086 23

（参考）自己資本 19年９月期 2,873百万円 18年９月期 3,448百万円

(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月期 85 △407 113 2,214

18年９月期 △624 997 447 2,423

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年９月期 － － － － － － － － 0 00 － － －

19年９月期 － － － － － － － － 0 00 － － －

20年９月期（予想） － － － － － － － － 0 00 － － －

３．平成20年９月期の連結業績予想（平成19年10月１日～平成20年９月30日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 3,200 10.4 △80 － △80 － △90 － △1,016 37

通期 6,600 13.5 △100 － △100 － △120 － △1,355 16
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４．その他

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

 （注）特定子会社以外の子会社の異動は次のとおりです。

新規 ２社 （㈱トップランダー、メディ・メサイア㈱） 除外 －社  

（注）詳細は、８ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）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（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、24ページ「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」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月期 90,852株 　　18年９月期 88,321株

②　期末自己株式数 19年９月期 2,301株 　　18年９月期 2,301株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、47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月期の個別業績（平成18年10月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月期 2,083 △53.9 80 － 120 － △383 －

18年９月期 4,524 △31.9 △428 － △449 － 484 －

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

19年９月期 △4,393 66 － －

18年９月期 6,076 57 6,067 59

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年９月期 3,322 3,156 94.1 35,294 94

18年９月期 3,950 3,505 88.1 40,455 71

（参考）自己資本 19年９月期 3,125百万円 18年９月期 3,479百万円

２．平成20年９月期の個別業績予想（平成19年10月１日～平成20年９月30日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 320 △81.8 110 － 115 － 110 － 1,242 23

通期 640 △69.3 220 173.4 230 90.8 220 － 2,484 46

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料

発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性

があります。また、１株当たり当期純利益（通期）につきましては、当期末発行済株式数により算出しています。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当連結会計年度(平成18年10月１日～平成19年９月30日)におけるわが国経済は、緩やかな景気回復基調のもと、有

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

支えられ、人材アウトソーシング業界においても売上高は拡大傾向にありますが、スタッフ確保に要する負担の増加

も課題となってきております。

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

益追求型」へと企業体質の転換を進めて参りました。

　ＩＴセキュリティ事業においては、収益性を重視しつつ厳選した案件への取り組みを進めました。ヒューマンリソー

シズ事業においては、人材ニーズの高まりという追い風のもと、営業力の強化と顧客基盤の再構築を図りました。連

結子会社である㈱アスペイワークにおいては、コールセンター向けに専門性を強化した人材派遣事業を開始し、建築

業界向けには、専門会社として㈱トップランダーを設立致しました。医療機関向け人材サービス及び設備資金調達支

援を行う新会社としてメディ・メサイア㈱（平成19年７月に㈱オープンループ・アスクレピオスより社名変更）を設

立し、人材紹介及び派遣事業を開始致しました。

　こうした取り組みの結果、当連結会計年度における売上高は、前連結会計年度比815百万円増加し、16.3％増の5,817

百万円となりました。主力事業であるヒューマンリソーシズ事業において、アウトソーシング市場の全般的好調を背

景に、建築・物流・フードサービス等を中心に事業が拡大したこと等によるものであります。

　売上総利益は、原価率の低減を図る一方、売上増による増収効果もあり、前連結会計年度比288百万円増加し、　　

21.8％増の1,610百万円となりました。

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

見直しによる募集費の削減等の経費削減プロジェクト推進の結果として、前連結会計年度比85百万円減少し、4.8％減

の1,681百万円となりました。

　以上から、営業損益は、前連結会計年度における営業損失445百万円から、営業損失71百万円へと改善致しました。

経常損益は、前連結会計年度における経常損失480百万円から、経常損失48百万円へと改善致しました。

　当社は、特別損失として、当連結会計年度に取得した㈱ＮＡＪの株式について関係会社株式評価損301百万円を計上

致しました。また、保有する投資有価証券の市場価格が下落したことから、投資有価証券評価損124百万円を計上致し

ました。さらに、連結子会社の「安全協力費」の返還に伴う損失を117百万円計上致しました。　

　これらの結果、当期純損失は、602百万円となりました。

　営業損益及び経常損益については赤字幅が縮小したものの、特別損失の計上により、当期純損失を計上する結果と

なりました。今後、当社は、このような損失を発生させることがないよう、法令遵守、リスク管理の徹底、投資判断

の厳格化を進めつつ、損益の改善と黒字基調の確立を図って参ります。

 

［参考]四半期毎の業績推移　　　　　　　　　　　　　　　  

連結

会計期間

第１四半期

（自　平成18年10月１日

　　至　平成18年12月31日）

第２四半期

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年３月31日）

第３四半期

（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年６月30日）

第４四半期

（自　平成19年７月１日

　　至　平成19年９月30日）

 
金額

（百万円）

百分比

（％）

金額

（百万円）

百分比

（％）

金額

（百万円）

百分比

（％）

金額

（百万円）

百分比

（％）

売上高 1,390 100.0 1,509 100.0 1,482 100.0 1,436 100.0

営業利益 △27 △2.0 15 1.0 16 1.1 △76 △5.3

経常利益 △27 △2.0 22 1.5 33 2.3 △77 △5.4

当期純利益 △33 △2.4 △304 △20.2 42 2.8 △307 △21.4

　四半期毎の業績推移について見ると、営業損益及び経常損益は第２四半期及び第３四半期は黒字転換しましたが、

第４四半期において再び赤字となりました。これは連結子会社が新宿労働基準監督署より是正勧告書及び指導票の交

付を受けたことに対する対応をはじめ、労務関係等への対応に関わる費用が主として第４四半期において発生したこ

と等によるものです。

　当期純利益については、第２四半期においては、㈱ＮＡＪの株式に関する関係会社株式評価損の計上により損益が

悪化しております。第４四半期においては、保有する投資有価証券に関する投資有価証券評価損の計上及び連結子会

社の「安全協力費」の返還に伴う損失の計上により損益が悪化致しました。

 当社は、今後、このような損失を発生させることがないよう、損益の改善と黒字基調の確立を図って参ります。
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 事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりです。 

事業の種類別

セグメントの名称

第９期

自　平成17年10月１日

至　平成18年９月30日

第10期

自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日

前連結

会計年度比

増減額

(百万円)

前連結

会計年度比

増減率

(％)
売上高

(百万円)

構成比

（％）

売上高

(百万円)

構成比

（％）

ＩＴセキュリティ事業 77 1.6 45 0.8 △31 △41.3

ゼネラルアウトソーシング

事業
2,552 51.0 3,044 52.3 492 19.3

セールスアウトソーシング

事業
2,371 47.4 2,717 46.7 345 14.6

ヒューマンリソーシズ事業 4,924 98.4 5,761 99.0 837 17.0

その他の事業 － － 10 0.2 10 －

合計 5,002 100.0 5,817 100.0 815 16.3

　

　セグメント別に見た売上高(売上高構成比)は、ＩＴセキュリティ事業が45百万円(0.8%)、ゼネラルアウトソーシン

グ事業が3,044百万円(52.3%)、セールスアウトソーシング事業が2,717百万円(46.7%)、その他の事業が10百万円

(0.2%)となっております。

　事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりです。

 

①ＩＴセキュリティ事業

　ＩＴセキュリティ事業は、㈱オープンループパートナーズ（事業譲渡前は㈱オープンループ）ＩＴセキュリティ本

部及び連結子会社である㈱ヒバライバンクにおいて展開されております。

　売上高は、前連結会計年度比41.3％減の45百万円となりました。

　㈱オープンループパートナーズ（事業譲渡前は㈱オープンループ）ＩＴセキュリティ本部においては、セキュリティ

製品のライセンス販売及びコンサルティング売上を計上するとともに、経費の削減を進め、部門損益の黒字化を達成

しております。

　また、㈱ヒバライバンクにおいては、「hibarai Engine」販売におけるパートナーとの提携を進め、新規案件の受

注・納品を進めております。 

②ヒューマンリソーシズ事業（ゼネラルアウトソーシング事業及びセールスアウトソーシング事業）

　ヒューマンリソーシズ事業は、主として㈱オープンループパートナーズ（事業譲渡前は㈱オープンループ）ヒュー

マンリソーシズ本部及びいずれも連結子会社である㈱トラスト・エスピー・キューブ並びに㈱アスペイワークにおい

て展開されております。

　㈱オープンループパートナーズ（事業譲渡前は㈱オープンループ）ヒューマンリソーシズ本部においては、フード

サービス、ロジスティクス（物流）、コンストラクション（建築）、セールスプロモーションを事業分野とするゼネ

ラルアウトソーシング事業と、ＣＲＭ（コールセンター業務等の運営受託）を事業分野とするセールスアウトソーシ

ング事業から構成される人材アウトソーシング業務全般を展開しております。

　㈱トラスト・エスピー・キューブにおいては、セールスプロモーション関連の人材アウトソーシング業務を展開し

ております。㈱アスペイワークは、当連結会計年度より事業を開始し、テレマーケティング事業を行う顧客に対して、

日払いシステムの活用とスタッフの専門性強化を特色とする人材派遣業を展開しております。

　当連結会計年度においては、人材派遣への旺盛な需要を背景に、また、人材募集面においては、費用対効果の観点

から利用媒体を選別し、募集費を削減しつつ採用人員の拡大を図りました。　

　ゼネラルアウトソーシング事業における売上高は、前連結会計年度比19.3％増の3,044百万円となりました。スタッ

フ確保が課題であるものの、フードサービス・ロジスティクス・コンストラクション等の案件獲得が期を通じて進み、

売上高は順調に増加しました。

  セールスアウトソーシング事業における売上高は、前連結会計年度比14.6％増の2,717百万円となりました。北海道、

東北、沖縄等の各地域において、顧客基盤を獲得し、売上高が拡大致しました。

 

③その他の事業

　当連結会計年度において「その他の事業」として投資事業により売上高10百万円が発生しております。 
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次期の見通し

 

　国内経済の安定的な景気回復を背景に、当社グループの主たる事業である人材アウトソーシング分野においては、

需要が引き続き拡大基調にあります。当社が独自にノウハウを蓄積してきた「日払い給与振込」関連市場は、その高

い費用対効果、労働者への訴求効果から、今後も成長が見込まれるものと考えております。 

　当社グループは、売上の拡大及びコスト構造の改革に引き続き取り組んで参ります。全体の売上高について当連結

会計年度から13％程度の増加を見込んでおります。また、本業集中による利益体質への転換が進捗しており、足元の

損益状況については概ね改善基調にあると考えております。

　しかしながら、当連結会計年度の後半において生じた法令遵守対応等の現場運営への負荷は翌連結会計年度におい

ても一部は持ち越されるため、確固たる利益体質の確立には今しばらくの期間を要する見込みとなっております。

　上記の理由により、翌連結会計年度における通期見通しは、売上高6,600百万円、営業損失100百万円、経常損失100

百万円、当期純損失120百万円と致します。 

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況　

　当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末より473百万円減少し3,613百万円となっております。

  現金及び預金が371百万円減少し2,104百万円となったこと等から、流動資産は650百万円減少し3,030百万円となり

ました。一方、投資その他の資産が171百万円増加し531百万円となったこと等から、固定資産は176百万円増加し583

百万円となっております。

  負債合計は41百万円増加し655百万円となっております。流動負債は104百万円増加し652百万円となり、固定負債は

62百万円減少し3百万円となっております。

　純資産合計は2,958百万円となっております。当連結会計年度においては、株主総会決議に基づく資本金及び準備金

の額の減少が行われるとともに、新株予約権の行使が行われております。この結果、資本金は3,720百万円減少し1,050

百万円、資本剰余金は129百万円減少し2,889百万円となりました。利益剰余金については、当期純損失602百万円の計

上も併せ、マイナス残高は前連結会計年度末の△3,985百万円から3,347百万円減少し、△637百万円となりました。自

己株式は前連結会計年度末と同額の360百万円となっております。　

　自己資本比率は前連結会計年度末の84.4％から4.9ポイント減少し、79.5％となっております。 

 

②キャッシュフローの状況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末における残高

2,423百万円から208百万円減少し、2,214百万円となりました。営業活動により85百万円、財務活動により113百万円

の資金を得たものの、投資活動により407百万円の資金を使用したことによるものです。

　明細は以下のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローはプラスに転じております。

　税金等調整前当期純損失613百万円を計上したものの、関係会社株式評価損301百万円、投資有価証券評価損124百万

円、安全協力費返還引当金の増加額117百万円等の非資金損益項目があったことが主因となり、営業活動の結果得られ

た資金は85百万円（前連結会計年度は624百万円の資金の使用）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、407百万円（前連結会計年度は997百万円の資金の獲得）となりました。

　増加要因として、投資有価証券の売却・償還による収入1,451百万円等があったものの、減少要因として、投資有

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

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は、113百万円（前連結会計年度は447百万円の資金の獲得）となりました。

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

百万円、少数株主の払込による収入76百万円等があったことによるものです。

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

は、前連結会計年度においては373百万円のプラスであったのに対し、当連結会計年度においては321百万円のマイナ

スとなっております。
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（キャッシュ・フロー関連指標の推移）

平成15年
９月期

平成16年
９月期

平成17年
９月期

平成18年
９月期

 平成19年
９月期

自己資本比率（％） 36.8 68.3 47.3 84.4 79.5

時価ベースの自己資本比率（％） 169.6 204.9 254.2 41.9 46.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 121.0 ― ― ― 70.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 0.2 ― ― ― 253.4

　(注)　自己資本比率：自己資本／総資産

　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　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

※１　各指標は、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。

２　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

３　キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

４　有利子負債は、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。

５　利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

６　平成16年９月期、平成17年９月期及び平成18年９月期は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、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・次期の配当

　利益配分につきましては、株主様への利益還元は経営の重要課題であるとの認識に立ち、事業拡大、業績の向上、

及び戦略投資の観点から必要と想定される内部留保の確保を図りつつ、安定的な財務体質のもと、その実施の有無を

検討していくことを基本方針としております。

　当社は現在、安定的な経営基盤の確保に留意しつつ、各種施策の遂行による月間黒字の定着を確かなものとするこ

とに努めております。企業価値向上と将来のキャッシュ・フロー増大を目指していく方針そのものに何らの変更はご

ざいませんが、現時点では、業容回復を確実なものとし、成長軌道への復帰を果たすことにより、株主の皆様のご理

解を得ることを第一義とさせていただきたいと考えております。

　そのため現時点においては、配当につきましても実施の可能性及び実施時期等は未定となっております。

　上記の基本方針及び今後の経営業績も考慮し、企業体力の回復目処が立った段階において、可能な限り早期に株主

の皆様への利益還元の実施が可能となるよう、引き続き検討を続けて参ります。 

 

(4）事業等のリスク

　下記及び文中の将来に関する事項は、本決算発表日現在において判断したものであり、事業等のリスクがこれらに

限定されるものではありません。また下記事項には不確実性が内在されていますので、将来生じる実際の結果と異な

る可能性があります。　

①人材アウトソーシング事業について

　当社グループの人材アウトソーシング事業に関わる以下の各種要因により、当社グループの将来的業績は悪影響を

受ける可能性があります。

イ）当該業務の比較的低い参入障壁がもたらす、人材派遣会社の増加による競争の激化

ロ）競争激化に伴う料金の低価格化の進行と、それに起因する収益率の悪化

ハ）スタッフへの支払給与の相場の上昇による売上原価等コストの増加

ニ）スタッフ確保が不十分な場合に生じる営業上の機会損失の増加

ホ）将来的に起こり得る制度改正等による社会保険料負担の増加

ヘ）特定取引先への業務集中度が高まることによる経営成績の将来的変動懸念
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②財務面等について

イ）信用リスク

　当社グル－プは、営業活動や投資活動において、取引先や投資先に関して発生するさまざまな信用リスクにさらさ

れています。当社グル－プは、その状況を定期的に見直し、必要な引当金等の検討並びに計上を行っておりますが、

今後、取引先や投資先の財政状態が悪化した場合は、引当金の積み増しや減損をせざるを得なくなる可能性があり、

当社グル－プの業績及び財政状態に悪影響を及ぼすおそれがあります。

ロ）株価変動リスク

　当社グル－プは、株価変動リスクを受けやすいさまざまな有価証券を有しております。よって、株価が下落した場

合、保有する有価証券に評価損が発生し、当社グル－プの業績及び財政状態に悪影響を及ぼすおそれがあります。

　当社グル－プは、社内規程にのっとり、投資効果及びリスク要因を審査の上、慎重な経営判断に基づき、投資を決

定することとしております。

 

