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(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 ％

20年９月期 6,335 8.9 △269 ― △262 ― △479 ―

19年９月期 5,817 16.3 △71 ― △48 ― △602 ―

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 ％ ％ ％

20年９月期 △5,413 41 ― ― △18.1 △7.4 △4.3

19年９月期 △6,903 28 ― ― △19.1 △1.3 △1.2

(参考) 持分法投資損益 20年９月期 ―百万円 19年９月期 ―百万円

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

20年９月期 3,492 2,485 69.4 27,363 92

19年９月期 3,613 2,958 79.5 32,448 91

(参考) 自己資本 20年９月期 2,422百万円 19年９月期 2,873百万円

(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

20年９月期 △398 △171 △60 1,585

19年９月期 85 △407 113 2,214

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 ％ ％

19年９月期 ― ― ― ― ― ― ― ― 0 00 ― ― ―

20年９月期 ― ― ― ― ― ― ― ― 0 00 ― ― ―

21年９月期(予想) ― ― ― ― ― ― ― ― 0 00 ― ― ―

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期連結累計期間 3,100 △7.5 △300 ― △300 ― △350 ― △3,952 71

通 期 6,700 5.8 △450 ― △450 ― △500 ― △5,646 73
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4. その他 

  

① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更         無 

  

  

 
(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、49ページ「１株当たり情報」をご

覧ください。 

  

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

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 

 
  

2. 21年９月期の個別業績予想（平成20年10月１日～平成21年９月30日） 

 

 
  
 ※ 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。 

  

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

(2) 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）

(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) 20年９月期 90,852株 19年９月期 90,852株

② 期末自己株式数 20年９月期 2,305株 19年９月期 2,301株

(参考) 個別業績の概要

(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 ％

20年９月期 587 △71.8 158 96.9 176 46.6 △667 ―

19年９月期 2,083 △53.9 80 ― 120 ― △383 ―

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

20年９月期 △7,539 43 ― ―

19年９月期 △4,393 66 ― ―

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

20年９月期 3,412 2,515 72.9 28,099 09

19年９月期 3,322 3,156 94.1 35,294 94

(参考) 自己資本 20年９月期 2,488百万円 19年９月期 3,125百万円

(％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期累計期間 250 △23.4 △40 ― △40 ― △90 ― △1,016 41

通 期 500 △14.9 △25 ― △25 ― △75 ― △847 01

- 2 -

㈱オープンループ(4831)平成20年９月期決算短信



当連結会計年度(平成19年10月１日～平成20年９月30日)におけるわが国経済は、米国のサブプライム

ローン問題に端を発した金融市場の混乱や原油・原材料価格の高騰を受け、世界経済および国内経済の

減速傾向が強まり、企業の業況感は厳しさを増しております。  

  人材派遣業界においては、雇用情勢について有効求人倍率の低下が続いているほか、完全失業者数は

六ヶ月連続して増加するなど、雇用環境は厳しさを増しております。また法令違反が発覚した大手企業

に対して行政処分が下され、労働者派遣法の改正に関する議論も活発化しております。  

 このような状況の中、当社はコンプライアンスの徹底を図り、既存事業拡大に努めると共に、労働者

派遣法の改正を視野に、事業領域の拡大に努めました。  

 ＩＴセキュリティ事業においては、引続き高性能暗号ライブラリのカスタマイズ受託、セキュリティ

ライセンス販売を中心に、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、顧客の要望とスタッフのニーズを適切な形でマッチングさせ

るという派遣事業の基本に立ち返った事業展開を図りました。当社グループの主力となる連結子会社の

㈱オープンループパートナーズにおいては、営業基盤強化の為、平成19年11月に千葉支店、平成20年４

月に岡崎支店、平成20年５月に立川支店を、平成20年９月には新潟、長野、広島にそれぞれ拠点を新設

し、期中に合計６拠点の開設を実施し、新たに甲信越・中国地区をカバーする体制を整えました。また

約20名の経験者を採用し、営業を推進する為の体制を整えました。労働者派遣法の改正機運について

は、それをビジネスチャンスと捉え、顧客に代わりパートやアルバイトスタッフの採用、賃金の支払等

付随して発生する業務を代行するサービスを開発し、顧客の幅広いニーズに対応し、多角的なサービス

を提供できるよう、その体制を整えました。㈱オープンループリソーシズ（平成20年５月２日付で㈱ヒ

バライバンクより商号変更）においては、技術系の人材派遣に特化した事業を展開することと致しまし

た。加えて、中華人民共和国にて通信会社向けのコールセンター関連業務に関する収益機会を獲得する

為、その準備を進めました。  

 こうした取り組みの結果、当連結会計年度における連結売上高は、6,335百万円（前連結会計年度比

8.9％増、517百万円の増加）となりました。売上高の増加は、主力事業であるヒューマンリソーシズ事

業において、上期の人材派遣市場が底堅く推移し、テレマーケティング・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、1,580百万円（同1.9％減、30百万円の減少）となり、 販売費及び一般管理費は、

1,850百万円（同10.0％増、168百万円の増加）、営業損失269百万円（前連結会計年度は営業損失71百

万円）、経常損失262百万円（前連結会計年度は経常損失48百万円）となりました。増収は図られたも

のの、長期雇用スタッフの増加による法定福利費の増加、新たな事業展開に伴う諸設備への投資等、営

業費用の増加を吸収するに至らず、営業損失及び経常損失を計上することとなりました。 

 また特別損失として、平成20年３月31日に証券投資信託の償還を受けたことにより生じた取得原価と

償還金額の差額として159百万円を投資有価証券売却損として計上致しました。これらの結果、当期純

損失は、479百万円となりました。今後このような損失を発生させることがないよう、リスク管理の徹

底を進めつつ、損益の改善と黒字基調の確立を図って参ります。 

  

 

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

[参考]四半期毎の業績推移

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

（自 平成19年10月１日 （自 平成20年１月１日 （自 平成20年４月１日 （自 平成20年７月１日

至 平成19年12月31日） 至 平成20年３月31日） 至 平成20年６月30日） 至 平成20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 1,614 100.0 1,735 100.0 1,543 100.0 1,442 100.0

 営業損失 94 △5.9 24 △1.4 74 △4.8 76 △5.3

 経常損失 93 △5.8 20 △1.2 72 △4.7 75 △5.2

 当期純損失 90 △5.6 168 △9.7 71 △4.6 148 △10.3
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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２四半期にコールセンター事業に

おける受注が大きく伸びたものの、通期を通じて損失を計上することとなりました。第３四半期以降

は、拠点の新設に伴う諸設備への投資や経験者の大量採用に伴う人件費等が増加致しました。  

 また第２四半期において、証券投資信託の償還を受けたことにより、償還金額と取得原価との差額と

して、投資有価証券売却損を計上した為、損失が増加しております。第４四半期においては、減損会計

による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。  

  

事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりです。 

 
 

ＩＴ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ＩＴセキュリティ本部及び連結子会社であ

る㈱オープンループリソーシズ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27.1％減の33百万円となりました。㈱オープンループパートナーズ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、経費の削減を進めて参りました。  

 また、㈱オープンループリソーシズにおいては、「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。  

 

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、㈱オープンループパートナーズヒューマンリソーシズ本部、㈱トラス

ト・エスピー・キューブ、㈱アスペイワーク並びに㈱トップランダーにおいて展開されております。㈱

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派遣事業を展開してお

ります。㈱アスペイワークは、テレマーケティング事業を行う顧客に対して、給与翌日銀行振込システ

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。㈱トップランダーにお

いては、建設業免許を取得し、建設事業を行なっております。  

 当連結会計年度においては、経営効率化を主旨としたグループ再編・組織変更に一定の目処が立ちま

した。当事業を取り巻く環境には厳しさがあるものの、顧客のニーズに応え、事業規模を拡大する為、

積極的に拠点展開を図りました。  

 

①ゼネラルアウトソーシング事業  

 ゼネラルアウトソーシング事業は、㈱オープンループパートナーズヒューマンリソーシズ本部のフー

ドサービス、ロジスティクス（物流）、セールスプロモーション事業となります。  

 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1.3％増の3,083百万円となりま

した。スタッフ確保が課題であるものの、新規開設支店の柏支店、千葉支店、立川支店を中心にロジス

ティクス関連事業の受注規模が拡大しました。その他、フードサービス（飲食店向け派遣）、ストアサ

ービス（食料品の販売促進等）等の案件獲得が期を通じて進み、売上高は増加しました。  

  

前連結会計年度 当連結会計年度 前連結 前連結

事業の種類別 (自 平成18年10月１日 (自 平成19年10月１日 会計年度比 会計年度比

セグメントの名称 至 平成19年９月30日) 至 平成20年９月30日) 増減額 増減率

売上高 構成比 売上高 構成比
（百万円） （％）

（百万円） （％） （百万円） （％）

ＩＴセキュリティ事業 45 0.8 33 0.5 △12 △27.1

ゼネラル 
アウトソーシング事業

3,044 52.3 3,083 48.7 39 1.3

セールス 
アウトソーシング事業

2,717 46.7 3,218 50.8 501 18.5

ヒューマンリソーシズ事業 5,761 99.0 6,302 99.5 540 9.4

その他の事業 10 0.2 ― ― △10 △100.0

合計 5,817 100.0 6,335 100.0 517 8.9
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②セールスアウトソーシング事業  

 セールスアウトソーシング事業は、㈱オープンループパートナーズヒューマンリソーシズ本部のＣＲ

Ｍ（コールセンター業務等の運営受託）事業となります。  

 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18.5％増の3,218百万円となり

ました。北海道、東北、沖縄等の各地域において、顧客基盤が確立し、売上高が拡大しました。その

他、㈱アスペイワークにおいても専門性を強化した案件の獲得が順調に進み、売上高は順調に増加しま

した。  

  

次期の見通し  

  

 国内経済の景況感の悪化により、景気回復には相応の時間がかかるものと推測されます。また当社グ

ループの主たる事業である人材派遣事業分野においては、日雇派遣原則禁止の法制化による影響を見極

め、事業構造の転換を図ることが必要と認識しております。  

 このような事業環境において、当社グループは、積極的な営業体制を推進し、売上高は、当連結会計

年度から5.8％程度の増加を見込んでおります。新設拠点においては「地域戦略の推進」「人員配置並

びに営業の効率化」を図り、営業体制の強化を中心とした事業戦略を遂行致します。また、事業開発室

を設置し、新規事業の企画推進を行って参ります。加えて、コスト構造の改革を引き続き推進し、利益

体質への転換を確実に進めて参ります。  

 収益面につきましては、特に上半期において、新規拠点の開設や新たな収益源の確保のために先行的

な費用負担が増大しておりますが、下半期におきましては増収効果により赤字幅は縮小の見込みであり

ます。当社グループといたしましては、財務の健全性を確保しつつ、現在取り組んでいる種々の施策を

結実させるべく努めてまいります。以上を勘案した結果、次期の見通しは売上高6,700百万円、営業損

失450百万円、 経常損失450百万円、当期純損失500百万円と致します。  

  

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末より120百万円減少し3,492百万円となっておりま

す。  

 流動資産については、前連結会計年度末に比べ174百万円減少し2,855百万円となりました。これは、

有価証券が580百万円増加、預け金が348百万円増加したものの、現金及び預金が928百万円減少し1,175

百万円となったこと等が主な要因となっております。  

 固定資産については、前連結会計年度末に比べ53百万円増加し636百万円となりました。これは、有

形固定資産の取得により41百万円、ソフトウェアの取得により無形固定資産が43百万円、それぞれ増加

したものの、減損損失により75百万円の減少、投資有価証券が72百万円増加したことにより、投資その

他の資産が83百万円増加したことが主な要因となっております。  

 負債合計は351百万円増加し1,007百万円となりました。社債の償還60百万円及び前連結会計年度末に

計上した安全協力費返還引当金の目的使用により94百万円減少したものの、国債の購入等により未払金

が537百万円増加したことにより、流動負債は353百万円増加し1,005百万円となり、固定負債は１百万

円減少し１百万円となりました。  

 純資産合計は472百万円減少し2,485百万円となりました。資本金は1,050百万円、資本剰余金は

2,889百万円といずれも前連結会計年度末と同額となっておりますが、利益剰余金について、当連結会

計年度純損失479百万円の計上により、マイナス残高が前連結会計年度末の△637百万円から479百万円

増加し△1,117百万円となりました。  

 自己資本比率は、前連結会計年度末の79.5％から10.1ポイント減少し69.4％となっております。 

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

に対して629百万円減少し、1,585百万円となりました。これは営業活動により398百万円、投資活動に

より171百万円、財務活動により60百万円、それぞれ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） 

 営業活動の結果使用した資金は398百万円（前連結会計年度は85百万円の資金の獲得）となりまし

た。増加要因として投資有価証券売却損159百万円等の非資金性損益項目があったものの、税金等調整

前当期純損失479百万円、前連結会計年度に計上した安全協力費返還引当金のうち94百万円を目的使用

したこと等によるものです。 

(2) 財政状態に関する分析
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（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171百万円（前連結会計年度は407百万円の資金の使用）となりまし

た。増加要因として定期預金の払戻による収入40百万円、貸付金の回収による収入43百万円等があった

ものの、減少要因として定期預金の預入による支出141百万円、有形固定資産の取得による支出41百万

円、無形固定資産の取得による支出43百万円及びその他投資活動による支出31百万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） 

 財務活動の結果使用した資金は60百万円（前連結会計年度は113百万円の資金の獲得）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ことによるものです。当連結会計年度

において社債の償還は完了いたしました。 

 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、569百万円のマイナス（前連結会計年度は321百万円のマイナス）となっております。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（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／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：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、平成18年９月期及び平成20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。 

  

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。  

  

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 平成20年９月期

自己資本比率（％） 68.3 47.3 84.4 79.5 69.4

時価ベースの自己資本比率
（％）

204.9 254.2 41.9 46.1 17.7

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（％）

― ― ― 70.3 ―

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍）

― ― ― 253.4 ―

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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  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当社グループにおける事業展開上の

リスク要因となりうる事項を記載したものであり、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 法令と許認可について  

イ） 許認可  

 当社グループは、有料職業紹介事業者及び一般派遣労働者派遣事業者として厚生労働大臣の許可を受

けております。当連結会計年度末における取得者名、許可番号、取得年月日及び有効期限は下記の通り

です。  

  
  

   
 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）その他関連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。  

 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） 法的規制  

  当社グループのヒューマンリソーシズ事業を取り巻く環境として、法令違反が発覚した大手企業に対

して行政処分が下され、労働者派遣法の改正に関する議論が活発化し、平成20年４月１日付で「日雇派

遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針」（いわゆ

る「日雇派遣指針」）が施行され、更には「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業

条件の整備等に関する法律」の改正（日雇派遣原則禁止法制化）の論議が高まっております。これらの

法令等の改正により、その対応の為、人材派遣事業の運営に関し、管理工数が増大し、販管費が増大す

る可能性があります。  

 また、規定業種以外への労働者派遣においては、労働者派遣法の改正により派遣期間が原則１年（一

定の要件を満たした場合は最長３年まで可能）を超える期間の派遣が認められないことから、平成21年

３月以降に派遣期間の制限日が集中し、顧客企業が派遣労働者の直接雇用に移行を促進することが想定

されることから、これらの法改正が当社グループの業績について、全般的に影響を与える可能性があり

ます。  

 

② 社会保険料負担の増加について  

  当社グループの事業を取り巻く環境として、派遣スタッフの長期雇用化による、社会保険料負担が増

加傾向にあります。  

 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）、当社は関連法令遵守の観点より、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。  

 長期雇用スタッフの増加による社会保険料負担額が増大傾向にあることから、今後、顧客に対する請

(4) 事業等のリスク

許可の名称 管轄省庁 取得者名 許可番号 取得年月 有効期限

有料職業紹介 厚生労働省 ㈱オープンループ 01-ユ-300068 平成16年２月 平成23年５月

事業許可 ㈱オープンループパートナーズ 13-ユ-301936 平成19年２月 平成22年１月

㈱トラスト・エスピー・キューブ 13-ユ-300456 平成17年２月 平成25年１月

㈱アスペイワーク 13-ユ-302020 平成19年３月 平成22年２月

一般労働者 厚生労働省 ㈱オープンループ 般01-230060 平成15年６月 平成24年２月

派遣事業許可 ㈱オープンループパートナーズ 般13-302403 平成19年２月 平成22年１月

㈱トラスト・エスピー・キューブ 般13-080607 平成15年６月 平成23年10月

㈱アスペイワーク 般13-301927 平成18年８月 平成21年７月
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求金額への転嫁や業務効率化などの内部努力によるコスト削減などによって吸収できない場合には、当

社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。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。  

 

③ 事業に関するリスクについて  

イ）スタッフの確保  

 当社グループの事業を推進するうえで、少子高齢化の進展に伴う若年層人口の減少が顕著になってお

り、今後もこの傾向は続くものと予想されております。当社のヒューマンリソーシズ事業におけるスタ

ッフの年齢層は若年層が中心となっていることから、若年者人口の減少は、当社グループが必要とする

人材の確保を困難にし、必要人材の確保が出来ないことによる機会損失を招き、当社グループの業績に

悪影響を及ぼす可能性があります。  

 また、比較的低い参入障壁がもたらす当該事業において、同業企業の市場参入による競争の激化によ

り、受注価格の低価格化と併せて、スタッフ獲得のために支払給与を増額する傾向にあることから収益

率が悪化し、これらを顧客企業に対する請求価格への転嫁や内部努力によって吸収できない場合には、

当社グループの業績に悪影響を与える可能性もあります。  

 

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派遣事業及び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等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、またヒューマンリソーシズ事業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。  

 

④ 財務面等について  

イ）信用リスク  

 当社グル－プは、営業活動において、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  

 当社グループは、株価変動リスクを受けやすいさまざまな有価証券を保有しております。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、当社グループの業績及び財政状態に影響を及

ぼす恐れがあります。  

 当社グループは、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。  

- 8 -

㈱オープンループ(4831)平成20年９月期決算短信



 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９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「ゼネラルアウトソーシング事業」と「セールスアウトソーシング事業」

から構成され、「ゼネラルアウトソーシング事業」では、労働者派遣法に基づく一般労働者派遣事業、また

建設業法に基づく業務等幅広い分野において事業展開をしており、「セールスアウトソーシング事業」では

ＣＲＭ（コールセンター業務等の運営受託）関連およびセールスプロモーション関連の受託業務を主として

おこなっております。 

 ㈱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㈱オープンループリソーシズ（旧社名 ㈱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、給与翌日銀行振込システムの活用と