③その他

イ）法令と許認可

　当社グループは、労働者派遣法に基づき、一般労働者派遣事業として厚生労働大臣の許可により、同法及び労働基

準法・労働者災害補償保険法その他関連法規に照らし、派遣事業と判断されるものについて同事業を行っておりま

す。

　また、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準（昭和61年厚生労働省告示第37号）その

他関係法令の規定に基づき、顧客企業との間で請負業務の範囲・業務内容につき確認・合意を得た上で適切と判断さ

れるものを、請負業務として受注しております。

　社会保険においては、臨時に２ケ月以内の期間を定めて使用される者や、通常の労働者のおおむね４分の３未満の

労働時間の労働者についてはいわゆる適用除外者として規定されておりますが（健康保険法第13条の２、厚生年金保

険法第12条）、当社は関連法令順守の観点より、社会保険加入対象者と適用除外者の峻別を徹底して進めておりま

す。

　しかしながら、万一当社の業務運営において法令の解釈・適用上の瑕疵を生じた場合、また今後上記法令等の改正

等によりその影響を被った場合には、将来的事業展開及び業績に悪影響をおよぼす可能性があります。

ロ）個人情報・顧客情報の管理

　当社グループにおいては人材アウトソーシング及びＩＴセキュリティ業務という事業特性上、数多くのスタッフの

個人情報及び顧客情報を恒常的に取り扱っております。

　平成17年４月施行の個人情報保護法等をはじめとする関連法令に基づき、当社は内部情報管理規程において個人情

報保護規程を追加整備の上、営業部署において個人データが保存されている業務用パソコンの持ち出しの原則禁止・

事前承認制による管理運用等、具体的な対策強化を通じた役職員への周知徹底をはかっております。

　さらに社員・契約社員に対する各種社内研修等、またパート・アルバイトからの誓約書の取付け及び彼等に対する

徹底した事前研修等の実施により、個人情報及び顧客情報の適切な管理に努めております。

　しかしながら、万一なんらかの理由によりそれらの情報等の紛失・改竄・漏洩等による問題が発生した場合、社会

的信用が毀損し、将来的事業展開及び経営成績に悪影響をおよぼす可能性があります。　

　なお、当社グループの中核企業である㈱オープンループパートナーズは、平成19年７月24日付けで、財団法人日本

情報処理開発協会（ＪＩＰＤＥＣ）より「プライバシーマーク」の付与認定を受けております。 

 

ハ）ネットワーク・情報システム

　当社グループはＩＴセキュリティ事業、また人材アウトソーシング業務においてはスタッフへの給与振込等、社内

外に渡る資金決済フロー面等において、イントラネット・インターネットによる通信ネットワークに依存しておりま

す。内部情報管理規程に基づき、社内システムの定期的点検の実施及びセキュリティ面の強化を進め事故のないよう

万全を期してはおりますが、コンピュータウイルスの侵入・停電・自然災害・各種システムトラブル等の発生により

システムダウンが発生した場合、及び当該システム又は顧客へ提供する関連サービスの復旧に時間を要する事態が発

生した場合は、将来的事業展開及び経営成績に悪影響をおよぼす可能性があります。　 
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２．企業集団の状況
　当社グループは、㈱オープンループ(以下当社)及び連結子会社10社及び持分法非適用関連会社１社より構成されてお

ります。

　当社グループは、かねてよりの懸案であった「戦略立案と事業遂行の機能分離」を図るため、平成19年２月１日をもっ

て持株会社体制へと移行致しました。従来当社において展開していた「ヒューマンリソーシズ事業」及び「ＩＴセキュ

リティ事業」は、平成19年２月1日をもって、連結子会社である㈱オープンループパートナーズに譲渡されております。

今後、当社は持株会社としてグループ戦略立案とその遂行管理に特化する一方、連結子会社である㈱オープンループパー

トナーズは、グループの中核企業としてその専門的展開を図って参ります。

　「ＩＴセキュリティ事業」は、ＩＴセキュリティ技術の開発・販売・ライセンス供与、製品への技術組込、及びＩＴ

コンサルティング等から構成されています。

　「ヒューマンリソーシズ事業」は、飲食・建築・物流関連等の幅広い分野において労働者派遣法に基づく一般労働者

派遣事業・軽作業請負等を展開する「ゼネラルアウトソーシング事業」及びＣＲＭ(コールセンター業務等の運営委託)

関連・セールスプロモーション関連の人材アウトソーシング業務を主とする「セールスアウトソーシング事業」から構

成されています。

　㈱オープンループパートナーズ以下、連結子会社は、セールスプロモーション関連のアウトソーシングを行う㈱トラ

スト・エスピー・キューブ、パート・アルバイトの日次給与決済ソフトウェアの開発・保守・販売及び関連金融サービ

スの提供・コンサルティングを行う㈱ヒバライバンク、テレマーケティング事業を全国展開する企業顧客に向け、日払

いシステムの活用とスタッフの専門性強化を特色とする人材派遣業を行う㈱アスペイワーク、投資事業を行う㈱オープ

ンループインベストメント、医療機関向け人材紹介及び設備資金調達支援を行うメディ・メサイア㈱（平成19年７月に

㈱オープンループ・アスクレピオスより社名変更）、建設業界向けの専門会社である㈱トップランダー、ＣＲＭ関連業

務を行う㈱ヒューマンアウトソーシング、㈲ディー・フロンティア、㈲コールスタッフィングの計10社から構成されて

おります。

  事業の系統図は、次のとおりであります。

 

㈱トラスト・ 
エスピー・ 
キューブ 

 

(株)アスペイワーク 
(株)ヒューマンアウトソーシング 
(有)コールスタッフィング 
(有)ディー・フロンティア 

㈱オープンループイン

ベストメント 

クライアント企業 

IT セキュリティ 人材アウトソーシングサービス 

CRM 関連業務 CRM 関連以外の業

務（飲食・建設・物

流・医療機関等） 

IT技術開発・販売 
ITコンサル等 

ソフト販売・ 
金融サービス 

投資事業 

㈱ヒバライバンク 

セールス 
アウトソーシング事業 

ゼネラル 
アウトソーシング事業 

IT セキュリティ 
事業 新規事業 

㈱オープンループ【当社】 

(株)オープンループパートナーズ 

㈱トップランダー 
メディ･メサイア㈱

  

セールスプロモ

ーション支援 
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　また、セグメント別の事業主体及び主な事業内容は以下のとおりであります。

（＿下線は事業の種類別セグメント情報の区分）

事業区分 事業主体 主な事業内容

ＩＴセキュリティ事業

 ㈱オープンループパートナーズ

（連結子会社） 

 ・ＩＴセキュリティ本部

基礎・応用セキュリティ技術開発や製品・サー

ビスへの組込・販売・関連ＩＴコンサルティン

グ

 （当社出資比率100％）

 ㈱ヒバライバンク

（連結子会社） 

「hibarai Engine」の開発・運用・販売

 金融サービス業務

 （当社出資比率99.6％）

ヒューマンリソーシズ事業   

ゼネラル

アウトソーシング事業

 ㈱オープンループパートナーズ

（連結子会社） 

 ・ヒューマンリソーシズ本部

 ㈱トップランダー

（連結子会社） 

経営効率の改善を求めるニーズに対応した

アウトソーシング 

建築関連/イベント関連/飲食店舗運営/物流関連/

各種軽作業等

  （各社共、当社出資比率100％）

 メディ・メサイア㈱

  （連結子会社）

医療機関向け人材紹介・人材派遣及び設備資金

調達支援 （当社出資比率50％）

セールス

アウトソーシング事業

 ㈱オープンループパートナーズ

（連結子会社） 

 ・ヒューマンリソーシズ本部

ＣＲＭ（コールセンター業務等の運営受託） 

 ー インバウンド業務（顧客からの電話に対する応答

代行業務）

 ー アウトバウンド業務（顧客への電話による勧誘・

ヒアリング等の代行業務）

 ー データ入力業務等（上記業務に伴い発生する

データ入力業務）

 ㈱ヒューマンアウトソーシング

 ㈲ディー・フロンティア 

 ㈲コールスタッフィング 

（連結子会社） 

ＣＲＭインバウンド業務・ＣＲＭアウトバウン

ド業務に関わるセールスアウトソーシング事業

（各社共、当社出資比率100％） 

 ㈱トラスト・エスピー・キューブ

（連結子会社）

メーカーや販社の店頭販売業務の受託・短期請

負業務等のセ－ルスアウトソーシング事業

（当社出資比率100％）

 ㈱アスペイワーク

（連結子会社）

テレマーケティング事業向け人材派遣業

（当社出資比率49％）

 その他の事業
 ㈱オープンループインベストメント

（連結子会社）
投資事業（当社出資比率100％）

(注）１．当連結会計年度において、メディ・メサイア㈱（平成19年７月にオープンループ・アスクレピオスから社名変更）及び㈱トップランダー

を連結の範囲に含めております。

２．当連結会計年度において取得した関連会社である㈱ＮＡＪにつきましては、同社より提示された資料及び説明の内容について株式価値

に影響を及ぼす重大な疑義が生じたことから、当社は株式譲渡人等に対し損害賠償等の請求を行うことを決議しました。そのため持分

法適用範囲から除外しております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　「あらゆるステージで革命が起き、不安が増す中で、夢が持て、安心できる、新しい社会の構築に貢献する」こと

を会社の経営理念としております。 

 

(2）目標とする経営指標

　持続的成長を遂げる企業体質の実現のため、売上高及び利益の増加によって示される企業としての成長率を重視し

て参ります。また、経営効率の改善を図るため、総資産利益率等の効率性指標を重視して参ります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

（当社株式の監理ポスト割当ての解除について）

　当社株式は㈱大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」市場において、平成18年10月１日よ

り監理ポストに割当てられておりましたが、㈱大阪証券取引所における審査の結果、当社が「上場審査基準に準じて

㈱大阪証券取引所が定める基準に適合」すると認められたため、平成19年10月27日付けで監理ポスト割当てを解除さ

れました。

 これまで、株主の皆様をはじめ関係者の皆様には多大なるご心配をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げま

す。

 

　今後、当社グループは、主たる事業として、企業と労働者の要望をマッチングさせ、潜在的な労働力の活性化を図

る「給与翌日銀行振込」システムを強みとした人材アウトソーシング事業に経営資源を集中させて参ります。また、

情報通信分野における暗号技術開発力を強みとしたＩＴセキュリティ事業においては、従来通り採算を重視した取り

組みを行って参ります。

　中長期的な会社の経営戦略として、当社グループはこうした強みを生かし、経営資源を主たる事業に集中すること

で、経営体質の改善と強化を進め、企業価値の最大化を図ります。

　なお、投資事業等への取り組みについては、案件を厳密に精査し、主たる事業とのシナジー効果が見込まれないも

のへの出資は一切行わないものと致します。　 

 

(4）会社の対処すべき課題

（持株会社体制への移行）

　当社グループは、かねてよりの懸案であった「戦略立案と事業遂行の機能分離」を図るため、平成19年２月１日を

もって持株会社体制へと移行致しました。

　今後、当社は持株会社としてグループ戦略の立案とその遂行管理に特化して参ります。

　これまで当社が展開してきた主力事業は、連結子会社である㈱オープンループパートナーズに引き継がれました。

また、その他の子会社は、各社独立採算制のもと専門分野に特化しつつ、グループ間のシナジー効果を高め、最終的

にグループ全体の企業価値向上へと繋げて参ります。

 

（本業集中による企業価値の最大化）

　中長期的な会社の経営戦略として、当社グループは、自社の強みを生かし、経営資源を主たる事業に集中すること

で、経営体質の改善と強化を進め、企業価値の最大化を図ります。

　収益性判断の徹底とコスト構造の改革を進め、経営資源の再配分と効率的なオペレーション体制の確立により、営

業力を強化するとともに、顧客基盤の再構築を図り、売上高の増加を伴う利益体質の実現を目指して参ります。

　採算ベースに達せずかつ将来的にも採算化が見こみ難い案件・事業においては、“製品群の峻別”及び“不採算事

業の再編”を、引き続き実施して参ります。

　経営管理のプロセスについては、毎週開催される経営会議、毎月開催される人材事業戦略会議等の場において、報

告される項目・数値の徹底的な検証を通じて、目標達成に向けた現場へのフィードバックを実施しております。

　こうした過程を通じて各自のスキルアップ、人材育成、目標達成環境の整備を図るとともに、客観的かつ公明正大

な評価基準の設定による働きがいのある環境づくりに努めております。　

　グループ子会社が、自らの担当分野となる営業活動に完全に集中できる体制作りを強化し、企業グループ全体の経

営効率の向上及び業容の拡大をはかって参ります。また、今後とも聖域を設けることなく、グループ全体において更

なるコスト管理の徹底を図って参ります。
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（主要業務別の課題）

[ ヒューマンリソーシズ事業 ]

・ウェブ及びモバイルによる募集機能の高度化による、募集活動の費用対効果の向上

・キャスティング業務の効率化(「カスタマーデータセンター室」の機能強化）

・採算性の観点から、柔軟に新規出店及び統廃合等の出店施策を検討・実施

・セールスアウトソーシング事業においては、ＣＲＭ関連の大口・包括案件受注に注力

・ゼネラルアウトソーシング事業においては、新規顧客開拓と既存顧客向けクロスセルを推進

・コンストラクション（建築）等業態別分社化推進による専門性強化

・日払いシステムを高度化する基幹システムの更新

[ ＩＴセキュリティ事業 ]

・ＩＴコンサルティング・技術者派遣業務の運営安定化

[ 財務戦略 ]

　安定的な財務基盤の確立を踏まえ、資金の集中管理、資産構成の健全化、投資収益率の向上を進めて参ります。な

お、投資事業等への取り組みについては、案件を厳密に精査し、主たる事業とのシナジー効果が見込まれないものへ

の出資は行わないものと致します。　 

　資本政策面においては、収益回復を確実なものとした上で、将来性のある安定的な事業運営を行い、株主の皆様の

理解が得られるよう、株主価値を向上させて参ります。

　管理体制面においては、個人情報・顧客情報・機密情報等の管理を徹底するため、グループ役職員及びスタッフに

対して、研修や会議等を通じたコンプライアンス（法令遵守）の強化を図って参ります。また、平成20年４月以降に

開始する事業年度から適用される内部統制報告書制度を展望し、平成18年５月に発表し、本年５月に改定した会社法

に基づく「内部統制システム構築の基本方針」のもと、上場企業に求められる適切な評価・検証機能を有する内部統

制システムの確立と強化に努めて参ります。

　以上の総合的実施により、安定した収益基盤の確立を図って参ります。 

 

(5）その他、会社の経営上重要な事項

（企業価値向上のための買収防衛策としての情報開示ルールの導入）

　当社は、平成18年11月８日開催の取締役会において、当社株式の大規模買付者が遵守すべき具体的内容を定めた情

報開示ルール（以下「本ルール」）の導入を決議し公表致しました。また、本ルールは、平成18年12月21開催の第９

回定時株主総会において株主の皆様に承認されております。今後毎回の定時株主総会において、株主の皆様のご信任

を得た上での継続を予定しております。

　本ルールは、当社取締役会が適用例外と判断した場合を除き、議決権割合が20％以上となることを目的とする大規

模買付行為を行おうとする者に対し、事前に当該買付に係る意向表明書の提出を、また、当社の企業価値又は株主共

同の利益を低下させる買収に該当するか否かを判断するための必要情報の提供を要請しています。そして、当社取締

役会においてそれらに対する一定の検討期間を経た後、弁護士・公認会計士等の外部専門家の助言も仰ぎ慎重に検討

した上で、当社取締役会の意見を取りまとめ公表致します。当社取締役会は、必要に応じ大規模買付者と大規模買付

行為に関する条件等について交渉を行い、株主の皆様に対する代替案の提示を行うことがあります。

　また、当社取締役会は、大規模買付者が本ルールを遵守しなかった場合、会社法・金融商品取引法・その他関連法

令及び当社定款を遵守し、最も適切と判断した対抗措置を発動します。

　当社取締役会は、株主共同の利益を守ることを目的として対抗措置を取ることがありますが、大規模買付者を除く

株主の皆様が法的権利又は経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。ま

た、当社取締役会が具体的対抗措置を取ることを決定した場合には、法令等に従って、適時適切な開示を行いま

す。 

 