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、建設業を行う㈱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（旧社名 ㈲ディー・フロンティア）、㈲コールスタッフィングの計９社から

構成されております。なお、㈱ディー・フロンティアは、平成20年10月に㈱ウィルエージェンシーに商号変

更を致しました。 

 メディ・メサイア㈱は、当連結会計年度において同社株式を全株売却致しました。 
  
事業の系統図は、次のとおりであります。 

 

２ 企業集団の状況
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また、セグメント別の事業主体及び事業内容は以下のとおりであります。 

 
（注）１.＿下線は、事業の種類別セグメント情報の区分です。  

２.㈱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、同社は平成19年５

月31日に自己破産を申請したため持分法の適用範囲から除外しております。  

  

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） 

  該当事項はありません。 

事業区分 事業主体 主な事業内容

㈱オープンループパートナーズ 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％）

ＩＴセキュリティ事業 (連結子会社)

・ＩＴセキュリティ本部

㈱オープンループリソーシズ 「hibarai Engine」の開発・運用・販売
(連結子会社) （当社出資比率100％）

ヒューマンリソーシズ事
業

㈱オープンループパートナーズ 経営効率の改善を求めるニーズに対応したアウト
ソーシングゼネラル (連結子会社)

アウトソーシング事業 ・ヒューマンリソーシズ本部 イベント関連/飲食店舗運営/物流関連/各種軽作業等

 （当社出資比率100％）

㈱トップランダー 建設業（東京都知事認可(般-９)第127999号)
(連結子会社)  （当社出資比率100％）

㈱オープンループパートナーズ ＣＲＭ(コールセンター業務等の運営受託) 
(連結子会社) －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）

セールス ・ヒューマンリソーシズ本部 －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）アウトソーシング事業

－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）

㈱アスペイワーク 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％）(連結子会社)

㈱ヒューマンアウトソーシング 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㈱ディー・フロンティア

㈲コールスタッフィング （各社共、当社出資比率100％） 
(連結子会社)

㈱トラスト・エスピー・キューブ 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(連結子会社)

 （当社出資比率100％）

その他の事業 ㈱オープンループインベストメント 投資事業（当社出資比率100％）
(連結子会社)

（その他）
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  「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、最先端の社会的要請に役立てるべく、これまで培った高度なＩ

Ｔセキュリティ技術と、雇用の流動化が急速に進展する社会において必須の支援インフラとなる“給与

翌日銀行振込”に関する独自のノウハウを強みとして、総合人材サービス（派遣・紹介・業務委託）を

展開し、経済及び社会への貢献を図って参りたいと考えております。  

  

  主たる事業に経営資源を集中し、持続的成長を遂げる企業体質の実現を図ります。経営効率を改善

し、売上高販管費率を25％以下、総資産利益率３％以上を早期に達成し、企業価値の最大化を図って参

ります。 

  

  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派遣事業に経営資源を集中させて参り

ます。また当社が培ってきた経験を活かし、業容の多様化を図る為、中華人民共和国におけるコールセ

ンター関連事業について、リスクを見極めつつ、慎重に取組み、収益機会を模索致します。ＩＴセキュ

リティ事業においては、情報通信分野における暗号技術開発力を強みとし、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。   

 なお、当社は㈱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ております。  

  

  当社は、営業損失が継続していることから、継続企業の前提に関する重要な疑義が生じており、その

解消が当社の対処すべき重要な課題であると認識しております。その為、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。  

  

（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  

・業態別分社化推進による専門性強化  

・“給与翌日銀行振込”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  

 

 上記課題を常に認識し、解消へ向け、早期に安定した収益基盤の確立を図って参ります。  

  

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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株式会社の支配に関する基本方針について 

１．会社の支配に関する基本方針の内容  

 当社取締役会は、株主の皆様が特定の者の大規模買付行為に応じて当社株式の売却を選択されるか否

かは、最終的には各株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。よって、大規模買付行

為がなされたときに、大規模買付者の提示する当社株式の対価、あるいは買付行為の妥当性について株

主の皆様が短期間で適切に判断するため、大規模買付者から以下の情報が、適切かつ十分に提供される

ことは当社株式の継続保有を検討するうえで重要な判断材料であると考えます。  

（1）大規模買付行為が当社に与える影響  

（2）大規模買付者が当社経営に参画したときの経営方針や事業計画  

（3）当社の従業員を含むステークホルダーに対する方針等  

 同様に、当該大規模買付行為についての当社取締役会の意見も、当社株主の皆様にとっては重要な判

断材料となることに鑑み、当社取締役会は、当該情報が提供された後、大規模買付行為に対する当社取

締役会としての意見形成のため、弁護士、公認会計士等の外部専門家等に助言を仰ぎながら慎重に検討

し公表致します。さらに、当社取締役会の判断により、大規模買付者との交渉内容や当社取締役会とし

ての株主の皆様に対する代替案の提示も行います。上記のプロセスを経ることにより、当社株主の皆様

は、当社取締役会の意見及び、大規模買付者の提案と、当社代替案が提示された場合にはその代替案を

検討することが可能となり、大規模買付行為に応じて当社株式の売却の応否を適切に決定する機会を与

えられることとなります。  

  

２．基本方針実現のための具体的な取組み  

当社は、中期的な会社の経営戦略として、当社グループの主たる事業である人材派遣事業に経営資源

を集中させ、ＩＴセキュリティ事業においては、採算を重視した取組みを行って参ります。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。こうした中で、当社

取締役会は、株主共同の利益を確保するため、大規模買付者の提案内容、当社取締役会の意見、代替案

及び交渉・協議等の内容を株主の皆様に提供していくため「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」(以下「本ルール」といいます。) を導入することと致しました。なお、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。  

  

（本ルールの内容）  

(１) 大規模買付行為  

 当社の発行する株券等を買い付ける者のうち、本ルールを遵守すべき対象となる者は、次の①②

のいずれか、又は双方に該当する者とします。  

①当該者を含む株主グループ（以下「大規模買付者グループ」といいます）の議決権割合を20%以

上とすることを目的とする買付行為（以下「大規模買付行為」といいます）を行おうとする者（以

下「大規模買付者」といいます）。  

②当該買付けの結果、大規模買付者グループの議決権割合が20%以上となる大規模買付行為を行お

うとする者。  

(２) 大規模買付者による必要情報の提供  

①大規模買付者には、大規模買付行為を開始する前に、当社に対し以下の事項を記した意向表明書

を提出していただきます。  

  

（ア）買付者等及びそのグループの詳細 (具体的名称、資本構成、財務内容等を含みます。)  

（イ）買付等の目的、方法及び内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引

の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実行の蓋然性等を含みます。）  

（ウ）買付等の価額の算定根拠（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情

報並びに買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、そのうち

少数株主に対して分配されるシナジーの内容を含みます。）  

（エ）買付等の資金の裏づけ（資金の提供者〔実質的提供者を含みます。〕の具体的名称、調達

方法、関連する取引の内容を含みます。）  

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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（オ）買付等の後の当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策  

（カ）買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客その他の当社に係る利害関係者の処遇方

針  

  

②当社取締役会は、大規模買付者から提出を受けた意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付

者に対し、当社取締役会が大規模買付者の行為が当社の企業価値また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に必要と考える情報（以下これらを「必要情報」といいま

す。）の提供を要請し、大規模買付者から提供された情報が十分ではないと考えた場合、大規模買

付者に対して、再度、必要情報の提供を要請します。  

 

③当社取締役会は、大規模買付者から意向表明書が提出された事実、及びその内容が、当社株主の

皆様に判断いただくために必要であると判断した場合、その全部または一部を開示します。  

  

(３) 当社取締役会による検討 

 当社取締役会による検討期間は、大規模買付者から必要情報の提供を受けた日から起算して90日

以内の期間とし、当社取締役会の判断により、必要があると判断した場合、延長期間と延長理由を

開示したうえで、30日を上限としてこの期間を延長することができます。（以下「検討期間」とい

います。）  

 当社取締役会は、外部専門家に助言を仰ぎ、当社取締役会としての意見を取りまとめ、公表しま

す。大規模買付行為は、当社取締役会の当該公表後にのみ大規模買付行為を開始することができる

ものとします。  

 当社が、90日と検討期間を定めているのは、当社の営む主要事業が、人材アウトソーシング事業

という多様なステークホルダー、特に人材を供給している企業様の業務に与える影響、及び派遣社

員を含めた当社雇用の非正規従業員の生活に多大な影響を与えること等によるものです。  

 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、当社取締役会として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。  

  

(４) 本ルールの適用例外 

  当社取締役会は、上記(３)の検討期間の開始または終了の有無を問わず、大規模買付者による

大規模買付行為が当社の企業価値または株主共同の利益を低下させる大規模買付に該当しないと判

断した場合、以後本ルールを適用せず、また、対抗措置を発動しない旨を直ちに決議し、当社取締

役会の判断により公表します。  

  

（大規模買付行為がなされた場合の対応方針）  

①大規模買付者が本ルールを遵守しなかった場合  

 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、大規模買付者の買付手段及び当社の状況に応じ最も適切と判

断した対抗措置を発動します。  

 

②大規模買付者が本ルールを遵守している場合  

 当社取締役会は、大規模買付者が本ルールを遵守している場合には、大規模買付行為に対する対

抗措置を発動しません。但し、当該大規模買付行為が当社の企業価値または株主共同の利益を著し

く低下させると合理的に判断される以下の（ア）から（オ）のいずれかの場合には、前記①と同様

の対抗措置を発動することがあります。  

  

(ア)株式等を買い占め、その株式等につき当社に対して高値で買取りを要求する行為  

(イ)当社の経営を一時的に支配して、当社グループの重要な資産等を廉価に取得する等、当社の

犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営を行うような行為  

(ウ)当社グループの資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用す

る行為  

(エ)当社の経営を一時的に支配して、当社グループの事業に当面関係していない高額資産等を処

分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急

上昇の機会を狙って高値で売り抜ける行為  
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(オ）その他、当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく低下させると合理的に判断される場

合 

（株主の皆様・流通市場への影響）  

 前記記載の要件のいずれかに該当する場合には、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、対抗措置をとることがありますが、当該対抗措置の仕組上当社株主の皆様（大規模買

付者を除きます。）が法的権利また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。当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合には、法令及

び金融商品取引所の規則等に従って、適時適切な開示を行います。  

  

３．上記取組みについての取締役会の判断  

 当社は、企業価値を安定的かつ持続的に向上させていくことこそが株主共同の利益の向上のため

に最優先されるべき課題であると考え、上記取組みを行って参ります。そして、これらの取組みの

実施を通じて当社の企業価値・株主共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映

させていくことができると判断しております。当該取組みは、大規模買付提案やこれに類似する行

為がなされた際に、当該買付け等に応じるべきか否かの判断材料となるよう、平素より適正なる企

業運営や適切な情報の開示に努めるものであります。その最終的な判断が株主の皆様の意思に委ね

られていることから、提出会社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し向上させるという目的

に合致するものであり、提出会社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。  

  

  

- 14 -

㈱オープンループ(4831)平成20年９月期決算短信



  

 
  

４ 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

前連結会計年度 

(平成19年９月30日)

当連結会計年度 

(平成20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 2,104,803 1,175,807

 ２．受取手形及び売掛金 705,816 691,835

 ３．たな卸資産 1,266 2,427

 ４. 有価証券 ※２ ― 580,647

 ５．営業投資有価証券 4,707 2,296

  ６. 預け金 ※２ ― 348,885

 ７．その他 253,824 104,256

   貸倒引当金 △40,280 △50,445

   流動資産合計 3,030,137 83.9 2,855,710 81.8 △174,427

Ⅱ 固定資産

 １．有形固定資産

  (1）建物及び構築物 8,980 12,014

    減価償却累計額 △1,941 7,038 △4,513 7,501

  (2）車両運搬具 8,827 6,292

    減価償却累計額 △2,604 6,222 △5,800 491

  (3）工具器具備品 34,013 43,762

    減価償却累計額 △15,217 18,795 △30,195 13,566

    有形固定資産合計 32,056 0.9 21,559 0.6 △10,496

 ２．無形固定資産

  (1）のれん 6,565 336

  (2）ソフトウェア 9,683 ―

  (3）その他 3,877 0

    無形固定資産合計 20,126 0.5 336 0.0 △19,789

 ３．投資その他の資産

  (1）投資有価証券 ※２ 268,588 340,633

  (2）長期貸付金 15,000 15,000

  (3）破産更生債権等 1,675,624 1,681,353

  (4）その他 122,980 134,662

    貸倒引当金 △1,550,853 △1,556,582

    投資その他の資産合計 531,340 14.7 615,067 17.6 83,727

    固定資産合計 583,523 16.1 636,964 18.2 53,441

    資産合計 3,613,660 100.0 3,492,674 100.0 △120,985
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前連結会計年度 

(平成19年９月30日)

当連結会計年度 

(平成20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 142,215 143,371

 ２．１年以内償還予定社債 60,000 ―

 ３. 未払金 ※２ ― 618,622

 ４．未払法人税等 16,249 9,048

 ５．賞与引当金 39,318 46,512

 ６．安全協力費返還引当金 117,799 23,596

 ７．その他 276,572 164,570

   流動負債合計 652,154 18.0 1,005,721 28.8 353,567

Ⅱ 固定負債

 １．繰延税金負債 1,846 605

 ２．その他 1,481 779

   固定負債合計 3,328 0.1 1,385 0.0 △1,943

   負債合計 655,482 18.1 1,007,106 28.8 351,623

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

 １．資本金 1,050,115 29.1 1,050,115 30.1

 ２．資本剰余金 2,889,088 79.9 2,889,088 82.7

 ３．利益剰余金 △637,910 △17.6 △1,117,267 △32.0

 ４．自己株式 △360,117 △10.0 △360,149 △10.3

   株主資本合計 2,941,175 81.4 2,461,786 70.5 △479,389

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 

   評価差額金
△67,811 △1.9 △38,798 △1.1

   評価・換算差額等合計 △67,811 △1.9 △38,798 △1.1 29,012

Ⅲ 新株予約権 31,446 0.9 27,891 0.8 △3,555

Ⅳ 少数株主持分 53,366 1.5 34,689 1.0 △18,676

   純資産合計 2,958,177 81.9 2,485,567 71.2 △472,609

   負債純資産合計 3,613,660 100.0 3,492,674 100.0 △120,985
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(2) 連結損益計算書

前連結会計年度

(自 平成18年10月１日

至 平成19年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成19年10月１日

至 平成20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 5,817,737 100.0 6,335,684 100.0 517,946

Ⅱ 売上原価 4,207,117 72.3 4,755,577 75.1 548,459

  売上総利益 1,610,620 27.7 1,580,106 24.9 △30,513

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 1,681,794 28.9 1,850,093 29.2 168,298

  営業損失 71,174 △1.2 269,986 △4.3 ―

Ⅳ 営業外収益

 １．受取利息 30,887 4,972

 ２．受取配当金 1,691 696

 ３．受取手数料 2,222 1,967

 ４．投資事業組合投資利益 ― 2,531

 ５．助成金収入 610 610

 ６．その他 396 35,807 0.6 196 10,974 0.2 △24,833

Ⅴ 営業外費用

 １．支払利息 290 78

 ２．株式交付費 2,217 2,439

 ３．投資事業組合投資損失 8,992 ―

 ４．支払手数料 445 145

 ５．その他 1,584 13,530 0.2 504 3,168 0.0 △10,362

  経常損失 48,897 △0.8 262,180 △4.1 ―

Ⅵ 特別利益

 １．投資有価証券売却益 4,103 ―

 ２．関係会社株式売却益 ― 15,819

 ３．新株予約権戻入益 ― 4,103 0.1 4,903 20,722 0.3 16,618
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前連結会計年度

(自 平成18年10月１日

至 平成19年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成19年10月１日

至 平成20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 3,931 159,519

 ２．投資有価証券評価損 124,145 154

 ３．関係会社株式評価損 ※３ 301,599 ―

 ４．固定資産除却損 ※２ 5,042 521

 ５．減損損失 ※６ ― 77,535

 ６．過年度賃金手当 ※４ 16,363 ―

 ７．安全協力費返還引当金 

   繰入額
※５ 117,799 568,882 9.8 ― 237,730 3.8 △331,152

  税金等調整前 

  当期純損失
613,676 △10.5 479,188 △7.6 ―

  法人税、住民税及び事業税 11,772 0.2 9,665 0.2 △2,107

  少数株主損失 22,633 0.4 9,496 0.2 △13,137

  当期純損失 602,815 △10.3 479,357 △7.6 ―
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前連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

  

 
  

 
  

(3) 連結株主資本等変動計算書

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 － －

 当期純損失 － － △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 － － － － －

 当期純損失 － － － － △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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当連結会計年度（自 平成19年10月１日 至 平成20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19年９月30日残高（千円） 1,050,115 2,889,088 △637,910 △360,117 2,941,175

連結会計年度中の変動額

 当期純損失 ― ― △479,357 ― △479,357

 自己株式の取得 ― ― ― △32 △32

 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)

― ― △479,357 △32 △479,389

平成20年９月30日残高（千円） 1,050,115 2,889,088 △1,117,267 △360,149 2,461,786

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19年９月30日残高（千円） △67,811 △67,811 31,446 53,366 2,958,177

連結会計年度中の変動額

 当期純損失 ― ― ― ― △479,357

 自己株式の取得 ― ― ― ― △32

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

29,012 29,012 △3,555 △18,676 6,780

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

29,012 29,012 △3,555 △18,676 △472,609

平成20年９月30日残高（千円） △38,798  △38,798 27,891 34,689 2,485,567
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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18年10月１日

至 平成19年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成19年10月１日

至 平成20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損失（△） △ 613,676 △ 479,188