　当社は、本ルールに基づき、平成19年８月23日開催の取締役会において、当社株式の大規模買付行為に対する検討

を行う上で、当社取締役会が助言を仰ぐための外部専門家として、２名の選任を決議しております。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年９月30日）
当連結会計年度

（平成19年９月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金 ※１  2,476,088   2,104,803   

２．受取手形及び売掛金   679,339   705,816   

３．たな卸資産   2,223   1,266   

４．営業投資有価証券   318,034   4,707   

５．その他   225,388   253,824   

貸倒引当金   △20,518   △40,280   

流動資産合計   3,680,554 90.0  3,030,137 83.9 △650,417

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物  24,585   8,980    

減価償却累計額  △15,952 8,632  △1,941 7,038   

(2）車両運搬具  11,961   8,827    

減価償却累計額  △2,391 9,570  △2,604 6,222   

(3）工具器具備品  103,719   34,013    

減価償却累計額  △89,862 13,856  △15,217 18,795   

有形固定資産合計   32,059 0.8  32,056 0.9 △3

２．無形固定資産         

(1）のれん   12,194   6,565   

(2）ソフトウェア   ―   9,683   

(3）その他   2,477   3,877   

無形固定資産合計   14,671 0.4  20,126 0.5 5,454

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   112,376   268,588   

(2) 長期貸付金   －   15,000   

(3）破産更生債権等   1,675,624   1,675,624   

(4）その他   107,888   122,980   

貸倒引当金   △1,535,853   △1,550,853   

投資その他の資産合計   360,036 8.8  531,340 14.7 171,304

固定資産合計   406,767 10.0  583,523 16.1 176,755

資産合計   4,087,322 100.0  3,613,660 100.0 △473,662
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前連結会計年度

（平成18年９月30日）
当連結会計年度

（平成19年９月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   145,966   142,215   

２．１年以内償還予定社債   60,000   60,000   

３．未払法人税等   41,457   16,249   

４．賞与引当金   47,128   39,318   

５．安全協力費返還引当金   －   117,799   

６．その他   253,169   276,572   

流動負債合計   547,721 13.4  652,154 18.0 104,433

Ⅱ　固定負債         

１．社債   60,000   －   

２．繰延税金負債   3,276   1,846   

３．その他   2,616   1,481   

固定負債合計   65,893 1.6  3,328 0.1 △62,564

負債合計   613,614 15.0  655,482 18.1 41,868

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   4,770,992 116.7  1,050,115 29.1  

２．資本剰余金   3,018,543 73.9  2,889,088 79.9  

３．利益剰余金   △3,985,657 △97.5  △637,910 △17.6  

４．自己株式   △360,117 △8.8  △360,117 △10.0  

株主資本合計   3,443,761 84.3  2,941,175 81.4 △502,585

Ⅱ　評価・換算差額等         

その他有価証券評価
差額金

  4,431 0.1  △67,811 △1.9  

評価・換算差額等合
計

  4,431 0.1  △67,811 △1.9 △72,243

Ⅲ　新株予約権   25,515 0.6  31,446 0.9 5,931

Ⅳ　少数株主持分   － －  53,366 1.5 53,366

純資産合計   3,473,708 85.0  2,958,177 81.9 △515,530

負債純資産合計   4,087,322 100.0  3,613,660 100.0 △473,662
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   5,002,034 100.0  5,817,737 100.0 815,702

Ⅱ　売上原価   3,679,686 73.6  4,207,117 72.3 527,431

売上総利益   1,322,348 26.4  1,610,620 27.7 288,271

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,767,350 35.3  1,681,794 28.9 △85,556

営業損失   445,001 △8.9  71,174 △1.2 ―

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  727   30,887    

２．受取配当金  1,111   1,691    

３．受取手数料  2,479   2,222    

４．保険解約益  650   －    

５．助成金収入  2,730   610    

６．その他  2,590 10,290 0.2 396 35,807 0.6 25,517

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  3,787   290    

２．株式交付費  8,530   2,217    

３．社債発行費  26,745   －    

４．持分法による投資損失  343   －    

５．投資事業組合投資損失  4,907   8,992    

６．支払手数料  747   445    

７．その他  1,178 46,241 0.9 1,584 13,530 0.2 △32,710

経常損失   480,952 △9.6  48,897 △0.8 ―
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前連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益         

１．投資有価証券売却益  25,828   4,103    

２．貸倒引当金戻入益  81,118   －    

３．営業譲渡益 ※３ 970,937   －    

４．関係会社株式売却益  3,480   －    

５．投資損失引当金戻入益  150,000   －    

６．その他  237 1,231,602 24.6 － 4,103 0.1 △1,227,498

Ⅶ　特別損失         

１．投資有価証券売却損  4,104   3,931    

２．投資有価証券評価損  27,974   124,145    

３．関係会社株式評価損 ※５ －   301,599    

４．固定資産除却損 ※２ 1,224   5,042    

５．事務所移転・縮小関連
費用

 12,283   ―    

６．減損損失 ※４ 186,240   ―    

７．臨時償却  17,937   ―    

８．過年度賃金手当 ※６ ―   16,363    

９．安全協力費返還引当金
繰入額

※７ － 249,765 5.0 117,799 568,882 9.8 319,117

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失(△）
  500,884 10.0  △613,676 △10.5 ―

法人税、住民税及び事業税   38,228 0.8  11,772 0.2 △26,455

少数株主損失   ― ―  22,633 0.4 22,633

当期純利益

　又は当期純損失(△）
  462,656 9.2  △602,815 △10.3 ―
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自 平成17年10月１日　至 平成18年９月30日）　　　

 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

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

連結会計年度中の変動額 

新株の発行 200,601 200,601 ― ― 401,202

転換社債の転換 499,915 500,084 ― ― 1,000,000

当期純利益 ― ― 462,656 ― 462,656

自己株式の取得 ― ― ― △39 △39

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額(純額)
― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計

 (千円)
700,516 700,685 462,656 △39 1,863,818

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

 評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 

 
その他有価証券評

価差額金 
 為替換算調整勘定

評価・換算差額等

合計

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

連結会計年度中の変動額 

新株の発行 ― ― ― ― 401,202

転換社債の転換 ― ― ― ― 1,000,000

当期純利益 ― ― ― ― 462,656

自己株式の取得 ― ― ― ― △39

株主資本以外の項目の連結会

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

連結会計年度中の変動額合計

 (千円)
△1,440 1,058 △382 25,515 1,888,951

平成18年９月30日残高（千円） 4,431 ― 4,431 25,515 3,473,708
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当連結会計年度（自 平成18年10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 自己株式 株主資本合計 

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

連結会計年度中の変動額 

新株の発行 50,115 50,115 － － 100,230

減資 △3,770,992 1,100,010 2,670,982 － －

資本剰余金の取崩 － △1,279,580 1,279,580 － －

当期純利益 － － △602,815 － △602,815

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)
△3,720,877 △129,455 3,347,747 － △502,585

平成19年９月30日残高（千円） 1,050,115 2,889,088 △637,910 △360,117 2,941,175

 評価・換算差額等 

新株予約権  少数株主持分 純資産合計 

 
その他有価証券評

価差額金 

評価・換算差額等

合計

平成18年９月30日残高（千円） 4,431 4,431 25,515 － 3,473,708

連結会計年度中の変動額 

新株の発行 － － － － 100,230

減資 － － － － －

資本剰余金の取崩 － － － － －

当期純利益 － － － － △602,815

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額(純額)
△72,243 △72,243 5,931 53,366 △12,945

連結会計年度中の変動額合計

 (千円)
△72,243 △72,243 5,931 53,366 △515,530

平成19年９月30日残高（千円） △67,811 △67,811 31,446 53,366 2,958,177
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益
　又は税金等調整前当期純損失（△）  500,884 △613,676

減価償却費  40,649 13,094

のれん償却額  9,107 6,128

貸倒引当金の増減額  △81,118 34,761

賞与引当金の減少額  △2,476 △7,810

投資損失引当金の減少額  △150,000 ―

安全協力費返還引当金の増加額  ― 117,799

受取利息及び受取配当金  △1,839 △32,578

支払利息  3,787 290

株式交付費  8,530 2,217

社債発行費  26,745 ―

持分法による投資損失  343 ―

投資事業組合投資損失  4,907 8,992

固定資産除却損  1,224 5,042

投資有価証券評価損  27,974 124,145

関係会社株式評価損  ― 301,599

投資有価証券売却益  △25,828 △4,103

関連会社株式売却益  △3,480 ―

投資有価証券売却損  4,104 3,931

営業譲渡益  △970,937 ―

臨時償却（特別損失）  17,937 ―

減損損失（特別損失）  186,240 ―

事務所移転・縮小関連費用  12,283 ―

売上債権の増減額  109,323 △26,477

たな卸資産の減少額  2,415 956

未収消費税等の減少額  100,626 3,599

前払費用の減少額  6,254 ―

破産更生債権等の増加額  △12,393 ―

仕入債務の減少額  △95,304 △3,750

未払金の増減額  △51,232 17,952

未払費用の増加額  5,081 51,955

未払消費税等の減少額  △41,602 △45,687

その他  △182,777 143,860

小計  △550,567 102,244

利息及び配当金の受取額  1,848 32,398

利息の支払額  △2,219 △336

法人税等の支払額  △73,156 △48,953

営業活動によるキャッシュ・フロー  △624,094 85,351
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前連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

投資有価証券の取得による支出  △495,565 △1,503,145

投資有価証券の売却・償還による収入  492,562 1,451,221

関係会社株式の取得による支出  ― △351,000

関連会社株式の売却による収入  9,782 ―

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 ※３ △1,172 ―

貸付金の回収による収入  19,732 3,113

有形固定資産の取得による支出  △31,105 △15,503

有形固定資産の売却による収入  286 ―

無形固定資産の取得による支出  △17,230 △11,650

営業譲渡による収入 ※２ 1,000,000 ―

敷金・保証金の増加  △6,517 △33,747

敷金・保証金の減少  43,462 17,939

その他  △17,034 35,694

投資活動によるキャッシュ・フロー  997,200 △407,077

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額  △850,000 ―

長期借入金の返済による支出  △10,100 ―

転換社債の発行による収入  973,255 ―

社債の償還による支出  △60,000 △60,000

株式の発行による収入  392,211 97,782

新株予約権の発行による収入  4,140 ―

自己株式の取得による支出  △39 ―

割賦債務支払による支出  △2,138 △712

少数株主の払込による収入  ― 76,000

財務活動によるキャッシュ・フロー  447,328 113,069

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額  820,434 △208,656

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,602,810 2,423,244

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,423,244 2,214,588
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日

　　至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日

　　至　平成19年９月30日）

  当社グループは、前連結会計年度において4,305,694千

円の当期純損失を計上しました。また、当連結会計年度に

おいては、当期純利益462,656千円を計上したものの、営

業損失として445,001千円、経常損失として480,952千円を

計上しております。

　以上を鑑み、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。

 

　当該状況に対応すべく、当社グループは、「財務体質の

再強化」と「顧客構成の割合の見直しと再構築による売

上・利益の回復」に取り組んでおります。

 「財務体質の再強化」については、平成17年11月の総額

1,000百万円の円建転換社債型新株予約権付社債の発行及

び全額の株式転換完了、平成18年２月の㈱ヒューマンアウ

トソーシングによる営業譲渡による収入1,000百万円、そ

して平成18年３月に決議した第三者割当による新株式及び

新株予約権の発行（同年４月、新株式199百万円、新株予

約権４百万円共払込を完了）を通じて、安定的経営のベー

スとなる財務基盤を確保することができました。

　「顧客構成の割合の見直しと再構築による売上・利益の

回復」については、平成電電㈱に傾斜配分されていた経営

資源の再配分を急ピッチで進めており、損益の改善を図っ

ております。また、“製品群の峻別”及び“不採算事業の

再編”により、「全事業部門における営業利益黒字化を来

期初頭より実現する」ことを必達の課題として、「事業再

編」と「コスト構造改革（追加的コスト削減）」の二面か

ら、具体的施策の実行による早期の効果発現を目指してお

ります。

　以上の「財務体質の再強化」及び「顧客構成の割合の見

直しと再構築による売上・利益の回復」により、継続企業

の前提に関する重要な疑義を解消できるものと判断してお

ります。従って、連結財務諸表は継続企業を前提として作

成されており、このような重要な疑義の影響を反映してお

りません。

  当社グループは、前連結会計年度において、当期純利益

462,656千円を計上したものの、営業損失として445,001千

円、経常損失として480,952千円を計上しております。ま

た、当連結会計年度においては、営業損失71,174千円、経

常損失48,897千円、当期純損失602,815千円を計上してお

ります。

　以上を鑑み、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。

 

　当該状況に対応すべく、当社グループは、「本業集中に

よる企業価値の最大化」に取り組んでおります。

　自社の強みを生かし、経営資源を主たる事業に集中する

ことで、経営体質の改善と強化を進め、企業価値の最大化

を図ります。

　投資事業等への取り組みについては、案件を厳密に精査

し、主たる事業とのシナジー効果が見込まれないものへの

出資は一切行わないものと致します。 

　収益性判断の徹底とコスト構造の改革を進め、経営資源

の再配分と効率的なオペレーション体制の確立により、営

業力を強化するとともに、顧客基盤の再構築を図り、売上

高の増加を伴う利益体質の実現を目指して参ります。

　採算ベースに達せずかつ将来的にも採算化が見込み難い

案件・事業においては、“製品群の峻別”及び“不採算事

業の再編”を、引き続き実施して参ります。

　以上の施策により、継続企業の前提に関する重要な疑義

を解消できるものと判断しております。従って、連結財務

諸表は継続企業を前提として作成されており、このような

重要な疑義の影響を反映しておりません。

㈱オープンループ（4831）平成 19 年９月期決算短信

－ 20 －



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日

　　至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日

　　至　平成19年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　８社

　連結子会社の名称

㈱トラスト・エスピー・キューブ、㈱ヒバライバンク、

㈱オープンループインベストメント、㈱アスペイワー

ク（旧社名㈲グローリービジョン）、㈱トップラン

ダー（旧社名㈲ワイズマネージメント）、㈱ヒューマ

ンアウトソーシング、㈲ディー・フロンティア、㈲

コールスタッフィング

　上記のうち、㈱オープンループインベストメントに

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、㈱アスペイワーク（旧社名㈲グローリービ

ジョン）は当連結会計年度において100%子会社化した

ため、連結の範囲に含めております。

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　10社

　連結子会社の名称

㈱オープンループパートナーズ、㈱トラスト・エス

ピー・キューブ、㈱ヒバライバンク、㈱オープンルー

プインベストメント、㈱アスペイワーク、㈱トップラ

ンダー、㈱ヒューマンアウトソーシング、メディ・メ

サイア㈱、㈲ディー・フロンティア、㈲コールスタッ

フィング

　上記のうち、㈱トップランダー及びメディ・メサイ

ア㈱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、連結の範囲に含めております。

　なお、前連結会計年度に㈲ワイズマネージメントか

ら㈱トップランダーへ商号変更した連結子会社は、当

連結会計年度において㈱オープンループパートナーズ

へ商号変更しております。また、当連結会計年度に設

立された㈱オープンループ・アスクレピオスはメディ・

メサイア㈱へ商号変更しております。

２．持分法の適用に関する事項

(1）　　　　　　――――

 

 

 

 

 

 

 

(2）前連結会計年度において持分法適用の関連会社で

あった興和国際有限公司について、当連結会計年度に

おいて同社株式を全株売却したため、該当事項はあり

ません。  　　　　　

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用していない関連会社

　当連結会計年度において株式取得した㈱ＮＡＪにつ

きましては、同社の議決権の25.8％を所有しておりま

すが、同社より提示された資料及び説明の内容につい

て株式価値に影響を及ぼす重大な疑義が生じたことか

ら、当社は株式譲渡人等に対し損害賠償等の請求を行

うことを決議しました。そのため持分法の適用範囲か

ら除外しております。なお㈱ＮＡＪは平成19年５月31

日に自己破産を申請しております。

(2）　　　　　　――――

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、㈲ディー・フロンティア、㈲

コールスタッフィングの決算日は３月31日であります。

連結財務諸表の作成にあたって、これらの連結子会社

については、連結決算日現在で実施した仮決算に基づ

く財務諸表を使用しております。

　また、㈱アスペイワーク（旧社名㈲グローリービ

ジョン）および㈱トップランダー（旧社名㈲ワイズマ

ネージメント）は当連結会計年度より決算日を９月30

日へ変更しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、㈲ディー・フロンティア、㈲

コールスタッフィングの決算日は３月31日、㈱オープ

ンループインベストメントの決算日は12月31日であり

ます。連結財務諸表の作成にあたって、これらの連結

子会社については、連結決算日現在で実施した仮決算

に基づく財務諸表を使用しております。

　㈱オープンループインベストメントは当連結会計年

度より決算日を12月31日へ変更しております。
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前連結会計年度
（自　平成17年10月１日

　　至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日

　　至　平成19年９月30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

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結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）

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出

資金 

投資事業有限責任組合損益のうち、当社及び一部

の連結子会社に帰属する持分相当損益を「営業外

損益」に計上するとともに「営業投資有価証券」

及び「投資有価証券」を加減する方法 

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出

資金 

同左

②デリバティブ

時価法

②　　　　　　　　――――

 

③たな卸資産

イ）仕掛品

個別法に基づく原価法

③たな卸資産

イ）　　　　　　――――

 

ロ）貯蔵品

個別法に基づく原価法

ただし、貯蔵品のうち作業着等については最

終仕入原価法

ロ）貯蔵品

同左

(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

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　　　　　　　３～15年

車両運搬具及び工具器具備品　２～15年

　なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産に

ついては、３年間で均等償却する方法を採用してお

ります。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

同左

②無形固定資産

イ）のれん

５年による定額法を採用しております。

ロ）　　　　──────

②無形固定資産

イ）のれん

同左

ロ）自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。

(3）重要な繰延資産の処理方法

①株式交付費

　支出時に全額費用処理しております。　

②社債発行費

　支出時に全額費用処理しております。　

(3）重要な繰延資産の処理方法

①株式交付費

　同左

②　　　　　　　──────
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前連結会計年度
（自　平成17年10月１日

　　至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日

　　至　平成19年９月30日）

(4）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

(4）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

　従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のう

ち当連結会計年度に負担すべき金額を計上しており

ます。

②賞与引当金

　同左

③　　　　　　───────

 

③安全協力費返還引当金

　任意拠出の「安全協力費」を登録スタッフへ返還

するために、過去２年間にわたって徴収した安全協

力費の返還見込額および返還に要する諸費用の見込

額を計上しております。

(5）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。

(5）重要なリース取引の処理方法

　同左

(6）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

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(6）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

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。なお、一部の連結子

会社は免税事業者であるため税込方式によっており

ます。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価

評価法によっております。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　同左

６．のれんの償却に関する事項

　のれんの償却については、５年間の均等償却を行っ

ております。ただし金額的重要性がない場合は、発生

した連結会計年度に一括して償却しております。

６．のれんの償却に関する事項

　同左

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金

及び現金同等物）は手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期投資からなっております。

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

（固定資産の減損に係る会計基準） （企業結合に係る会計基準）

　当連結会計年度より、「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適用して

おります。これにより税金等調整前当期純利益は186,240

千円減少しております。セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。

 当連結会計年度から「企業結合に係る会計基準」(企業

会計審議会平成15年10月31日)及び「事業分離等に関す

る会計基準」(企業会計基準委員会　平成17年12月27日

　企業会計基準第７号)ならびに「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基

準委員会　平成17年12月27日　企業会計基準適用指針第

10号)を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） （自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の一

部改正）

　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部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用しております。従来の

「資本の部」の合計に相当する金額は3,448,193千円で

あります。

　なお、連結財務諸表規則の改正による、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、

改正後の連結財務諸表規則により作成しております。

　当連結会計年度から、改正後の「自己株式及び準備金

の額の減少等に関する会計基準」(企業会計基準委員会

　最終改正平成18年８月11日　改正企業会計基準第１

号)及び「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会

計基準の適用指針」(企業会計基準委員会　最終改正平

成18年８月11日　改正企業会計基準適用指針第２号)を

適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。 

（ストック・オプション等に関する会計基準等）  ──────

　当連結会計年度より、「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、

経常利益及び税金等調整前当期純利益が21,835千円減少

しております。

 

㈱オープンループ（4831）平成 19 年９月期決算短信

－ 24 －



表示方法の変更

前連結会計年度
(自　平成17年10月１日
　至　平成18年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成18年10月１日
　至　平成19年９月30日)

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度まで「営業権」として表示しておりま

したが、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年

度より「のれん」として表示しております。

 

 ──────

（連結損益計算書）

　前連結会計年度まで「新株発行費」として表示してお

りましたが、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱

い」により、当連結会計年度より「株式交付費」として

表示しております。

　　「投資事業組合投資損失」は、前連結会計年度まで、

営業外費用の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当連結会計年度において、営業外費用の総額の100分の

10を超えたため区分掲記しました。なお、前連結会計年

度の「投資事業組合投資損失」は3,393千円でありま

す。

 ──────

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　従来「減価償却費」に含めて表示しておりました「営

業権の償却額」は、当連結会計年度より「のれん償却

額」に含めております。なお、当連結会計年度における

従来の「営業権の償却額」に相当する金額は、6,000千

円であります。

　「投資事業組合投資損失」は、前連結会計年度は営業

活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表

示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲

記しております。なお、前連結会計年度の営業活動によ

るキャッシュ・フローの「その他」に含まれている「投

資事業組合投資損失」は3,393千円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

営業活動によるキャッシュ・フローの「前払費用の増減

額」は、当連結会計年度において、金額的重要性が乏し

くなったため「その他」に含めております。なお、当連

結会計年度の「その他」に含まれている「前払費用の増

加額」は△6,912千円であります。
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追加情報

前連結会計年度
(自　平成17年10月１日
　至　平成18年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成18年10月１日
　至　平成19年９月30日)

（当社株式の「監理ポスト」入りに関して）

　当社株式は㈱大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マー

ケット―「ヘラクレス」市場において、平成18年10月１日

より監理ポストに割当てられております。これまで当社株

式は平成15年３月１日より平成18年９月30日までを「猶予

期間」として、当社申請に基づく㈱大阪証券取引所の適合

審査を受けておりましたが、適合の認定を受けられないま

ま猶予期間の期限を迎えたことから、平成18年10月１日よ

り監理ポストに割当てられたものです。

　現在、上場を維持するための㈱大阪証券取引所の適合審

査が継続中であります。当社と致しましては、経営管理体

制・リスク管理体制全般等に関して求められる適正な水準

の維持向上に努め、審査への適合を果たし、監理ポストか

ら通常ポストへの早期復帰を目指してまいります。　

（当社株式の監理ポスト割当て解除について）

　当社株式は㈱大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マー

ケット―「ヘラクレス」市場において、平成18年10月１日

より監理ポストに割当てられておりましたが、㈱大阪証券

取引所における審査の結果、当社が「上場審査基準に準じ

て㈱大阪証券取引所が定める基準に適合」すると認められ

たため、平成19年10月27日付で監理ポスト割当てを解除さ

れました。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年９月30日）

当連結会計年度
（平成19年９月30日）

※１ 担保差入資産 ※１ 担保差入資産

現金及び預金 59,690千円

計 59,690千円

現金及び預金 59,757千円

計   59,757千円

　なお、上記に対する債務はありません。 　なお、上記に対する債務はありません。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日

　　至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日

　　至　平成19年９月30日）

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの ※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

役員報酬 108,546千円

給与手当 601,890千円

賞与 82,793千円

賞与引当金繰入額        37,530千円

雑給 52,298千円

法定福利費  152,359千円

募集費 157,998千円

減価償却費 40,649千円

賃借料 161,451千円

支払手数料 76,029千円

通信費 55,897千円

役員報酬 81,100千円

給与手当 538,641千円

賞与 79,125千円

賞与引当金繰入額 36,326千円

雑給 31,360千円

法定福利費 139,146千円

募集費 151,194千円

減価償却費 13,094千円

賃借料  146,540千円

支払手数料       111,619千円

通信費    50,463千円

貸倒引当金繰入額 34,761千円

のれん償却額 6,128千円

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 ※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

建物及び構築物          867千円

工具器具備品            357千円

計          1,224千円

建物及び構築物        2,678千円

工具器具備品 2,363千円

計 5,042千円

※３ 営業譲渡益

　 営業譲渡益は、平成18年２月９日に連結子会社である

㈱ヒューマンアウトソーシングが、カスタマーサービス関

連事業及び関連する財産を平成電電コミュニケーションズ

㈱（現 ＤＴコミュニケーションズ㈱）に営業譲渡したこ

とによるものです。 

（営業譲渡の経緯）

  ㈱ヒューマンアウトソーシングは、平成17年３月に平成

電電㈱から、同社のカスタマーサービス（インバウンド）

関連業務及びそれと類似する事業の営業譲渡を受け、事業

を行っておりました。

  その後、平成電電㈱は平成17年10月３日に民事再生手続

開始の申立てを行い、また同月21日に㈱ヒューマンアウト

ソーシングに対する業務運営委託契約を解除しました。こ

れに伴い、当社グループは、前連結会計年度において、営

業権償却に伴う特別損失を計上しております。

  しかしながら、平成電電㈱は、営業譲渡契約において、

自ら（関連会社を通じて行う場合も含む）本件営業及びそ

れと類似する事業を行わない旨を合意していたにもかかわ

らず、上記合意に違反して自ら本件営業を開始しまし

た。

  このため㈱ヒューマンアウトソーシングは、営業譲渡契

約に基づき、平成電電㈱が自ら（関連会社を通じて行う場

合も含む）本件営業及びそれと類似する事業を行ってはな

らない旨の仮処分決定を求める申立てを平成17年11月７日

付で行い、本申立てに対し東京地方裁判所より、平成17年

12月28日付で仮処分の決定が出されました。

  上記を受け、平成電電㈱及び同社スポンサーとして発表

されていたドリームテクノロジーズ㈱とその後の対応を交

渉しておりましたが、本件営業をドリームテクノロジーズ

（株）100％子会社である平成電電コミュニケーションズ

㈱（現 ＤＴコミュニケーションズ㈱）に譲渡することが

最良であるとの判断に至り、本件営業を譲渡することとし

たものです。 

※３ 　　　　　　　　──────
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前連結会計年度
（自　平成17年10月１日

　　至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日

　　至　平成19年９月30日）

 ※４　減損損失

　当社グループは、当連結会計年度において以下のとお

り減損損失を認識しました。 

（減損損失を認識した資産及び減損損失の金額）

場所 用途 種類
金額

（千円）

札幌市
中央区他

ＩＴセキュリ
ティ事業開発

用設備

工具器具備品
ソフトウェア
その他

793
18,041
4,608

 小計 23,444

東京都
新宿区他

セールスアウ
トソーシング
事業営業用備

品等

建物及び構築物
車両運搬具
工具器具備品
ソフトウェア

18,784
694

18,817
36,525

 小計 74,821

札幌市
中央区他

共用資産
管理用設備他

建物及び構築物
工具器具備品
ソフトウェア
リース資産

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

 小計 69,733

東京都
新宿区

㈱ヒバライバ
ンク

営業用資産

工具器具備品
ソフトウェア

1,094
8,431

 小計 9,525
― のれん 連結子会社のれん 8,716
   合計 186,240

（資産のグルーピングの方法）         

  当社グループは、製品やサービスの性質、市場の類似

性等を勘案し、事業の種類別セグメントを基礎として、

ＩＴセキュリティ事業、ゼネラルアウトソーシング事業、

セールスアウトソーシング事業、共用資産及び子会社の

各別に資産のグルーピングを行っております。 

（減損損失の認識に至った経緯）         

  当社グループは、平成17年10月３日に平成電電㈱の民

事再生手続開始の申立てがあったことにより、前連結会

計年度において大幅な当期純損失を計上しました。当連

結会計年度においても、当社グループの資産が使用され

ている事業に関連して、経営環境の悪化が未だ一部継続

しており、当社グループの資産に減損が生じている可能

性が存在しておりました。       

  当社グループは、資産のグルーピングを行ったのち、

資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フロー

の総額と帳簿価額との比較を行いましたが、前者が後者

を下回る資産グループがあったことから、これらの資産

グループについて減損損失を認識することとしまし

た。         

（回収可能価額の算定方法）         

  回収可能価額については正味売却価額により測定して

おります。

　償却性資産については、減価償却計算に用いられる税

法規定等に基づく残存価額を正味売却価額として算定し

ております。      

※４ 　　　　　　　　──────
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前連結会計年度
（自　平成17年10月１日

　　至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日

　　至　平成19年９月30日）

 ※５　　　　　　　　　────── ※５ 関係会社株式評価損

　関係会社株式評価損301,599千円は、持分法非適用関

連会社の㈱ＮＡＪに対するものであります。

　当連結会計年度において、当社は、㈱ＮＡＪの発行済

株式数の25.8％に相当する同社株式270株を取得しまし

た。その後持分法を適用するための精査の過程で、同社

より提示された資料及び説明の内容について株式価値に

影響を及ぼす重大な疑義が生じたことから、当社は株式

譲渡人等に対し、損害賠償等の請求を行なうことを決議

し、同社を持分法の適用範囲から除外することに致しま

した。そのため、株式取得価額351,000千円のうち、回

収の見通しが不確定の301,599千円を関係会社株式評価

損として計上しております。なお、㈱ＮＡＪは平成19年

５月31日に自己破産を申請しております。　

 ※６　　　　　　　　　────── ※６ 過年度賃金手当

　新宿労働基準監督署の指導に基づく時間外割増賃金等

の遡及額を計上しております。

 ※７　　　　　　　　　────── ※７ 安全協力費返還引当金繰入額

　連結子会社において、登録スタッフより、民間の傷

害・物損保険等の保険料の一部に充当するため「安全協

力費」を任意にて徴収しておりましたが、新宿労働基準

監督署より、その勘定・使途等が明白ではないことを主

旨として、過去２年間に遡及して返還するよう指導を受

けました。そのため、返還すべき安全協力費の返還見込

額及び返還に要する諸費用の見込額を安全協力費返還引

当金として計上をしております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成17年10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)

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 69,882 18,439 ― 88,321

自己株式

普通株式 2,301.1 0.5 ― 2,301.6

 (注)１．普通株式の発行済株式総数の増加18,439株は、第三者割当による新株発行による増加2,739株、転換社債の転換

による増加11,032株及び新株予約権の権利行使による新株の発行による増加4,668株であります。

 ２．普通株式の自己株式の株式数の増加0.5株は、端株の買取による増加であります。

 

２．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18年新株予約権 普通株式 ― 45,164 4,658 40,506 3,680

ストック・オプションとして

の新株予約権
― ― ― ― ― 21,835

合計 ― ― ― ― ― 25,515

 (注)１．平成18年新株予約権の当連結会計年度増加額は、新株予約権の発行によるものであります。

 ２．平成18年新株予約権の当連結会計年度減少額は、新株予約権の行使によるものであります。

 ３．「ストック・オプションとしての新株予約権」には、権利行使期間の初日が到来していないもの（当連結会計年

度末残高 852千円）が含まれております。その他の上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものでありま

す。

 

３．配当に関する事項

　　　該当事項はありません。
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当連結会計年度（自　平成18年10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)

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 88,321 2,531 ― 90,852

自己株式

普通株式 2,301.6 ― ― 2,301.6

 (注) 普通株式の発行済株式総数の増加2,531株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。

 

２．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18年新株予約権 普通株式 40,506 ― 2,531 37,975 3,450

ストック・オプションとして

の新株予約権
― ― ― ― ― 27,996

合計 ― ― ― ― ― 31,446

 (注)１．平成18年新株予約権の当連結会計年度減少額は、新株予約権の行使によるものであります。

 ２．「ストック・オプションとしての新株予約権」には、権利行使期間の初日が到来していないもの（当連結会計年

度末残高 7,013千円）が含まれております。その他の上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであり

ます。

 

３．配当に関する事項

　　　該当事項はありません。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日

　　至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日

　　至　平成19年９月30日）

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※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）

現金及び預金勘定 2,476,088千円

流動資産その他に含まれる預け金

勘定

 