   減価償却費 13,094 26,177

   のれん償却額 6,128 6,233

   貸倒引当金の増加額 34,761 15,893

   賞与引当金の増減額 △ 7,810 7,194

   安全協力費返還引当金の増減額 117,799 △ 94,203

   受取利息及び受取配当金 △ 32,578 △ 5,668

   支払利息 290 78

   株式交付費 2,217 2,439

   投資事業組合投資利益 ― △ 2,531

   投資事業組合投資損失 8,992 ―

   固定資産除却損 5,042 521

   投資有価証券評価損 124,145 154

   関係会社株式評価損 301,599 ―

   投資有価証券売却益 △ 4,103 ―

   関係会社株式売却益 ※２ ― △ 15,819

   投資有価証券売却損 3,931 159,519

   減損損失 ― 77,535

   売上債権の増減額 △ 26,477 11,458

   たな卸資産の増減額 956 △ 1,160

   未収消費税等の増減額 3,599 △ 811

   仕入債務の増減額 △ 3,750 1,155

   未払金の増減額 17,952 △ 9,246

   未払費用の増減額 51,955 △ 37,903

   未払消費税等の減少額 △ 45,687 △ 2,311

   その他 143,860 △ 11,178

小計 102,244 △ 351,661

   利息及び配当金の受取額 32,398 5,602

   利息の支払額 △ 336 △ 121

   法人税等の支払額 △ 48,953 △ 12,156

   供託金の支払額 ― △ 40,000

  営業活動によるキャッシュ・フロー 85,351 △ 398,336
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前連結会計年度

(自 平成18年10月１日

至 平成19年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成19年10月１日

至 平成20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

   定期預金の預入による支出 ― △141,318

   定期預金の払戻による収入 ― 40,235

   投資有価証券の取得による支出 △1,503,145 ―

   投資有価証券の売却・償還による収入 1,451,221 839

   関係会社株式の取得による支出 △351,000 △5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

売却による収入
※２ ― 13,774

   貸付金の回収による収入 3,113 43,475

   有形固定資産の取得による支出 △15,503 △41,567

   無形固定資産の取得による支出 △11,650 △43,314

   敷金・保証金の増加 △33,747 △14,864

   敷金・保証金の減少 17,939 3,073

   その他 35,694 △31,412

  投資活動によるキャッシュ・フロー △407,077 △171,084

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   社債の償還による支出 △60,000 △60,000

   株式の発行による収入 97,782 ―

   自己株式の取得による支出 ― △32

   割賦債務支払による支出 △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 113,069 △60,032

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △208,656 △629,453

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,423,244 2,214,588

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,214,588 1,585,134
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(5) 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18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

 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。

 当社グループは、前連結会計年度において、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、当連結会計年度においては、営業損失

269,986 千 円、経常損失 262,180 千 円、当 期純損失

479,357千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。 

 このような状況下、当社株式は当連結会計年度に監理

ポスト割当てを解除され、これを機に中長期的な経営戦

略として中期経営計画を策定し「経営資源を主たる事業

に集中し、経営体質の改善と強化を進め、企業価値の最

大化に努める」取り組みを開始しました。  

 一方、当社グループの主たる事業である人材派遣業界

を取り巻く環境は厳しさを増し、業界大手企業の法令違

反の影響で労働者派遣法の改正に関する議論も活発化さ

れており、業界全体が厳しい環境となってきておりま

す。  

 当該状況に対応すべく、労働者派遣法の改正について

は、それをビジネスチャンスと捉え、顧客に代わりパー

トやアルバイトスタッフの採用、賃金の支払等付随して

発生する業務を代行するサービスを開発するなど、顧客

の幅広いニーズに対応した、多角的なサービスを提供で

きる新規ビジネスへの取り組みを開始しています。ま

た、既存事業においては法令遵守の下、コスト構造の改

革を引続き推進し、従前からの「本業集中による企業価

値の最大化」に基づき、営業体制を強化し、新設拠点に

おいては「地域戦略の推進」「人員配置並びに営業の効

率化」を図った事業戦略を遂行し、利益体質の実現を目

指して参ります。  

  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。  
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(6) 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18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20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 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。

１．連結の範囲に関する事項

 (1）連結子会社の数 ９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、㈱オープンループリソーシズ

（旧社名㈱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、㈱ディー・

フロンティア（旧社名㈲ディー・フロンティア）、

㈲コールスタッフィング

   なお、前連結会計年度において連結子会社であり

ましたメディ・メサイア㈱は、当連結会計年度にお

いて同社株式を全株売却致しました。

   当連結会計年度において、㈱ヒバライバンクは㈱

オープンループリソーシズに、㈲ディー・フロンテ

ィアは㈱ディー・フロンティアに商号変更しており

ます。

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．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

   ㈱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、同社は平成19年５月31日に

自己破産を申請したため持分法の適用範囲から除外

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。

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、㈲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。

  ㈱ディー・フロンティア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。
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前連結会計年度

(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20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「営業投資有価証券」及び「投資有

価証券」を加減する方法

  ② たな卸資産   ② たな卸資産

   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

   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。

  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。

   ロ）自社利用のソフトウェア 

          同左

 (3）重要な繰延資産の処理方法

  株式交付費

   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

  株式交付費
同左

 (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
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前連結会計年度

(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

  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 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。

  ③ 安全協力費返還引当金 

          同左

(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。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。

(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 

          同左

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

  連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価

評価法によっております。

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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(7) 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18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

（企業結合に係る会計基準） 

 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。

         ―――――

（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。

          ―――――

(表示方法の変更)

前連結会計年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

         ―――――――  （連結貸借対照表） 

 「預け金」は前連結会計年度まで、流動資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度に

おいて、資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記

しました。なお、前連結会計年度末の「預け金」は

179,587千円であります。 

「未払金」は前連結会計年度まで、流動負債の「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、負債及び純資産の合計額の総額の100分の５を

超えたため区分掲記しました。なお、前連結会計年度末

の「未払金」は81,115千円であります。

（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。

 （連結キャッシュ・フロー計算書） 

 「供託金の支払額」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「供託金の

支払額」は5,459千円であります。
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(追加情報)

前連結会計年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

（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。

 ―――――

(8) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成19年９月30日)

当連結会計年度 
(平成20年９月30日)

 

※１ 担保差入資産

現金及び預金 59,757千円

計 59,757千円
 

※１ 担保差入資産

現金及び預金 90,696千円

計 90,696千円

   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。

※２     ――――――――

    

※２ 当連結会計年度において購入約定した有価証券取

引について、受渡日が当連結会計年度末を過ぎて到

来するものは以下の通りであります。 

①有価証券（１年内に償還する国債）349,319千円  

    約定日 平成20年９月29日  

    受渡日 平成20年10月２日  

②投資有価証券（１年を超えて償還する国債）   

                 199,844千円  

    約定日 平成20年９月29日  

    受渡日 平成20年10月２日  

 これらは連結会計年度末において未払金となって

おりますが、受渡日において預け金及び有価証券の

一部にて決済しております。
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

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
 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

役員報酬 82,255千円

給与手当 601,361千円

賞与 78,339千円

賞与引当金繰入額 43,416千円

雑給 36,941千円

法定福利費 134,123千円

募集費 154,120千円

減価償却費 26,177千円

賃借料 187,237千円

支払手数料 131,382千円

通信費 53,000千円

貸倒引当金繰入額 15,937千円

のれん償却額 6,233千円

 

※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 2,678千円

工具器具備品 2,363千円

計 5,042千円
 

 

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

工具器具備品 521千円

計 521千円

※３ 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。

※３     ――――――――

※４ 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。

※４      ――――――――

※５ 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。

※５      ――――――――

- 29 -

㈱オープンループ(4831)平成20年９月期決算短信



  

 
前連結会計年度 

(自 平成18年10月１日 
  至 平成19年９月30日)

当連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
  至 平成20年９月30日)

※６      ――――――――

 

※６ 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

とおり減損損失を計上しております。 

 

（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
減損損失 
（千円）

東京都 
新宿区

共用資産管理
用設備他

建物及び構築物 2,121

工具器具備品 7,711

ソフトウェア 16,079

リース資産 1,587

ソフトウェア仮勘
定

19,076

電話加入権 2,397

小計 48,974

東京都 
新宿区

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 6,627

工具器具備品 5,760

ソフトウェア 9,195

小計 21,583

その他 営業用資産等

建物及び構築物 1,482

車両運搬具 3,457

工具器具備品 1,958

ソフトウェア 0

電話加入権 79

小計 6,977

合計 77,535

（資産のグルーピングの方法） 

 営業用資産については、各支店を基礎として、収

支把握単位・経営管理単位を勘案してグルーピング

しております。また、当社保有資産については複数

の資産グループのキャッシュ・フロー生成に寄与す

ることから共用資産としております。

（減損損失の認識に至った経緯） 

 当社グループは、営業活動から生ずる損益が継続

してマイナスであるため、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と使用価値

のいずれか高い方の金額により測定しております。 

 使用価値については、将来キャッシュ・フローを

8.5％の割引率で割り引いて算定しております。
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前連結会計年度（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 

  

 
(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 
  

 
(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。 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

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

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
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当連結会計年度（自 平成19年10月１日 至 平成20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 

  

 
(注) 普通株式の自己株式の増加3.6株は、端株の買取りによるものであります。 

  

２．新株予約権に関する事項 
  

 
(注) １．平成18年新株予約権の当連結会計年度減少額は、行使期間の満了による失効であります。 

２．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。 

  

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 90,852 ― ― 90,852

自己株式

 普通株式 2,301.6 3.6 ― 2,305.2

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 37,975 ― 37,975 ― ―

ストック・オプショ
ンとしての新株予約
権

― ― ― ― ― 27,891

合計 ― ― ― ― ― 27,891
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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18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20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

（平成19年９月30日現在)

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

 

 

※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20年９月30日現在)