16,871千円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △10,025千円

担保に供している定期預金 △59,690千円

現金及び現金同等物 2,423,244千円

現金及び預金勘定 2,104,803千円

流動資産その他に含まれる預け金

勘定

 

179,587千円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △10,045千円

担保に供している定期預金 　 △59,757千円

現金及び現金同等物 2,214,588千円

※２ 営業譲渡により減少した資産の主な内訳

有形固定資産 10,199千円

その他費用 18,864千円

営業譲渡益 970,937千円

営業譲渡による収入 1,000,000千円

営業譲渡の対象となった無形固定資産は前連結会計年

度において全額償却しております。

※２

──────

※３　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

 　株式の取得により新たに㈱アスペイワーク（旧社

名 ㈲グローリービジョン）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㈱アスペイワー

ク株式の取得価額と取得のための支出（純額）との

関係は次のとおりであります。

流動資産 13,927千円

のれん 1,334千円

流動負債 △262千円

㈱アスペイワーク株式の取得

価額 

 

15,000

 

千円

㈱アスペイワークの現金及び

現金同等物

 

△13,827

 

千円

差引：㈱アスペイワーク取得

のための支出

 

1,172

 

千円

※３　

──────

４　重要な非資金取引の内容

転換社債の転換   

 転換社債の転換による資本金

増加額

 

499,915

 

千円

 転換社債の転換による資本準

備金増加額

 

500,084

 

千円

 転換による転換社債減少額 1,000,000千円

４　

──────
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日

　　至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日

　　至　平成19年９月30日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

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

期末
残高相当額

工具器具備
品

42,884 29,232 13,293 357

ソフトウェ
ア

15,311 13,023 2,114 172

合計 58,195 42,255 15,408 530

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

期末
残高相当額

建物付属設
備

2,089 69 ― 2,020

工具器具備
品

44,331 33,691 4,142 6,497

合計 46,420 33,761 4,142 8,517

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

②未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 11,851千円

１年超 5,220千円

合計 17,071千円

リース資産減損勘定の残高 15,408千円

１年以内     5,016千円

１年超 7,904千円

合計 12,920千円

リース資産減損勘定の残高 4,142千円

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

却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 13,822千円

リース資産減損勘定の取崩額  6,953千円

減価償却費相当額 12,974千円

支払利息相当額 847千円

減損損失 22,362千円

支払リース料 13,155千円

リース資産減損勘定の取崩額 11,266千円

減価償却費相当額 12,434千円

支払利息相当額 452千円

④減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

④減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。

⑤利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度（平成18年９月30日） 当連結会計年度（平成19年９月30日）

取得原価
 

（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）

差額
 

（千円）

取得原価
 

（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）

差額
 

（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

株式 63,990 72,059 8,069 1,604 6,152 4,547

小計 63,990 72,059 8,069 1,604 6,152 4,547

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

株式 7,136 6,775 △361 285,962 215,449 △70,512

小計 7,136 6,775 △361 285,962 215,449 △70,512

合計 71,126 78,834 7,707 287,567 221,602 △65,965

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

売却額
（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

売却額
（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

492,562 25,828 4,104 1,451,221 4,103 3,931

３．時価評価されていない有価証券

区分

前連結会計年度
（平成18年９月30日）

当連結会計年度
（平成19年９月30日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

非上場株式 14,052 12,162

投資事業有限責任組合及びそれに

類する組合への出資金 
337,524 39,531

　

　（注）　前連結会計年度において、時価のあるその他有価証券について10,365千円、時価のないその他有価証券につい

て17,609千円の減損処理を実施しております。

 当連結会計年度において、時価のあるその他有価証券について122,255千円、時価のないその他有価証券につい

て1,889千円の減損処理を実施しております。
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日

　　至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日

　　至　平成19年９月30日）

(1）取引の内容

利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引

及び金利キャップ取引であります。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針

であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

デリバティブ取引は、借入金利の将来の金利市場にお

ける利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用

しております。

(3）取引の利用目的

同左

(4）取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引及び金利キャップ取引は市場金利の

変動によるリスクを有しております。なお、デリバ

ティブ取引の契約先は信用度の高い金融機関であるた

め、相手先の契約不履行による信用リスクはほとんど

ないと判断しております。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限

及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、財務経

理部が決裁担当者の承認を得て行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

２．取引の時価等に関する事項

 前連結会計年度（平成18年９月30日）

区分 種類
契約額等
（千円）

契約額等のうち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引

以外の取引

金利キャップ取引
250,000

(2,211)
250,000 849 △1,362

金利スワップ取引 80,000 ― △43 △43

合計
330,000

(2,211)
250,000 806 △1,405

　（注）１．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は注記の対象から除いております。

２．時価の算定方法は、取引先の金融機関から提示された金額に基づき算定しております。

３．（　　）内の金額は、同取引に係るオプション料（キャップフィー）であります。

当連結会計年度（平成19年９月30日）

重要性が低いため記載を省略しております。
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成17年10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

　会社法の施行日（平成18年５月１日）以後に存在したストック・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・オプションの内容  

株主総会決議日 平成12年８月31日 平成13年４月10日 平成13年８月30日

付与日 平成12年10月８日 平成13年６月１日 平成13年10月１日

付与対象者の区分及び数
当社取締役　　 3名

当社従業員　　37名

当社取締役　　 3名

当社従業員　　18名

当社取締役　　 4名

当社従業員　　45名

ストック・オプションの数(注１) 普通株式　146株 普通株式　476株 普通株式　669株

権利確定条件  （注）２  （注）２  （注）２ 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。対象勤務期間の定めはありません。対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成13年８月１日から

平成20年７月31日まで

平成13年８月１日から

平成20年７月31日まで

平成15年４月１日から

平成23年３月31日まで

株主総会決議日 平成13年12月17日 平成14年８月30日 平成14年12月17日

付与日 平成14年２月７日 平成14年10月６日 平成15年６月６日

付与対象者の区分及び数

当社取締役　 6名

当社従業員　25名 

 

当社取締役　　 4名

当社従業員　　74名

 

当社取締役・監査役　　9名

当社従業員　　　　　103名

当社子会社の従業員　　8名

ストック・オプションの数(注)１ 普通株式　　290株 普通株式　930株 普通株式　3,850株

権利確定条件  （注）２  （注）２  （注）２ 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。対象勤務期間の定めはありません。対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成16年１月１日から

平成18年12月31日まで

平成15年４月１日から

平成23年３月31日まで

平成15年７月１日から

平成20年１月31日まで

株主総会決議日 平成15年12月17日 平成15年12月17日 平成16年12月17日

付与日 平成16年２月27日 平成16年12月14日 平成17年２月８日

付与対象者の区分及び数

当社取締役・監査役　 8名

当社従業員　　　　　80名

当社子会社の従業員　 7名

 

 

当社取締役・監査役　 8名

当社従業員　　　　　67名

当社子会社の取締役　 1名

当社子会社の従業員　10名

当社の社外協力者　　 3名

当社取締役・監査役　　9名

当社従業員　　　　　103名

当社子会社の従業員　　8名

 

 

ストック・オプションの数(注)１ 普通株式　3,968株 普通株式　1,032株 普通株式　3,000株

権利確定条件  （注）２  （注）２  （注）２ 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。対象勤務期間の定めはありません。対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成18年１月１日から

平成25年12月31日まで

平成18年１月１日から

平成25年12月31日まで

平成17年２月９日から

平成26年12月16日まで

株主総会決議日 平成17年12月22日 平成17年12月22日

付与日 平成18年７月26日 平成18年７月26日

付与対象者の区分及び数
当社取締役　　5名

 

当社従業員　　　　 20名

当社子会社の従業員　1名

ストック・オプションの数(注)１ 普通株式　1,593株 普通株式　407株

権利確定条件   （注）２  （注）２ 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成18年９月１日から

平成21年８月31日まで

平成19年12月23日から

平成27年12月21日まで

（注）１．付与数を株式数に換算して記載しております。

２．新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員並び

に社外協力者等の地位にあることを要する。退任及び退職の場合の取扱い、その他の権利行使条件については、

当社が対象者との間で締結する付与契約において定めるものとする。
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（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況

 ① ストック・オプションの数  

株主総会決議日 平成12年８月31日 平成13年４月10日 平成13年８月30日

付与日 平成12年10月８日 平成13年６月１日 平成13年10月１日

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 63 333 542

権利行使 ― ― ―

失効 2 ― 13

当連結会計年度末残 61 333 529

株主総会決議日 平成13年12月17日 平成14年８月30日 平成14年12月17日

付与日 平成14年２月７日 平成14年10月６日 平成15年６月６日

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 25 769 1,783

権利行使 ― ― 10

失効 ― 8 10

当連結会計年度末残 25 761 1,763

株主総会決議日 平成15年12月17日 平成15年12月17日 平成16年12月17日

付与日 平成16年２月27日 平成16年12月14日 平成17年２月８日

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 3,383 960 ―

付与 ― ― ―

失効 2 5 ―

権利確定 3,381 955 ―

未確定残 ― ― ―

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 ― ― 2,920

権利確定 3,381 955 ―

権利行使 ― ― ―

失効 47 87 ―

当連結会計年度末残 3,334 868 2,920

株主総会決議日 平成17年12月22日 平成17年12月22日

付与日
平成18年７月26日

（当社取締役への付与分）

平成18年７月26日
（当社及び当社子会社従業員への

付与分）

権利確定前　　　　　　（株）   

前連結会計年度末 ― ―

付与 1,593 407

失効 ― ―

権利確定 1,593 ―

未確定残 ― 407

権利確定後　　　　　　（株）   

前連結会計年度末 ― ―

権利確定 1,593 ―

権利行使 ― ―

失効 ― ―

当連結会計年度末残 1,593 ―
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 ②　単価情報  

株主総会決議日 平成12年８月31日 平成13年４月10日 平成13年８月30日

付与日 平成12年10月８日 平成13年６月１日 平成13年10月１日

権利行使価格　　　　　　（円） 173,913 173,913 260,870

行使時平均株価　　　　　（円） ― ― ―

公正な評価単価（付与日）（円） ― ― ―

株主総会決議日 平成13年12月17日 平成14年８月30日 平成14年12月17日

付与日 平成14年２月７日 平成14年10月６日 平成15年６月６日

権利行使価格　　　　　　（円） 701,056 173,913 79,500

行使時平均株価　　　　　（円） ― ― 111,000

公正な評価単価（付与日）（円） ― ― ―

株主総会決議日 平成15年12月17日 平成15年12月17日 平成16年12月17日

付与日 平成16年２月27日 平成16年12月14日 平成17年２月８日

権利行使価格　　　　　　（円） 154,000 161,800 205,000

行使時平均株価　　　　　（円） ― ― ―

公正な評価単価（付与日）（円） ― ― ―

株主総会決議日 平成17年12月22日 平成17年12月22日 

付与日
平成18年７月26日

（当社取締役への付与分）

平成18年７月26日
（当社及び当社子会社従業員への

付与分）

権利行使価格　　　　　　（円） 33,872 33,872

行使時平均株価　　　　　（円） ― ―

公正な評価単価（付与日）（円） 13,172 22,357

２．当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

(1)使用した算定技法

　　ブラック・ショールズ式

(2)使用した主な基礎数値及びその見積方法

　①　株価変動性　　　96.15％

　　　平成15年３月１日（㈱トラストワークとの合併日）より平成18年７月26日（付与日）までの

　　　株価実績に基づき算定いたしました。

　②　予想残存期間　　当社取締役への付与分　　　　　　　　　585日（約１年７ヶ月）

　　　　　　　　　　　当社及び当社子会社従業員への付与分　1,975日（約５年５ヶ月）

　　　予想残存期間については、十分なデータの蓄積が無く、合理的な見積が困難であるため、

　　　権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して算定いたしました。

　③　予想配当　　　　当社配当実績より無しとして算定いたしました。

　④　無リスク利子率　当社取締役への付与分　　　　　　　　0.752％

　　　　　　　　　　　当社及び当社子会社従業員への付与分　1.446％

　　　予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りを使用いたしました。

 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　　平成15年３月以降の退職率の実績に基づき、権利不確定による失効数を見積り算定いたしました。

４．連結財務諸表への影響額

　　　販売費及び一般管理費の株式報酬費用　　21,835千円 
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当連結会計年度（自　平成18年10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

　会社法の施行日（平成18年５月１日）以後に存在したストック・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・オプションの内容  

株主総会決議日 平成12年８月31日 平成13年４月10日 平成13年８月30日

付与日 平成12年10月８日 平成13年６月１日 平成13年10月１日

付与対象者の区分及び数
当社取締役　　 3名

当社従業員　　37名

当社取締役　　 3名

当社従業員　　18名

当社取締役　　 4名

当社従業員　　45名

ストック・オプションの数(注１) 普通株式　146株 普通株式　476株 普通株式　669株

権利確定条件  （注）２  （注）２  （注）２ 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。対象勤務期間の定めはありません。対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成13年８月１日から

平成20年７月31日まで

平成13年８月１日から

平成20年７月31日まで

平成15年４月１日から

平成23年３月31日まで

株主総会決議日 平成13年12月17日 平成14年８月30日 平成14年12月17日

付与日 平成14年２月７日 平成14年10月６日 平成15年６月６日

付与対象者の区分及び数

当社取締役　 6名

当社従業員　25名 

 

当社取締役　　 4名

当社従業員　　74名

 

当社取締役・監査役　　9名

当社従業員　　　　　103名

当社子会社の従業員　　8名

ストック・オプションの数(注)１ 普通株式　　290株 普通株式　930株 普通株式　3,850株

権利確定条件  （注）２  （注）２  （注）２ 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。対象勤務期間の定めはありません。対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成16年１月１日から

平成18年12月31日まで

平成15年４月１日から

平成23年３月31日まで

平成15年７月１日から

平成20年１月31日まで

株主総会決議日 平成15年12月17日 平成15年12月17日 平成16年12月17日

付与日 平成16年２月27日 平成16年12月14日 平成17年２月８日

付与対象者の区分及び数

当社取締役・監査役　 8名

当社従業員　　　　　80名

当社子会社の従業員　 7名

 

 

当社取締役・監査役　 8名

当社従業員　　　　　67名

当社子会社の取締役　 1名

当社子会社の従業員　10名

当社の社外協力者　　 3名

当社取締役・監査役　　9名

当社従業員　　　　　103名

当社子会社の従業員　　8名

 

 

ストック・オプションの数(注)１ 普通株式　3,968株 普通株式　1,032株 普通株式　3,000株

権利確定条件  （注）２  （注）２  （注）２ 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。対象勤務期間の定めはありません。対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成18年１月１日から

平成25年12月31日まで

平成18年１月１日から

平成25年12月31日まで

平成17年２月９日から

平成26年12月16日まで

株主総会決議日 平成17年12月22日 平成17年12月22日

付与日 平成18年７月26日 平成18年７月26日

付与対象者の区分及び数
当社取締役　　5名

 

当社従業員　　　　 20名

当社子会社の従業員　1名

ストック・オプションの数(注)１ 普通株式　1,593株 普通株式　407株

権利確定条件   （注）２  （注）２ 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成18年９月１日から

平成21年８月31日まで

平成19年12月23日から

平成27年12月21日まで

（注）１．付与数を株式数に換算して記載しております。

２．新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員並び

に社外協力者等の地位にあることを要する。退任及び退職の場合の取扱い、その他の権利行使条件については、

当社が対象者との間で締結する付与契約において定めるものとする。
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（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況