現金及び預金勘定 1,175,807千円

現金及び現金同等物の範囲に含めた
有価証券

231,328千円

現金及び現金同等物の範囲に含めた
預け金

348,885千円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △80,189千円

担保に供している定期預金 △90,696千円

現金及び現金同等物 1,585,134千円

※２       ――――――

 

※２  株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の内訳 

 株式の売却によりメディ・メサイア㈱が連結子会

社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の

内訳並びにメディ・メサイア㈱株式の売却価額と売

却による収入(純額)との関係は次のとおりでありま

す。 

 

流動資産 14,879千円

固定資産 6,292千円

流動負債 △2,810千円

少数株主持分 △9,180千円

関係会社株式売却益 15,819千円

当該会社株式の売却価額 25,000千円

当該会社の現金及び現金同等物 11,225千円

差引 当該会社売却による収入 13,774千円
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20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

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

 

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

2,067 482 ― 1,585

工具器具 
備品

20,171 14,103 3,519 2,548

合計 22,239 14,586 3,519 4,133

 

 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 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
 

 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 3,907千円

１年超 3,961千円

 合計 7,869千円

リース資産減損勘定の残高 2,970千円

 

 ③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び支払利息相当額

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

 

 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 5,612千円

リース資産減損勘定の取崩額 2,758千円

減価償却費相当額 2,509千円

支払利息相当額 258千円

減損損失 1,587千円

 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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前連結会計年度（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。 

  

当連結会計年度（自 平成19年10月１日 至 平成20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。 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

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 

  

 
  

３．時価評価されていない有価証券 

  

 
(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。 

当連結会計年度において、時価のないその他有価証券について154千円の減損処理を実施しております。 

  

(関連当事者との取引)

(有価証券関係)

区分

前連結会計年度（平成19年９月30日） 当連結会計年度（平成20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 1,604 6,152 4,547 804 2,296 1,491

小計 1,604 6,152 4,547 804 2,296 1,491

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の

株式 285,962 215,449 △70,512 126,248 86,564  △39,684

小計 285,962 215,449 △70,512 126,248 86,564 △39,684

合計 287,567 221,602 △65,965 127,053 88,860 △38,193

前連結会計年度 
（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日）

当連結会計年度 
（自 平成19年10月１日 至 平成20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）

1,451,221 4,103 3,931 41,724 ― 159,519

区分

前連結会計年度 
（平成19年９月30日）

当連結会計年度 
（平成20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 12,162 12,162

ＭＭＦ等 ― 231,328

債券 ― 549,163

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

39,531 42,062
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１．取引の状況に関する事項 

  

 
  

２．取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度（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。 

  

当連結会計年度（平成20年９月30日） 

期末残高がないため、該当事項はありません。 

  

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20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
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前連結会計年度（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 

  

 
  

 
  

 
  

(ストック・オプション等関係)

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     5名 
当社従業員     18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
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(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。 

  

(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

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
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② 単価情報 

  

 
  

 
  

 
  

 

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 ―

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)

― ― ―
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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 

  

 

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
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当連結会計年度（自 平成19年10月１日 至 平成20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 

当連結会計年度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14年８月30日 平成14年12月17日 平成15年12月17日

付与日 平成14年10月６日 平成15年６月６日 平成16年２月27日

付与対象者の区分及び数
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

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

ストック・オプションの 
数(注)１

普通株式  930株 普通株式 3,850株 普通株式 3,968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

平成18年１月１日から 
平成25年12月31日まで

株主総会決議日 平成15年12月17日 平成16年12月17日 平成17年12月22日

付与日 平成16年12月14日 平成17年２月８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・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     5名 
当社従業員     18名 
  
  
 

当社取締役     5名 
 

ストック・オプションの 
数(注)１

普通株式 1,032株 普通株式 3,000株 普通株式 1,593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17年２月９日から 
平成26年12月16日まで

平成18年９月１日から 
平成21年８月31日まで
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(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。 

  

(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17年12月22日

付与日 平成18年７月26日

付与対象者の区分及び数
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  407株

権利確定条件 (注)２

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあり
ません。

権利行使期間
平成19年12月23日から 
平成27年12月21日まで

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 57 333 529

権利行使 ― ― ―

失効 57 333 2

当連結会計年度末残 （注）       ― （注）       ― 527

株主総会決議日 平成14年８月30日 平成14年12月17日 平成15年12月17日

付与日 平成14年10月６日 平成15年６月６日 平成16年２月27日

権利確定後     (株)

前連結会計年度末 747 1,655 3,224

権利行使 ― ― ―

失効 18 1,655 27

当連結会計年度末残 729 （注）       ― 3,197

株主総会決議日 平成15年12月17日 平成16年12月17日

付与日 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 806 2,865

権利行使 ― ―

失効 95 60

当連結会計年度末残 711 2,805
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（注）付与日が平成12年10月８日、平成13年６月１日及び平成15年６月６日のストック・オプションは、当連結会計年

度において行使期間が満了致しました。 

  

② 単価情報 

  

 
  

 
  

 
  

 

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 ― 377

付与 ― ―

失効 ― 3

権利確定 ― 374

未確定残 ― ―

権利確定後     (株)

前連結会計年度末 1,593 ―

権利確定 ― 374

権利行使 ― ―

失効 ― 65

当連結会計年度末残 1,593 309

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14年８月30日 平成14年12月17日 平成15年12月17日

付与日 平成14年10月６日 平成15年６月６日 平成16年２月27日

権利行使価格    (円) 173,913 79,500 154,000

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15年12月17日 平成16年12月17日

付与日 平成16年12月14日 平成17年２月８日

権利行使価格    (円) 161,800 205,000

行使時平均株価   (円) ― ―

公正な評価単価 
(付与日)      (円)

― ―
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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 

 
  

 

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

販売費及び一般管理費の株式報酬費用 1,347千円

特別利益の新株予約権戻入益 4,903千円

- 44 -

㈱オープンループ(4831)平成20年９月期決算短信



前連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

  

 
(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。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

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

  営業利益又は 
  営業損失（△）

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
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当連結会計年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日） 

  

 
(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、生産工場及びイベント会場等での作業など各企業への多様な派遣業務・受託

業務を、並びに建設業を行っています。 

(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、トレーナー及びスーパーバイザー等の派遣業務、並びにコールセンター、セール

スプロモーション等の受託業務を行っております。 

(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341,292千円であり、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2,459,632千円であり、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。 

  

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。 

  

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

33,129 3,083,782 3,218,772 ― 6,335,684 ― 6,335,684

 (2) セグメント間の 
   内部売上高

― ― 10,475 ― 10,475 △10,475 ―

計 33,129 3,083,782 3,229,248 ― 6,346,160 △10,475 6,335,684

  営業費用 132,277 2,992,168 3,149,897 510 6,274,854 330,816 6,605,670

  営業利益又は 
  営業損失（△）

△99,148 91,613 79,350 △510 71,305 △341,292 △269,986

Ⅱ 資産、減価償却費、減損

損失及び資本的支出

  資産 33,326 370,178 627,141 2,396 1,033,042 2,459,632 3,492,674

  減価償却費 921 8,015 9,660 ― 18,597 7,579 26,177

  減損損失 280 6,480 21,736 ― 28,497 49,037 77,535

  資本的支出 ― 14,662 36,969 ― 51,631 33,250 84,882

２ 所在地別セグメント情報
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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。 

  

３ 海外売上高
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(税効果会計関係)

前連結会計年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20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

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 12,774千円

無形固定資産償却限度超過額 2,078千円

投資有価証券評価損 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
  

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）

貸倒引当金繰入限度超過額 17,441千円

賞与引当金繰入限度超過額 18,884千円

安全協力費返還引当金繰入額 9,580千円

新株予約権費用否認 8,519千円

未払事業税 1,487千円

営業投資有価証券評価損 9,683千円

未払事業所税 3,615千円

繰延税金資産(流動) 小計 69,210千円

評価性引当金 △69,210千円

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 273,824千円

減価償却限度超過額 18,090千円

投資有価証券評価損 70,493千円

関係会社株式評価損 122,449千円

減損損失 19,040千円

繰越欠損金 1,887,897千円

繰延税金資産(固定) 小計 2,391,795千円

評価性引当金 △2,391,795千円

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 △605千円

繰延税金負債(固定) 合計 △605千円

差引：繰延税金負債(固定)の純額 △605千円
 

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

  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。

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

        同左
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(注) １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

１株当たり純資産額 32,448円91銭 １株当たり純資産額 27,363円92銭

１株当たり当期純損失金額 6,903円28銭 １株当たり当期純損失金額 5,413円41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。

 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。

項目
前連結会計年度

(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

１株当たり当期純損失金額

連結損益計算書上の当期純損失金額 (千円) 602,815 479,357

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純損失金額 （千円） 602,815 479,357

普通株式の期中平均株式数（株） 87,323 88,550

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。）

旧商法280条ノ19の規定に
基づく新株引受権 527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 9,344株 
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(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

――――― 
  
 

 

 

１．当社は、平成20年10月27日開催の取締役会において、
下記の通り第三者割当による新株式の発行及び新株予

約権の発行について決議し、平成20年11月12日に払込

が完了致しました。
 
（イ）新株式の発行の決議内容
1. 募集株式の数 普通株式60,000 株

2. 募集株式の払込金額 １株につき5,600 円

3. 払込金の総額  336,000,000 円

4. 増加する資本金  168,000,000 円

5. 増加する資本準備金  168,000,000 円

6. 申込期日 平成20年11月12日

7. 払込期日 平成20年11月12日

8. 株券交付日 平成20年11月12日
9. 割当先及び株式数 
 
 

株式会社エスケイ・キ
ャピタル  
60,000 株

（ロ）新株予約権の発行の決議内容

 1. 株式会社オープンループ第11回新株予約権（以下
「本新株予約権」という。） 
 
 2．新株予約権の目的である株式の数  
(1)本新株予約権の目的である株式の総数は当社普
通株式34,000株とする。但し、本項第(3)号によ
り、割当株式数（本項第(2)号に定義される。）が
調整される場合には、本新株予約権の目的である株
式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるも
のとする。  
(2)本新株予約権１個の目的である株式の数（以下
「割当株式数」という。）は、当初１株とする。  
(3)① 当社が第10項の規定に従って行使価額（第９
項第(2)号に定義される。）の調整を行う場合に
は、割当株式数は次の算式によって調整されるもの
とする。但し、かかる調整は当該時点において未行
使の本新株予約権に係る割当株式数についてのみ行
われるものとする。  
調整後割当株
式数 ＝

調整前割当株
式数

× 調整前行使価
額

調整後行使価額

②調整後割当株式の適用日は、当該調整事由にか
かる第10項第(2)号及び第(5)号による行使価額の
調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用
する日と同日とする。  
③割当株式数の調整を行うときは、当社は、あら
かじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前
割当株式数、調整後割当株式数及びその適用の日
その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新
株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日ま
でに前記の通知を行うことができないときは、適
用の日以降すみやかにこれを行う。 

3. 新株予約権の総数 34,000 個 

4. 新株予約権の払込金額  
本新株予約権１個当り748円(総額25,432,000 円) 

5. 申込期日 平成20年11月12日

6．払込期日 平成20年11月12日 

7．割当日  平成20年11月12日  

8．募集方法及び割当先  
第三者割当ての方法により、すべての本新株予約権
を株式会社エスケイ・キャピタルに割当てる。 
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前連結会計年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

―――――

 

 

 

9. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産
の価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とす
る。  
(2)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式
を新たに発行し又はこれに代えて当社の有する普通
株式を移転（以下、当社の普通株式の発行又は移転
を「交付」という。）  
する場合における株式１株当りの払込金額（以下
「行使価額」という。）は、当初9,000円とする。  
 
10. 行使価額の調整  
(1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号
に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生
じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次
に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）
をもって行使価額を調整する。

新発行・
×
1株当りの

既発行
＋
処分株式数 払込金額

調整後
＝
調整前

×
株式数 時  価

行使価額 行使価額 既発行株式数＋新発行・処分株式数

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場
合及びその調整後の行使価額の適用時期について
は、次に定めるところによる。  
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額
（株式無償割当てを含む。）をもって当社普通株式
を新たに発行又は当社の有する当社普通株式を処分
する場合  
調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また、
募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日
以降これを適用する。  
② 株式分割により普通株式を発行する場合  
調整後の行使価額は、株式分割のための株主割当日
の翌日以降これを適用する。  
③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもっ
て当社普通株式に転換される証券若しくは転換でき
る証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予
約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合  
調整後の行使価額は、発行される証券又は新株予約
権若しくは新株予約権付社債の全てが当初の行使価
額で転換され又は当初の行使価額で行使されたもの
とみなして行使価額調整式を準用して算出するもの
とし、払込期日（新株予約権が発行される場合は割
当日）の翌日以降これを適用する。但し、その証券
の募集のための株主割当日がある場合は、その日の
翌日以降これを適用する。  
(3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使
価額と調整前の行使価額との差額が１円未満にとど
まる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但
し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発
生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中
の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこ
の差額を差引いた額を使用する。  
(4) ① 行使価額調整式の計算については、１円未
満の端数を四捨五入する。  
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行
使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30
取引日の大阪証券取引所における当社普通株式の普
通取引の終値の平均値（当日付けで終値のない日数
を除く。）とする。  
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位ま
で算出し、小数第２位を四捨五入する。  
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株
主割当日がある場合はその日、また、株主割当日が
ない場合は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ
月前の日における当社の発行済普通株式数から、当
該日における当社の有する当社普通株式の数を控除
した数とする。 
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前連結会計年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

―――――  
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場
合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な
行使価額の調整を行う。  
① 株式の併合、新設分割、吸収分割、合併又は自
己の株式の取得のために行使価額の調整を必要とす
るとき。  
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更
の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整
を必要とするとき。  
③ 行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して
発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算
出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由によ
る影響を考慮する必要があるとき。  
(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号
に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日がい
ずれかの修正日と一致する場合には、本項第(2)号
に基づく行使価額の調整は行わないものとする。  
(7) 本項に定めるところにより行使価額の調整を行
うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並
びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価
額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日
の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、適
用の日の前日までに前記の通知を行うことができな
いときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 
 
11. 新株予約権の行使請求期間  
平成20年11月13日から平成22年11月12日までとす
る。 

12. その他の新株予約権の行使の条件  
 各本新株予約権の一部行使はできない。

13. 新株予約権の取得  
(1) 当社は、平成20年11月13日以降いつでも、本新
株予約権の取得を当社取締役会が決議した場合は、
当社取締役会で定める取得日において残存する本新
株予約権の全部又は一部を、会社法第273条及び同
法第293条第１項の規定に従って当該取得日の１か
月前までに公告及び通知をした上で、本新株予約権
１個当り748円の価額で、取得することができる。
本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その
他の合理的な方法により行うものとする。  
(2) 前号の場合、本新株予約権者は、当社による本
新株予約権の取得の通知の到達以降は本新株予約権
を行使することができない。  
(3) 本新株予約権者は、平成20年11月13日以降いつ
でも、当社に対して、１週間以上前までに通知する
ことにより、自らの所有する本新株予約権の全部又
は一部を払込金額と同額で取得するよう請求するこ
とができる。  
(4) 当社は、当社が株式交換又は株式移転により他
の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で
承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って
通知したうえで、当該取得日に、本新株予約権１個
当り748円の価額で、残存する本新株予約権の全部
を取得する。 

14. 本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に関する事項  
本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増
加する資本金の額は、会社計算規則第40条の定める
ところに従って算定された資本金等増加限度額に
0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数
を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増
加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より
増加する資本金の額を減じた額とする。
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前連結会計年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

――――― 15.新株予約権の譲渡制限  
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承
認を要するものとする。 

16. 端数処理  
本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株
式の数に１株に満たない端数がある場合、これを切
り捨てる。 

17. 新株予約権証券の発行  
当社は、本新株予約権者の請求があるときに限り、
本新株予約権証券を発行するものとする。 

18. 新株予約権の行使請求の方法  
(1) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予
約権者は、当社の定める行使請求書に、必要事項を
記載してこれに記名捺印したうえ、（発行されてい
る場合は）本新株予約権証書とともに、第11項に定
める行使請求期間中に第20項記載の行使請求受付場
所に提出しなければならない。  
(2) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予
約権者は、前号の行使請求書及び（発行されている
場合は）本新株予約権証券の提出に加えて、本新株
予約権の行使に際して出資をなすべき財産の全部を
現金にて第21項に定める払込取扱場所の当社が指定
する口座に振り込むものとする。  
(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に
要する書類が行使請求受付場所に到着し、かつ当該
本新株予約権の行使に際して出資をなすべき財産の
全部が前号に定める口座に入金された日に発生す
る。 

19. 株券の交付方法  
当社は、行使請求の効力発生後すみやかに株券を交
付する。但し、単元未満株式については株券を発行
しない。 

20. 行使請求受付場所  
株式会社オープンループ 東京支社 

21. 払込取扱場所  
株式会社三井住友銀行 新宿支店 

22. 法改正等  
会社法その他の法令の改正等、本要項の規定中読み
替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必
要な措置を講じる。
（ハ）目的（資金使途）
① 甲信越、山陽、九州地域での業容拡大を目的と
して、当社連結子会社により同時期に新設した７拠
点（新潟、長岡、長野、松本、岡山、広島、熊本）
及びCRM部門の新設における運転資金  
② 中華人民共和国におけるコールセンター関連事
業の展開  
③ ①、②により今後、当社グループ内において本
格稼動する各種施策の増加運転資金 
 

２．定期預金担保差入について
当社は、平成20年10月14日付で取引金融機関へ下記
の通り定期預金担保を提供いたしました。 
①金額 50,000千円 
②種類 期間１年の自動継続自由金利型定期預金 
なお、上記に対する債務はありません。 
 

- 53 -

㈱オープンループ(4831)平成20年９月期決算短信



  

 
  

５ 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

前事業年度 

(平成19年９月30日)

当事業年度 

(平成20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 1,194,215 795,105

 ２．売掛金 ※２ 82,877 71,288

 ３．有価証券 ※３ ― 580,647

 ４．貯蔵品 616 674

 ５．前払費用 7,195 7,722

 ６．短期貸付金 ※２ 896,423 500,234

 ７．供託金 ― 45,459

 ８．預け金 ※３ 179,587 348,885

 ９．その他 ※２ 36,588 55,233

   貸倒引当金 △149,317 △ 52,993

  流動資産合計 2,248,187 67.7 2,352,258 68.9 104,070

Ⅱ 固定資産

 (1）有形固定資産

  １．建物 964 964

    減価償却累計額 △545 418 △ 545 418

  ２．工具器具備品 8,499 10,967

    減価償却累計額 △4,438 4,061 △ 6,597 4,370

   有形固定資産合計 4,480 0.1 4,788 0.1 308

 (2）無形固定資産

  １．ソフトウェア 8,638 15,786

  ２．ソフトウェア仮勘定 ― 19,076

  ３．その他 2,397 2,397

   無形固定資産合計 11,036 0.3 37,260 1.1 26,224
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前事業年度 