 ① ストック・オプションの数  

株主総会決議日 平成12年８月31日 平成13年４月10日 平成13年８月30日

付与日 平成12年10月８日 平成13年６月１日 平成13年10月１日

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 61 333 529

権利行使 ― ― ―

失効 4 ― ―

当連結会計年度末残 57 333 529

株主総会決議日 平成13年12月17日 平成14年８月30日 平成14年12月17日

付与日 平成14年２月７日 平成14年10月６日 平成15年６月６日

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 25 761 1,763

権利行使 ― ― ―

失効 25 14 108

当連結会計年度末残 ― 747 1,655

株主総会決議日 平成15年12月17日 平成15年12月17日 平成16年12月17日

付与日 平成16年２月27日 平成16年12月14日 平成17年２月８日

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 3,334 868 2,920

権利行使 ― ― ―

失効 110 62 55

当連結会計年度末残 3,224 806 2,865

株主総会決議日 平成17年12月22日 平成17年12月22日

付与日
平成18年７月26日

（当社取締役への付与分）

平成18年７月26日
（当社及び当社子会社従業員への

付与分）

権利確定前　　　　　　（株）   

前連結会計年度末 ― 407

付与 ― ―

失効 ― 30

権利確定 ― ―

未確定残 ― 377

権利確定後　　　　　　（株）   

前連結会計年度末 1,593 ―

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―

失効 ― ―

当連結会計年度末残 1,593 ―
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 ②　単価情報  

株主総会決議日 平成12年８月31日 平成13年４月10日 平成13年８月30日

付与日 平成12年10月８日 平成13年６月１日 平成13年10月１日

権利行使価格　　　　　　（円） 173,913 173,913 260,870

行使時平均株価　　　　　（円） ― ― ―

公正な評価単価（付与日）（円） ― ― ―

株主総会決議日 平成13年12月17日 平成14年８月30日 平成14年12月17日

付与日 平成14年２月７日 平成14年10月６日 平成15年６月６日

権利行使価格　　　　　　（円） 701,056 173,913 79,500

行使時平均株価　　　　　（円） ― ― ―

公正な評価単価（付与日）（円） ― ― ―

株主総会決議日 平成15年12月17日 平成15年12月17日 平成16年12月17日

付与日 平成16年２月27日 平成16年12月14日 平成17年２月８日

権利行使価格　　　　　　（円） 154,000 161,800 205,000

行使時平均株価　　　　　（円） ― ― ―

公正な評価単価（付与日）（円） ― ― ―

株主総会決議日 平成17年12月22日 平成17年12月22日 

付与日
平成18年７月26日

（当社取締役への付与分）

平成18年７月26日
（当社及び当社子会社従業員への

付与分）

権利行使価格　　　　　　（円） 33,872 33,872

行使時平均株価　　　　　（円） ― ―

公正な評価単価（付与日）（円） 13,172 22,357

２．当連結会計年度に付与されたストック・オプション 

    該当事項はありません。

 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　　平成15年３月以降の退職率の実績に基づき、権利不確定による失効数を見積り算定いたしました。

４．連結財務諸表への影響額

　　　販売費及び一般管理費の株式報酬費用　　6,161千円 
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日

　　至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日

　　至　平成19年９月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金繰入限度超過額    19,134千円

新株予約権費用否認 8,519千円

未払事業税 1,358千円

その他 5,724千円

繰延税金資産(流動)　小計 34,736千円

評価性引当金 △34,736千円

繰延税金資産(流動)　合計 －千円

  

  

繰延税金資産(固定)  

貸倒引当金繰入限度超過額 342,067千円

減価償却限度超過額

無形固定資産償却限度超過額

投資有価証券評価損

108,383千円

19,029千円

21,711千円

減損損失 14,370千円

繰越欠損金 1,402,463千円

その他 1,412千円

繰延税金資産(固定)　小計 1,909,439千円

評価性引当金 △1,909,439千円

繰延税金資産(固定)　合計 －千円

  

繰延税金負債(固定)  

その他有価証券評価差額金 △3,276千円

繰延税金負債(固定)　合計 △3,276千円

差引：繰延税金負債(固定)の純額 △3,276千円

繰延税金資産（流動）  

貸倒引当金繰入限度超過額 8,180千円

賞与引当金繰入限度超過額 14,596千円

新株予約権費用否認 8,519千円

未払事業税 1,743千円

営業投資有価証券評価損 9,620千円

その他 3,123千円

繰延税金資産(流動)　小計 45,782千円

評価性引当金 △45,782千円

繰延税金資産(流動)　合計 －千円

繰延税金資産(固定)  

貸倒引当金繰入限度超過額 251,991千円

減価償却限度超過額

無形固定資産償却限度超過額

投資有価証券評価損

12,774千円

  2,078千円

70,493千円

関係会社株式評価損 122,449千円

減損損失 1,681千円

繰越欠損金 1,639,746千円

繰延税金資産(固定)　小計 2,101,215千円

評価性引当金 △2,101,215千円

繰延税金資産(固定)　合計 －千円

  

繰延税金負債(固定)  

その他有価証券評価差額金 △1,846千円

繰延税金負債(固定)　合計 △1,846千円

差引：繰延税金負債(固定)の純額 △1,846千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）  

住民税均等割 7.6％

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.3％

評価性引当金の増減 △49.7％

その他 7.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 7.6％

　税金等調整前当期純損失が計上されているため、記

載しておりません。
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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

前連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

 
ＩＴセキュ
リティ事業
（千円）

ゼネラルア
ウトソーシ
ング事業
（千円）

セールスア
ウトソーシ
ング事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業利益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 77,425 2,552,664 2,371,944 5,002,034 ― 5,002,034

(2）セグメント間の内部売上高 ― ― ― ― ― ―

計 77,425 2,552,664 2,371,944 5,002,034 ― 5,002,034

営業費用 135,580 2,467,009 2,435,046 5,037,635 409,400 5,447,036

営業利益 △58,154 85,655 △63,101 △35,600 △409,400 △445,001

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出
      

資産 201,358 399,815 554,695 1,155,869 2,931,453 4,087,322

減価償却費 5,290 3,513 12,727 21,531 19,118 40,649

減損損失 41,685 ― 74,821 116,507 69,733 186,240

資本的支出 190 15,014 18,096 33,301 11,958 45,260

　（注）１．事業区分の方法

事業区分は、サービスの性質及び種類の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分に属する主要な内容

(1）ＩＴセキュリティ事業

ＩＴセキュリティ技術に関連するコンサルティング、技術者派遣、及び製品・サービスの開発・保守・販

売を行っております。

(2）ゼネラルアウトソーシング事業

物流関係また倉庫内軽作業、建材等の搬出入作業及びイベント会場等の設営・撤去作業など各企業からの

アウトソーシングの総合請負業務を行っております。

(3）セールスアウトソーシング事業

テレコミュニケーター、セールスプロモーション及びトレーナー、スーパーバイザー業務等を行っており

ます。

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409,400千円であり、その主な

ものは、親会社の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は2,931,453千円であり、その主なものは、親

会社での余資運用資金(現金及び預金)及び管理部門に係る資産であります。

５．当連結会計年度において、投資事業を主たる業務として新たに設立した㈱オープンループインベストメント

は、売上が発生しておりませんので、事業の種類別セグメント上、同社の営業費用及び資産は「消去又は全

社」に含めております。
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当連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

 
ＩＴセキュリ

ティ事業

（千円）

ゼネラルアウ

トソーシング

事業

（千円）

セールスアウ

トソーシング

事業

（千円）

その他の事業

（千円）

計

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

Ⅰ　売上高及び営業利益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 45,426 3,044,666 2,717,289 10,354 5,817,737 ― 5,817,737

(2）セグメント間の内部売上高 ― ― 5,807 ― 5,807 △5,807 ―

計 45,426 3,044,666 2,723,096 10,354 5,823,545 △5,807 5,817,737

営業費用 35,963 2,860,277 2,603,239 15,480 5,514,961 373,951 5,888,912

営業利益 9,463 184,388 119,857 △5,125 308,583 △379,758 △71,174

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出
       

資産 20,374 442,620 579,574 4,597 1,047,166 2,566,493 3,613,660

減価償却費 232 5,583 4,891 ― 10,707 2,386 13,094

資本的支出 120 5,851 6,706 ― 12,678 14,475 27,153

　（注）１．事業区分の方法

事業区分は、サービスの性質及び種類の類似性を考慮して区分しております。なお、当連結会計年度より投

資事業に進出いたしましたが、「その他の事業」に含めて計上しております。

２．各事業区分に属する主要な内容

(1）ＩＴセキュリティ事業

ＩＴセキュリティ技術に関連するコンサルティング、技術者派遣、及び製品・サービスの開発・保守・販

売を行っております。

(2）ゼネラルアウトソーシング事業

物流関係また倉庫内軽作業、建材等の搬出入作業及びイベント会場等の設営・撤去作業など各企業からの

アウトソーシングの総合請負業務を行っております。

(3）セールスアウトソーシング事業

テレコミュニケーター、セールスプロモーション及びトレーナー、スーパーバイザー業務等を行っており

ます。

(4）その他の事業

投資事業を行っております。

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373,951千円であり、その主な

ものは、親会社の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は2,566,493千円であり、その主なものは、親

会社での余資運用資金(現金及び預金)及び管理部門に係る資産であります。

５．会計方針の変更 

（ストック・オプション等に関する会計基準）

 「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」に記載のとおり、当連結会計年度より「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。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」で6,161千円営業費用が増加し、営業利

益が同額減少しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度及び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及び在外支店がな

いため、該当事項はありません。　

ｃ．海外売上高

前連結会計年度及び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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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

関連当事者との間における重要な取引がないため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

関連当事者との間における重要な取引がないため、記載を省略しております。　
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日

　　至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日

　　至　平成19年９月30日）

１株当たり純資産額 40,086円23銭

１株当たり当期純利益金額 5,797円30銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 5,788円73銭

１株当たり純資産額 32,448円91銭

１株当たり当期純損失金額    6,903円28銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、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株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算

定上の基礎

項目
前連結会計年度

（自　平成17年10月１日
　　至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日

　　至　平成19年９月30日）

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当

期純損失金額 
  

連結損益計算書上の当期純利益金額又は当

期純損失金額（△） (千円)

462,656 △602,815

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通株式に係る当期純利益金額又は当期純

損失金額（△）（千円）

462,656 △602,815

普通株式の期中平均株式数（株） 79,805 87,323

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益調整額（千円） ― ―

 普通株式増加数（株） 118 ―

 （うち新株予約権） (118) ― 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含まれな

かった潜在株式の概要

旧商法280条ノ19の規定に基づく新

株引受権948株

平成13年改正旧商法280条ノ20及び

平成13年改正旧商法280条ノ21の規

定に基づく新株予約権の目的となる

株式の数11,646株

（新株予約権の目的となる株式の数

については、該当会計年度末におい

て行使がなされた場合の最大発行可

能数を記載しています。）

旧商法280条ノ19の規定に基づく新

株引受権919株

平成13年改正旧商法280条ノ20及び

平成13年改正旧商法280条ノ21の規

定に基づく新株予約権の目的となる

株式の数49,242株

（新株予約権の目的となる株式の数

については、該当会計年度末におい

て行使がなされた場合の最大発行可

能数を記載しています。）
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日

　　至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日

　　至　平成19年９月30日）

１．資本金の額の減少 

　当社は、平成18年12月21日開催の定時株主総会におい

て、下記のとおり資本金の額の減少について決議いたし

ました。

・減少すべき資本金の額 ： 資本金の額4,770,992,974

円を3,770,992,974円減少

して、1,000,000,000円と

する。 

・資本金の額減少の方法 ： 発行済株式総数の変更を行

わず、資本金の額のみを減

少する。 

 ・資本金の額の減少の日程

取締役会決議日　　　　　平成18年11月21日

株主総会決議日　　　　　平成18年12月21日

債権者異議申述最終期日　平成19年１月31日（予定)

効力発生日　　　　　　　平成19年２月１日（予定） 

 

２．事業譲渡による純粋持株会社体制への移行について

　当社は、平成18年12月21日開催の定時株主総会において、

下記のとおり事業譲渡による純粋持株会社体制への移行を

図ることを決議いたしました。

（１）目的 親会社から子会社への事業譲渡により、

親会社は純粋持株会社として全体戦略の

立案と経営管理・リスクマネジメント機

能に特化し、子会社は各事業の推進母体

として事業の発展に専念する体制とする

ことで、企業グループ全体の役割分担の

徹底と経営効率の向上を図るため。 

（２）譲渡元 ㈱オープンループ 

（３）譲渡先 ㈱トップランダー（100%子会社）

（４）譲渡事業 ＩＴセキュリティ事業及びヒューマンリ

ソーシズ事業

（５）譲渡予定

　　　財産 

仕掛品　　　　　 649千円

有形固定資産　30,724千円

無形固定資産　14,397千円

　合計　　　　45,772千円

（平成18年９月30日現在の帳簿価額）

（６）譲渡日  平成19年２月１日（予定）

　なお、（３）譲渡先 ㈱トップランダーは、平成18年

11月30日付で㈱オープンループパートナーズに商号変更

しております。 

――――
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前連結会計年度
（自　平成17年10月１日

　　至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日

　　至　平成19年９月30日）

３．当社の取締役及び監査役に対するストック・オプショ

ンとして新株予約権を発行する件について 

　当社は、平成18年12月21日開催の定時株主総会におい

て、下記のとおり当社の取締役及び監査役に対するストッ

ク・オプションとして新株予約権を発行することを決議

いたしました。

1. 　　新株予約権を発行する理由

当社取締役及び監査役の業績向上に対する貢献

意欲及び士気を高めるため

2. 　　新株予約権発行の要領

1）新株予約権の割当を受ける者

当社の取締役及び監査役

2）株主総会決議による委任に基づき募集事項の決

定をすることができる新株予約権の数の上限

3,200個

3）新株予約権の払込金額

無償（新株予約権につき金銭の払込みを要しな

い。）

3.　　 新株予約権の内容

1）新株予約権の目的たる株式の種類及び数

取締役に対しては当社普通株式 3,000株を上限

とし、監査役に対しては当社普通株式 200株を

上限とする。なお、新株予約権１個当たりの新

株予約権の目的たる株式の数（以下「目的株式

数」という。）は、当初１株とする。

2）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使時に際して出資される財産の

価額は、当該時点における目的株式数1株当たり

の出資される財産の価額（以下「行使価額」と

いう。）に目的株式数を乗じた金額とする。当

初行使価額は、新株予約権の割当日の属する月

の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）

における㈱大阪証券取引所の当社株式の普通取

引の終値の平均値、又は割当日の前日の終値（終

値がない場合は、それに先立つ直近日の終値と

する。）のいずれか高い金額とし、１円未満の

端数は切り上げる。

3）新株予約権の行使期間

平成19年１月１日から平成23年12月15日までの

期間で当社取締役会において決定する期間とす

る。

4）新株予約権の行使により株式を発行する場合に

おける増加する資本金及び資本準備金

行使に際して払込みまたは給付をした財産の額

（資本金等増加限度額）として会社計算規則第

40条第１項に定める額の２分の１の額を資本金

として計上し、その余を資本準備金として計上

する。

――――
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前連結会計年度
（自　平成17年10月１日

　　至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日

　　至　平成19年９月30日）

5) 新株予約権行使の条件

①新株予約権者の相続人による新株予約権の行

使は認められない。

②その他の新株予約権の行使の条件は、当社と

新株予約権者との間で締結する新株予約権割

当契約書において定めるものとする。 

４．当社従業員並びに当社子会社の取締役、従業員及び社

外協力者に対するストック・オプションとして新株予

約権を発行する件について 

　当社は、平成18年12月21日開催の定時株主総会におい

て、下記のとおり当社従業員並びに当社子会社の取締役、

従業員及び社外協力者に対するストック・オプションと

して新株予約権を発行することを決議いたしました。

1. 　　新株予約権を発行する理由

当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業

員の業績向上に対する貢献意欲及び士気を高め

ること、及び社外協力者との関係強化のため

2. 　　新株予約権発行の要領

1）新株予約権の割当を受ける者

当社従業員並びに当社子会社の取締役、従業員

及び社外協力者

2）株主総会決議による委任に基づき募集事項の決

定をすることができる新株予約権の数の上限

1,800個

3）新株予約権の払込金額

無償（新株予約権につき金銭の払込みを要しな

い。）

3.  　 新株予約権の内容

1) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数

取締役に対しては当社普通株式 1,800株を上限

とする。なお、新株予約権1個当たりの新株予約

権の目的たる株式の数（以下「目的株式数」と

いう。）は、当初１株とする。

2）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使時に際して出資される財産の

価額は、当該時点における目的株式数１株当た

りの出資される財産の価額（以下「行使価額」

という。）に目的株式数を乗じた金額とする。

当初行使価額は、新株予約権の割当日の属する

月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）

における㈱大阪証券取引所の当社株式の普通取

引の終値の平均値、又は割当日の前日の終値（終

値がない場合は、それに先立つ直近日の終値と

する。）のいずれか高い金額とし、１円未満の

端数は切り上げる。

――――
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前連結会計年度
（自　平成17年10月１日

　　至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日

　　至　平成19年９月30日）

3）新株予約権の行使期間

平成19年１月１日から平成28年12月15日までの期

間で当社取締役会において決定する期間とする。

4）新株予約権の行使により株式を発行する場合にお

ける増加する資本金及び資本準備金

行使に際して払込みまたは給付をした財産の額

（資本金等増加限度額）として会社計算規則第40

条第１項に定める額の２分の１の額を資本金とし

て計上し、その余を資本準備金として計上する。

5) 新株予約権行使の条件

①新株予約権者は、権利行使時においても、当社

の取締役、監査役、従業員及び当社子会社の取

締役、監査役、並びに社外協力者等の地位にい

ることを要す。

②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使

は認められない。

③その他の新株予約権の行使の条件は、当社と新

株予約権者との間で締結する新株予約権割当契

約書において定めるものとする。 

――――

５．株式取得

　当社は、平成18年12月18日開催の臨時取締役会におき

まして、当社グループのＩＴセキュリティ事業の拡大を

目的として㈱ＮＡＪの株式取得を決議いたしました。な

お、今回の株式取得により同社は当社の持分法適用関連

会社となる予定です。

 (1) 株式取得の概要

 ①株式取得日　平成18年12月18日

 ②取得株式数　270株（所有割合 25.8％）

 ③取得金額　　351百万円

 (2) ㈱ＮＡＪの概要

 ①商号　　　　株式会社ＮＡＪ

 ②代表者　　　代表取締役社長　宮野 渉

 ③所在地　　　大阪市中央区北浜三丁目１番22号

 ④事業の内容　システム機器・ソリューション販売業

 ⑤決算期　　　11月30日
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年９月30日）
当事業年度

（平成19年９月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金 ※１  2,192,514   1,194,215   

２．受取手形   1,732   ―   

３．売掛金 ※２  618,475   82,877   

４．仕掛品   649   ―   

５．貯蔵品   1,573   616   

６．前払費用   34,731   7,195   

７．短期貸付金 ※２  507,783   896,423   

８．その他 ※２  186,655   216,175   

貸倒引当金   △133,290   △149,317   

流動資産合計   3,410,825 86.3  2,248,187 67.7 △1,162,637

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物  24,160   964    

減価償却累計額  △15,549 8,610  △545 418  △8,191

２．車両運搬具  11,961   ―    

減価償却累計額  △2,391 9,570  ― ―  △9,570

３．工具器具備品  97,160   8,499    

減価償却累計額  △84,617 12,543  △4,438 4,061  △8,482

有形固定資産合計   30,724 0.8  4,480 0.1 △26,244

(2）無形固定資産         

１．のれん   12,000   ―   

２．ソフトウェア   ―   8,638   

３．その他   2,397   2,397   

無形固定資産合計   14,397 0.4  11,036 0.3 △3,361
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前事業年度

（平成18年９月30日）
当事業年度

（平成19年９月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券   112,376   268,588   

２．関係会社株式   176,307   687,834   

３．出資金   20   20   

４．関係会社長期貸付
金

  2,100,000   2,010,000   

５. 長期貸付金   ―   15,000   

６．破産更生債権等   1,039,999   1,039,999   

７．長期前払費用   71   ―   

８．敷金及び保証金   106,563   94,304   

  ９．その他   849   204   

貸倒引当金   △3,041,647   △3,056,801   

投資その他の資産
合計

  494,540 12.5  1,059,150 31.9 564,609

固定資産合計   539,663 13.7  1,074,666 32.3 535,003

資産合計   3,950,488 100.0  3,322,854 100.0 △627,633
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前事業年度

（平成18年９月30日）
当事業年度

（平成19年９月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   1,790   ―   

２．１年以内償還予定社
債   60,000   60,000   

３．未払金 ※２  61,398   35,365   

４．未払費用   65,996   34,616   

５．未払法人税等   39,496   6,958   

６．未払消費税等   52,606   5,002   

７．預り金   31,945   3,856   

８．前受収益   21   65   

９．賞与引当金   43,441   8,902   

10．その他   24,669   9,451   

流動負債合計   381,367 9.7  164,220 4.9 △217,147

Ⅱ　固定負債         

１．社債   60,000   ―   

２．繰延税金負債   1,012   324   

３．その他   2,616   1,481   

固定負債合計   63,629 1.6  1,806 0.1 △61,822

負債合計   444,997 11.3  166,026 5.0 △278,970

㈱オープンループ（4831）平成 19 年９月期決算短信

－ 54 －



  
前事業年度

（平成18年９月30日）
当事業年度

（平成19年９月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   4,770,992 120.8  1,050,115 31.6 △3,720,877

２．資本剰余金         

(1) 資本準備金  1,738,962   50,115    

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

資本剰余金合計   3,018,543 76.4  2,889,088 87.0 △129,455

３．利益剰余金         

(1) 利益準備金  700   ―    

(2) その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  △3,951,263   △383,667    

利益剰余金合計   △3,950,563 △100.0  △383,667 △11.6 3,566,895

４．自己株式   △360,117 △9.1  △360,117 △10.8 ―

株主資本合計   3,478,855 88.1  3,195,418 96.2 △283,437

Ⅱ　評価・換算差額等         

その他有価証券評
価差額金

  1,120 0.0  △70,037 △2.1  

評価・換算差額等合計   1,120 0.0  △70,037 △2.1 △71,157

Ⅲ　新株予約権   25,515 0.6  31,446 0.9 5,931

純資産合計   3,505,491 88.7  3,156,827 95.0 △348,663

負債純資産合計   3,950,488 100.0  3,322,854 100.0 △627,633
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高         

１．製品売上高  67,664   18,477    

２．役務収益  4,456,495   1,638,287    

３．業務受託収益  ― 4,524,159 100.0 426,980 2,083,745 100.0 △2,440,414

Ⅱ　売上原価         

１．当期製品製造原価  44,197   3,248    

２．役務原価  3,314,582 3,358,779 74.2 1,215,299 1,218,548 58.5 △2,140,231

売上総利益   1,165,379 25.8  865,196 41.5 △300,183

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,594,162 35.3  784,714 37.6 △809,448

営業利益又は営業損失（△）   △428,783 △9.5  80,481 3.9 ―

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息 ※２ 6,280   38,983    

２．受取配当金  1,111   1,420    

３．受取手数料 ※２ 12,786   9,051    

４．保険解約益  650   ―    

５．助成金収入  2,730   ―    

６．その他  1,226 24,785 0.6 2,546 52,001 2.5 27,215

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  3,434   1,007    

２．株式交付費  8,530   520    

３．社債発行費  26,745   ―    

４．支払手数料  747   ―    

５．投資事業組合投資損失  4,907   8,992    

６．その他  1,331 45,696 1.0 1,396 11,917 0.6 △33,779

経常利益又は経常損失（△）   △449,694 △9.9  120,565 5.8 ―

Ⅵ　特別利益         

１．投資有価証券売却益  33,766   4,103    

２．貸倒引当金戻入益  1,008,715   ―    

３．投資損失引当金戻入益  150,000   ―    

４．関係会社株式売却益  9,782   ―    

５．その他  237 1,202,502 26.5 ― 4,103 0.2 △1,198,398
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前事業年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅶ　特別損失         

１．投資有価証券売却損  7,784   3,931    

２．投資有価証券評価損  17,609   121,645    

３．固定資産除却損 ※４ ―   4,792    

４．関係会社株式評価損 ※５ 5,999   355,073    

５．事務所移転・縮小関連
費用

 12,283   ―    

６．減損損失 ※３ 169,852   ―    

７．臨時償却  17,937   ―    

８．過年度賃金手当 ※６ ― 231,467 5.1 16,363 501,806 24.1 270,338

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失（△)

  521,340 11.5  △377,136 △18.1 ―

法人税、住民税
　及び事業税

  36,395 0.8  6,530 0.3 △29,864

当期純利益
　又は当期純損失(△)

  484,944 10.7  △383,667 △18.4 ―
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製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費  ― ― ―  

Ⅱ　労務費  10,259 23.8 2,599 100.0

Ⅲ　経費 ※２ 32,767 76.2 ― ―

当期総製造費用  43,026 100.0 2,599 100.0

期首仕掛品たな卸高  1,820  649  

合計  44,847  3,248  

期末仕掛品たな卸高  649  ―  

当期製品製造原価  44,197  3,248  

      

（注）　１．原価計算の方法は個別原価計算を

採用しております。

※２．内訳は次のとおりです。

外注加工費 32,452千円

減価償却費 　 314千円

（注）　１．同左

 

※２　　──────

役務原価明細書

  
前事業年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　労務費  145,354 4.4 52,455 4.3

Ⅱ　経費 ※１ 3,169,227 95.6 1,162,844 95.7

役務原価  3,314,582 100.0 1,215,299 100.0

      
（注）※１．主な経費の内容は次のとおりです。

スタッフ人件費

2,976,588千円

（注）※１．主な経費の内容は次のとおりです。

スタッフ人件費

     1,102,861千円
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(3）株主資本等変動計算書

 前事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

 株主資本 

 

資本金 

 資本剰余金  利益剰余金

自己株式
株主資本

合計 
 

資本準備金 

 

その他資本

剰余金 

 

資本剰余金

合計 

 

利益準備金

 

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計
 

繰越利益剰

余金

平成17年9月30日残高
（千円）

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

事業年度中の変動額 

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

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

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

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― △39 △39

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額(純額)

― ― ― ― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合

計（千円）
700,516 700,685 ― 700,685 ― 484,944 484,944 △39 1,886,106

平成18年9月30日残高

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

 
評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 

 

 その他有価証
券評価差額金 

評価・換算差
額等 合計 

 

平成17年9月30日残高
（千円）

5,872 5,872 ― 1,598,621

事業年度中の変動額 

新株の発行 ― ― ― 401,202

転換社債の転換 ― ― ― 1,000,000

当期純利益 ― ― ― 484,944

自己株式の取得 ― ― ― △39

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額(純額)

△4,752 △4,752 25,515 20,763

事業年度中の変動額合

計（千円）
△4,752 △4,752 25,515 1,906,869

平成18年9月30日残高

（千円）
1,120 1,120 25,515 3,505,491
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 当事業年度（自　平成18年10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

自己株式
株主資本
合計  

資本準備金 
その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 

利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計
 

繰越利益剰
余金

平成18年9月30日残高
（千円） 4,770,992 1,738,962 1,279,580 3,018,543 700 △3,951,263 △3,950,563 △360,117 3,478,855

事業年度中の変動額 

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

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

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

その他資本剰余金の
取崩

― ― △1,279,580 △1,279,580 ― 1,279,580 1,279,580 ― ―

利益準備金の取崩 ― ― ― ― △700 700 ― ― ―

当期純利益 ― ― ― ― ― △383,667 △383,667 ― △383,667

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）

△3,720,877 △1,688,847 1,559,392 △129,455 △700 3,567,595 3,566,895 ― △283,437

平成19年9月30日残高
（千円） 1,050,115 50,115 2,838,973 2,889,088 ― △383,667 △383,667 △360,117 3,195,418

 
評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 

 

 その他有価証
券評価差額金 

評価・換算差
額等 合計 

 

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

事業年度中の変動額 

新株の発行 ― ― ― 100,230

減資 ― ― ― ―

資本準備金の取崩 ― ― ― ―

その他資本剰余金の
取崩

― ― ― ―

利益準備金の取崩 ― ― ― ―

当期純利益 ― ― ― △383,667

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額(純額)

△71,157 △71,157 5,931 △65,226

事業年度中の変動額合
計（千円） △71,157 △71,157 5,931 △348,663

平成19年9月30日残高
（千円） △70,037 △70,037 31,446 3,156,827
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度
（自　平成17年10月１日

　　至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日

　　至　平成19年９月30日）

　当社は、前事業年度において、4,436,207千円の当期純

損失を計上しました。また、当事業年度においては、当期

純利益484,944千円を計上したものの、営業損失428,783千

円、経常損失449,694千円を計上しております。

　以上を鑑み、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。

 

　当該状況に対応すべく、当社は、「財務体質の再強化」

と「顧客構成の割合の見直しと再構築による売上・利益の

回復」に取り組んでおります。

　「財務体質の再強化」については、平成17年11月の総額

1,000百万円の円建転換社債型新株予約権付社債の発行及

び全額の株式転換完了、平成18年３月に決議した第三者割

当による新株式及び新株予約権の発行（同年４月、新株式

199百万円、新株予約権4百万円共払込を完了）を通じて、

安定的経営のベースとなる財務基盤を確保することができ

ました。

　「顧客構成の割合の見直しと再構築による売上・利益の

回復」については、平成電電㈱に傾斜配分されていた経営

資源の再配分を急ピッチで進めており、損益の改善を図っ

ております。また、“製品群の峻別”及び“不採算事業の

再編”により、「全事業部門における営業利益黒字化を来

期初頭より実現する」ことを必達の課題として、「事業再

編」と「コスト構造改革（追加的コスト削減）」の二面か

ら、具体的施策の実行による早期の効果発現を目指してお

ります。

 

　以上の「財務体質の再強化」及び「顧客構成の割合の見

直しと再構築による売上・利益の回復」により、継続企業

の前提に関する重要な疑義を解消できるものと判断してお

ります。従って、財務諸表は継続企業を前提として作成さ

れており、このような重要な疑義の影響を反映しておりま

せん。

  当社は、前事業年度において、当期純利益484,944千円

を計上したものの、営業損失428,783千円、経常損失

449,694千円を計上しました。また、当事業年度において

は、営業利益80,481千円、経常利益120,565千円を計上し

たものの、当期純損失383,667千円を計上しております。

　以上を鑑み、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。

 

　当該状況に対応すべく、当社は、「本業集中による企業

価値の最大化」に取り組んでおります。

　自社の強みを生かし、経営資源を主たる事業に集中する

ことで、経営体質の改善と強化を進め、企業価値の最大化

を図ります。

　投資事業等への取り組みについては、案件を厳密に精査

し、主たる事業とのシナジー効果が見込まれないものへの

出資は一切行わないものと致します。 

　収益性判断の徹底とコスト構造の改革を進め、経営資源

の再配分と効率的なオペレーション体制の確立により、営

業力を強化するとともに、顧客基盤の再構築を図り、売上

高の増加を伴う利益体質の実現を目指して参ります。

　採算ベースに達せずかつ将来的にも採算化が見込み難い

案件・事業においては、“製品群の峻別”及び“不採算事

業の再編”を、引き続き実施して参ります。

 　以上の施策により、継続企業の前提に関する重要な疑

義を解消できるものと判断しております。従って、財務諸

表は継続企業を前提として作成されており、このような重

要な疑義の影響を反映しておりません。
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重要な会計方針

前事業年度
（自　平成17年10月１日

　　至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日

　　至　平成19年９月30日）

１．有価証券の評価基準及び評価方法
(1）子会社株式

　移動平均法に基づく原価法

１．有価証券の評価基準及び評価方法
(1）子会社株式及び関連会社株式

　同左
(2）その他有価証券

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部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）その他有価証券
時価のあるもの
同左
 

時価のないもの
移動平均法に基づく原価法

投資事業有限責任組合への出資金
投資事業有限責任組合損益のうち、当社に帰属す
る持分相当損益を「営業外損益」に計上するとと
もに「投資有価証券」を加減する方法

時価のないもの
同左

投資事業有限責任組合への出資金
同左

２．デリバティブの評価基準及び評価方法
　時価法

２．　　　　　　　──────
　

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1）仕掛品

　個別法に基づく原価法

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1）　　　　　　──────

(2）貯蔵品
　個別法に基づく原価法
ただし貯蔵品のうち、作業着等については最終仕
入原価法

(2）貯蔵品
  同左

４．固定資産の減価償却の方法
(1）有形固定資産

定率法
　主な耐用年数は以下のとおりであります。

４．固定資産の減価償却の方法
(1）有形固定資産

  同左

建物 ３～15年
車両運搬具及び工具器具備品 ２～15年

　なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産に
ついては、３年間で均等償却する方法を採用してお
ります。

(2）無形固定資産
のれん
５年による定額法を採用しております。

(2）無形固定資産
ソフトウェア
自社利用のソフトウェア
社内における利用可能期間（５年）に基づく定
額法を採用しております。

５．繰延資産の処理方法
  ①株式交付費
　　　支出時に全額費用として処理しております。 
  ②社債発行費

　支出時に全額費用として処理しております。

５．繰延資産の処理方法
  ①株式交付費
 　　同左
  ②　　　　　　　──────

 

６．引当金の計上基準
(1）貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権について
は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込
額を計上しております。

６．引当金の計上基準
(1）貸倒引当金
　　同左 

(2）賞与引当金
　従業員の賞与支給に備えるために、支給見込額の
うち当事業年度に負担すべき金額を計上しておりま
す。

(2）賞与引当金
　同左

７．リース取引の処理方法
　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・リース取引については、通
常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって
おります。

７．リース取引の処理方法
  　同左

８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
　消費税等の会計処理
　税抜方式によっております。

８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
　消費税等の会計処理
　同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

（固定資産の減損に係る会計基準） （企業結合に係る会計基準） 

　当事業年度より、「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適用

しております。これにより税引前当期純利益は169,852

千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸

表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しており

ます。

  当事業年度から「企業結合に係る会計基準」(企業会

計審議会平成15年10月31日)及び「事業分離等に関する

会計基準」(企業会計基準委員会　平成17年12月27日　

企業会計基準第７号)ならびに「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準

委員会　平成17年12月27日　企業会計基準適用指針第10

号)を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） （自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の一

部改正）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号　平成17年12月９日）を適用しております。従

来の「資本の部」の合計に相当する金額は3,479,976千

円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正による、当事業年度に

おける貸借対照表の「純資産の部」については、改正

後の財務諸表等規則により作成しております。

　当事業年度から、改正後の「自己株式及び準備金の額

の減少等に関する会計基準」(企業会計基準委員会　最

終改正平成18年８月11日　改正企業会計基準第１号)及

び「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準

の適用指針」(企業会計基準委員会　最終改正平成18年

８月11日　改正企業会計基準適用指針第２号)を適用し

ております。

　これによる損益に与える影響はありません。 

（ストック・オプション等に関する会計基準等） ───────

　当事業年度より、「ストック・オプション等に関す

る会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27

日）及び「ストック・オプション等に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号　平成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が21,835千円減

少しております。
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年10月１日

　　至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日

　　至　平成19年９月30日）

 （貸借対照表関係）

　前事業年度まで「営業権」として表示しておりました

が、財務諸表等規則の改正により、当事業年度より「の

れん」として表示しております。 

───────

（損益計算書関係）

１．前事業年度まで「新株発行費」として表示しておりま

したが、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱

い」により、当事業年度より「株式交付費」として表

示しております。

２．「投資事業組合投資損失」は、前事業年度まで、営業

外費用の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当事業年度において、営業外費用の総額の100分の10

を超えたため区分掲記しました。なお、前事業年度の

「投資事業組合投資損失」は3,393千円であります。

───────

追加情報

前事業年度
（自　平成17年10月１日

　　至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日

　　至　平成19年９月30日）

（当社株式の「監理ポスト」入りに関して）

　当社株式は㈱大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マー

ケット―「ヘラクレス」市場において、平成18年10月１日

より監理ポストに割当てられております。これまで当社株

式は平成15年３月１日より平成18年９月30日までを「猶予

期間」として、当社申請に基づく㈱大阪証券取引所の適合

審査を受けておりましたが、適合の認定を受けられないま

ま猶予期間の期限を迎えたことから、平成18年10月１日よ

り監理ポストに割当てられたものです。

　現在、上場を維持するための㈱大阪証券取引所の適合審

査が継続中であります。当社と致しましては、経営管理体

制・リスク管理体制全般等に関して求められる適正な水準

の維持向上に努め、審査への適合を果たし、監理ポストか

ら通常ポストへの早期復帰を目指してまいります。　

 （当社株式の監理ポスト割当て解除について）

　当社株式は㈱大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マー

ケット―「ヘラクレス」市場において、平成18年10月１日

より監理ポストに割当てられておりましたが、㈱大阪証券

取引所における審査の結果、当社が「上場審査基準に準じ

て㈱大阪証券取引所が定める基準に適合」すると認められ

たため、平成19年10月27日付で監理ポスト割当てを解除さ

れました。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年９月30日）

当事業年度
（平成19年９月30日）

※１ 担保差入資産 ※１ 担保差入資産

現金及び預金     59,690千円

計      59,690千円

 なお、上記に対する債務はありません。

現金及び預金    59,757千円

計 59,757千円

 なお、上記に対する債務はありません。

※２ 関係会社に対するものは、次のとおりであります。

  　売掛金　　　　　　　　　　　     18千円

　　短期貸付金　　　　　　　　  490,000千円

　　流動資産「その他」　　　　　 19,838千円

※２ 関係会社に対するものは、次のとおりであります。

  　売掛金　　　　　　　　　　   56,763千円

　　短期貸付金　　　　　　　　  895,793千円

　　流動資産「その他」　　　　　 26,480千円

　　未払金　　　　　　　　 　　　21,306千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年10月１日

　　至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日

　　至　平成19年９月30日）

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は0.2％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は99.8％であ

ります。

　主要な費目及び金額は以下のとおりであります。

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は0.3％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は99.7％であ

ります。

　主要な費目及び金額は以下のとおりであります。

役員報酬 107,146千円

給与手当 518,732千円

賞与 74,912千円

賞与引当金繰入額 33,844千円

雑給 52,298千円

法定福利費 137,059千円

減価償却費 41,407千円

賃借料 151,938千円

支払手数料 72,627千円

募集費 142,289千円

  

役員報酬 81,100千円

給与手当      240,651千円

賞与 44,446千円

賞与引当金繰入額 8,902千円

雑給 9,991千円

法定福利費 68,176千円

減価償却費 5,035千円

賃借料 52,656千円

支払手数料 64,420千円

募集費 44,728千円

貸倒引当金繰入額 31,179千円

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

受取利息 5,586千円

受取手数料 10,323千円

受取利息   36,889千円

受取手数料    9,050千円

 ※３　減損損失

　当社は、当事業年度において以下のとおり減損損失を認

識しました。 

（減損損失を認識した資産及び減損損失の金額）

場所 用途 種類
金額

（千円）

札幌市
中央区他

ＩＴセキュリ
ティ事業
開発用設備

工具器具備品
ソフトウェア 
その他

793
20,041
4,608

 小計 25,444

東京都
新宿区他

セールスアウ
トソーシング

事業
営業用備品等

建物
車両運搬具
工具器具備品
ソフトウェア

18,784
694

18,671
36,525

 小計 74,675

札幌市
中央区他

共用資産
管理用設備他

建物
工具器具備品
ソフトウェア
リース資産

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

 小計 69,733
   合計 169,852

（資産のグルーピングの方法）         

  当社は、製品やサービスの性質、市場の類似性等を勘

案し、事業の種類別セグメントを基礎として、ＩＴセキュ

リティ事業、ゼネラルアウトソーシング事業、セールス

アウトソーシング事業、共用資産の各別に資産のグルー

ピングを行っております。 

（減損損失の認識に至った経緯）         

  当社は、平成17年10月３日に平成電電㈱の民事再生手

続開始の申立てがあったことにより、前事業年度におい

て大幅な当期純損失を計上しました。当事業年度におい

ても、当社の資産が使用されている事業に関連して、経

営環境の悪化が未だ一部継続しており、当社の資産に減

損が生じている可能性が存在しておりました。       

  当社は、資産のグルーピングを行ったのち、資産グルー

 ※３　　　　　　　───────
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前事業年度
（自　平成17年10月１日

　　至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日

　　至　平成19年９月30日）

プから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と

帳簿価額との比較を行いましたが、前者が後者を下回る

資産グループがあったことから、これらの資産グループ

について減損損失を認識することとしました。     

（回収可能価額の算定方法）         

  回収可能価額については正味売却価額により測定して

おります。

　償却性資産については、減価償却計算に用いられる税

法規定等に基づく残存価額を正味売却価額として算定し

ております。      

 ※４　　　　　　　─────── ※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

建物及び構築物        2,678千円

工具器具備品 2,113千円

計 4,792千円

 ※５　　　　　　　───────  ※５ 関係会社株式評価損

　関係会社株式評価損のうち301,599千円は、持分法非適

用関連会社の㈱ＮＡＪに対するものであります。

　当事業年度において、当社は、㈱ＮＡＪの発行済株式

数の25.8％に相当する同社株式270株を取得しました。そ

の後持分法を適用するための精査の過程で、同社より提

示された資料及び説明の内容について株式価値に影響を

及ぼす重大な疑義が生じたことから、当社は株式譲渡人

等に対し、損害賠償等の請求を行なうことを決議し、同

社を持分法の適用範囲から除外することに致しました。

そのため、株式取得価額351,000千円のうち、回収の見通

しが不確定の301,599千円を関係会社株式評価損として計

上しております。なお、㈱ＮＡＪは平成19年５月31日に

自己破産を申請しております。

 ※６　　　　　　　───────  ※６ 過年度賃金手当

　新宿労働基準監督署の指導に基づく時間外割増賃金等

の遡及額を計上しております。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成17年10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

前期末株式数

 (株）

当期増加株式数

 (株）

当期減少株式数

 (株）

当期末株式数

 (株）

自己株式

 　　普通株式 2,301.1 0.5 － 2,301.6

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

当事業年度（自　平成18年10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

前期末株式数

 (株）

当期増加株式数

 (株）

当期減少株式数

 (株）

当期末株式数

 (株）

自己株式

 　　普通株式 2,301.6 ― ― 2,301.6
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年10月１日

　　至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日

　　至　平成19年９月30日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

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

期末
残高相当額

工具器具備
品

42,884 29,232 13,293 357

ソフトウェ
ア

15,311 13,023 2,114 172

合計 58,195 42,255 15,408 530

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

期末
残高相当額

工具器具備
品

40,971 33,579 4,142 3,249

合計 40,971 33,579 4,142 3,249

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

②未経過リース料期末残高相当額等

 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 11,851千円

１年超  5,220千円

合計 17,071千円

リース資産減損勘定の残高 15,408千円

１年以内 3,968千円

１年超 3,674千円

合計 7,643千円

リース資産減損勘定の残高 4,142千円

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

却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 13,822千円

リース資産減損勘定の取崩額  6,953千円

減価償却費相当額 12,974千円

支払利息相当額 847千円

減損損失 22,362千円

支払リース料 12,963千円

リース資産減損勘定の取崩額 11,266千円

減価償却費相当額 12,253千円

支払利息相当額 442千円

④減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

④減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

⑤利息相当額の算定方法

同左

（有価証券関係）

前事業年度（平成18年９月30日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（平成19年９月30日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。　
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成17年10月１日

　　至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日

　　至　平成19年９月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金繰入限度超過額      17,637千円

貸倒引当金繰入限度超過額 29,543千円

未払事業税 1,358千円

その他 11,529千円

繰延税金資産(流動)　小計 60,068千円

評価性引当金 △60,068千円

繰延税金資産(流動)　合計 －千円

繰延税金資産(固定)  

貸倒引当金繰入限度超過額 1,040,280千円

減価償却限度超過額 83,491千円

投資有価証券評価損 21,105千円

関係会社株式評価損 147,681千円

繰越欠損金 487,839千円

その他 17,695千円

繰延税金資産(固定)　小計 1,798,093千円

評価性引当金 △1,798,093千円

繰延税金資産(固定)　合計 －千円

繰延税金負債(固定)  

その他有価証券評価差額金 △1,012千円

繰延税金負債(固定)　合計 △1,012千円

差引：繰延税金負債(固定)の純額 △1,012千円

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金繰入限度超過額 39,310千円

貸倒引当金繰入限度超過額 3,614千円

未払事業税 －千円

その他 9,578千円

繰延税金資産(流動)　小計 52,504千円

評価性引当金 △52,504千円

繰延税金資産(流動)　合計 　－千円

繰延税金資産(固定)  

貸倒引当金繰入限度超過額 980,461千円

減価償却限度超過額 4,312千円

投資有価証券評価損 70,493千円

関係会社株式評価損 291,841千円

繰越欠損金 601,712千円

その他 3,760千円

繰延税金資産(固定)　小計 1,952,582千円

評価性引当金 △1,952,582千円

繰延税金資産(固定)　合計 　－千円

繰延税金負債(固定)  

その他有価証券評価差額金 △324千円

繰延税金負債(固定)　合計 △324千円

差引：繰延税金負債(固定)の純額 △324千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）  

住民税均等割 6.9％

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.2％

評価性引当金の増減 △41.8％

その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 7.0％

　税引前当期純損失が計上されているため、記載して

おりません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年10月１日

　　至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日

　　至　平成19年９月30日）

１株当たり純資産額 40,455円71銭

１株当たり当期純利益金額 6,076円57銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 6,067円59銭

１株当たり純資産額 35,294円94銭

１株当たり当期純損失金額 4,393円66銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、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株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算

定上の基礎

項目
前事業年度

（自　平成17年10月１日
　　至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日

　　至　平成19年９月30日）

１株当たり当期純利益金額又は１株当た

り当期純損失金額 

  

損益計算書上の当期純利益金額又は当期

純損失金額（△） (千円)

484,944 △383,667

普通株主に帰属しない金額（千円） ―  ― 

普通株式に係る当期純利益金額又は当期

純損失金額（△）（千円）

484,944 △383,667

普通株式の期中平均株式数（株） 79,805 87,323

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） ― ―

普通株式増加数（株） 118 ―

 （うち新株予約権） (118) ― 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含まれな

かった潜在株式の概要

旧商法280条ノ19の規定に基づく新

株引受権948株

平成13年改正旧商法280条ノ20及び

平成13年改正旧商法280条ノ21の規

定に基づく新株予約権の目的となる

株式の数11,646株

（新株予約権の目的となる株式の数

については、該当会計年度末におい

て行使がなされた場合の最大発行可

能数を記載しています。）

旧商法280条ノ19の規定に基づく新

株引受権919株

平成13年改正旧商法280条ノ20及び

平成13年改正旧商法280条ノ21の規

定に基づく新株予約権の目的となる

株式の数49,242株

（新株予約権の目的となる株式の数

については、該当会計年度末におい

て行使がなされた場合の最大発行可

能数を記載しています。）
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年10月１日

　　至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日

　　至　平成19年９月30日）

１．資本金の額の減少 

　当社は、平成18年12月21日開催の定時株主総会におい

て、資本金の額の減少について決議いたしました。

  なお、詳細については、連結財務諸表における「（重

要な後発事象）１．資本金の額の減少 」に記載のとおり

であります。　

 

２．事業譲渡による純粋持株会社体制への移行について

　当社は、平成18年12月21日開催の定時株主総会において、

事業譲渡による純粋持株会社体制への移行を図ることを決

議いたしました。　   

  なお、詳細については、連結財務諸表における「（重要

な後発事象）２．事業譲渡による純粋持株会社体制への移

行について」に記載のとおりであります。 

 

３．当社の取締役及び監査役に対するストック・オプショ

ンとして新株予約権を発行する件について 

　当社は、平成18年12月21日開催の定時株主総会において、

当社の取締役及び監査役に対するストック・オプションと

して新株予約権を発行することを決議いたしました。  

  なお、詳細については、連結財務諸表における「（重要

な後発事象）３．当社の取締役及び監査役に対するストッ

ク・オプションとして新株予約権を発行する件について 」

に記載のとおりであります。 

 

４．当社従業員並びに当社子会社の取締役、従業員及び社

外協力者に対するストック・オプションとして新株予

約権を発行する件について 

　当社は、平成18年12月21日開催の定時株主総会において、

当社従業員並びに当社子会社の取締役、従業員及び社外協

力者に対するストック・オプションとして新株予約権を発

行することを決議いたしました。  

  なお、詳細については、連結財務諸表における「（重要

な後発事象）４．当社従業員並びに当社子会社の取締役、

従業員及び社外協力者に対するストック・オプションとし

て新株予約権を発行する件について 」に記載のとおりであ

ります。 

――――

５．株式取得

　当社は、平成18年12月18日開催の臨時取締役会におき

まして、当社グループのＩＴセキュリティ事業の拡大を

目的として㈱ＮＡＪの株式取得を決議いたしました。な

お、今回の株式取得により同社は当社の持分法適用関連

会社となる予定です。

　詳細については、連結財務諸表における「（重要な後

発事象）５．株式取得」に記載のとおりであります。
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６．その他
 該当事項はありません。
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