(平成19年９月30日)

当事業年度 

(平成20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 ※３ 268,588 340,633

  ２．関係会社株式 687,834 577,041

  ３．出資金 20 20

  ４．関係会社長期貸付金 2,010,000 2,004,000

  ５．長期貸付金 15,000 15,000

  ６．破産更生債権等 1,039,999 1,039,999

  ７．敷金及び保証金 94,304 98,946

  ８．その他 204 ―

    貸倒引当金 △3,056,801 △3,057,143

   投資その他の資産合計 1,059,150 31.9 1,018,496 29.8 △ 40,653

   固定資産合計 1,074,666 32.3 1,060,546 31.1 △ 14,120

   資産合計 3,322,854 100.0 3,412,804 100.0 89,950

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

 １．１年以内償還予定社債 60,000 ―

 ２．未払金 ※2,3 35,365 576,846

 ３．未払費用 34,616 27,848

 ４．未払法人税等 6,958 6,083

 ５．未払消費税等 5,002 3,774

 ６．預り金 3,856 6,027

 ７．関係会社ＣＭＳ預り金 ― 261,584

 ８．前受収益 65 ―

 ９．賞与引当金 8,902 8,499

 10．その他 9,451 6,164

  流動負債合計 164,220 4.9 896,828 26.3 732,609

Ⅱ 固定負債

 １．繰延税金負債 324 ―

 ２．その他 1,481 ―

  固定負債合計 1,806 0.1 ― ― △ 1,806

  負債合計 166,026 5.0 896,828 26.3 730,801
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前事業年度 

(平成19年９月30日)

当事業年度 

(平成20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 1,050,115 31.6 1,050,115 30.8

 ２．資本剰余金

  (1) 資本準備金 50,115 50,115

  (2) その他資本剰余金 2,838,973 2,838,973

   資本剰余金合計 2,889,088 87.0 2,889,088 84.7 ―

 ３．利益剰余金

    その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 △383,667 △1,051,284

   利益剰余金合計 △383,667 △11.6 △1,051,284 △30.8 △667,616

 ４．自己株式 △360,117 △10.8 △360,149 △10.6 △32

   株主資本合計 3,195,418 96.2 2,527,769 74.1 △667,649

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 

   評価差額金
△70,037 △2.1 △39,684 △1.2

  評価・換算差額等合計 △70,037 △2.1 △39,684 △1.2 30,352

Ⅲ 新株予約権 31,446 0.9 27,891 0.8 △3,555

  純資産合計 3,156,827 95.0 2,515,975 73.7 △640,851

  負債純資産合計 3,322,854 100.0 3,412,804 100.0 89,950
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(2) 損益計算書

前事業年度

(自 平成18年10月１日

至 平成19年９月30日)

当事業年度

(自 平成19年10月１日

至 平成20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 18,477 ―

 ２．役務収益 1,638,287 ―

 ３．業務受託収益 ※２ 426,980 2,083,745 100.0 587,720 587,720 100.0 △1,496,025

Ⅱ 売上原価

 １．当期製品製造原価 3,248 ―

 ２．役務原価 1,215,299 1,218,548 58.5 ― ― △1,218,548

  売上総利益 865,196 41.5 587,720 100.0 △277,476

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 784,714 37.6 429,293 73.0 △355,420

  営業利益 80,481 3.9 158,426 27.0 77,944

Ⅳ 営業外収益

 １．受取利息 ※２ 38,983 20,185

 ２. 有価証券利息 ― 1,517

 ３．受取配当金 1,420 515

 ４．受取手数料 ※２ 9,051 1,659

 ５．投資事業組合投資利益 ― 2,531

 ６．その他 2,546 52,001 2.5 77 26,487 4.5 △25,514

Ⅴ 営業外費用

 １．支払利息 ※２ 1,007 7,642

 ２．株式交付費 520 ―

 ３．投資事業組合投資損失 8,992 ―

 ４．その他 1,396 11,917 0.6 533 8,176 1.4  △3,740

  経常利益 120,565 5.8 176,737 30.1 56,171

Ⅵ 特別利益

 １．投資有価証券売却益 4,103 ―

 ２．貸倒引当金戻入益 ― 95,937

 ３．新株予約権戻入益 ― 4,103 0.2 4,903 100,840 17.2 96,736
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前事業年度

(自 平成18年10月１日

至 平成19年９月30日)

当事業年度

(自 平成19年10月１日

至 平成20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 3,931 159,519

 ２．投資有価証券評価損 121,645 ―

 ３．固定資産除却損 ※３ 4,792 ―

 ４．関係会社株式評価損 ※４ 355,073 782,792

 ５．過年度賃金手当 ※５ 16,363 501,806 24.1 ― 942,311 160.4 440,505

   税引前当期純損失 377,136 △18.1 664,733 △113.1 ―

   法人税、住民税 

   及び事業税
6,530 0.3 2,883 0.5 △3,647

   当期純損失 383,667 △18.4 667,616 △113.6 ―
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前事業年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

  

 
  

 
  

(3) 株主資本等変動計算書

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年９月30日残高（千円） 4,770,992 1,738,962 1,279,580 3,018,543

事業年度中の変動額

 新株の発行 50,115 50,115 ― 50,115

 減資 △3,770,992 ― 1,100,010 1,100,010

 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

 利益準備金の取崩 ― ― ― ―

 当期純損失 ― ― ― ―

 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

平成19年９月30日残高（千円） 1,050,115 50,115 2,838,973 2,889,088

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
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） 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 ― ― ― ― 100,230

 減資 ― 2,670,982 2,670,982 ― ―

 資本準備金の取崩 ― ― ― ― ―

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

 利益準備金の取崩 △700 700 ― ― ―

 当期純損失 ― △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） △700 3,567,595 3,566,895 ― △283,437

平成19年９月30日残高（千円） ― △383,667 △383,667 △360,117 3,195,418
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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 ― ― ― ―

 当期純損失 ― ― ― △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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当事業年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日） 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年９月30日残高（千円） 1,050,115 50,115 2,838,973 2,889,088

事業年度中の変動額

 当期純損失 ― ― ― ― 

 自己株式の取得 ― ― ― ―

 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） ― ― ― ―

平成20年９月30日残高（千円） 1,050,115 50,115 2,838,973 2,889,088

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成19年９月30日残高（千円） △383,667 △383,667 △360,117 3,195,418

事業年度中の変動額

 当期純損失 △667,616 △667,616 ― △667,616

 自己株式の取得 ― ― △32 △32

 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） △667,616 △667,616 △32 △667,649

平成20年９月30日残高（千円） △1,051,284 △1,051,284 △360,149 2,527,769

 
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19年９月30日残高（千円） △70,037 △70,037 31,446 3,156,827

事業年度中の変動額

 当期純損失 ― ― ― △667,616

 自己株式の取得 ― ―  ― △32

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

30,352 30,352 △3,555 26,797

事業年度中の変動額合計（千円） 30,352 30,352 △3,555 △640,851

平成20年９月30日残高（千円） △39,684 △39,684 27,891 2,515,975
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(4) 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18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当事業年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

 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。 

 

 当社は、前事業年度において、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。また、当事業年度に

おいては、営業利益158,426千円、経常利益176,737千円

を計上したものの、当期純損失667,616千円を計上して

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。

 このような状況下、当社株式は当事業年度に監理ポス

ト割当てを解除され、これを機に中長期的な経営戦略と

して中期経営計画を策定し「経営資源を主たる事業に集

中し、経営体質の改善と強化を進め、企業価値の最大化

に努める」取り組みを開始しました。  

 一方、当社グループの主たる事業である人材派遣業界

を取り巻く環境は厳しさを増し、業界大手企業の法令違

反の影響で労働者派遣法の改正に関する議論も活発化さ

れており、業界全体が厳しい環境となってきておりま

す。  

 当該状況に対応すべく、労働者派遣法の改正について

は、それをビジネスチャンスと捉え、顧客に代わりパー

トやアルバイトスタッフの採用、賃金の支払等付随して

発生する業務を代行するサービスを開発するなど、顧客

の幅広いニーズに対応した、多角的なサービスを提供で

きる新規ビジネスへの取り組みを開始しています。ま

た、既存事業においては法令遵守の下、コスト構造の改

革を引続き推進し、従前からの「本業集中による企業価

値の最大化」に基づき、営業体制を強化し、新設拠点に

おいては「地域戦略の推進」「人員配置並びに営業の効

率化」を図った事業戦略を遂行し、利益体質の実現を目

指して参ります。  

 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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(5) 重要な会計方針

前事業年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当事業年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1）子会社株式及び関連会社株式 

   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．たな卸資産の評価基準及び評価方法

 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．たな卸資産の評価基準及び評価方法

 貯蔵品
同左

 

３．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。

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。

 

３．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。

建物 ３～15年

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

 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。

(2）無形固定資産

 ソフトウェア

  自社利用のソフトウェア 

            同左

 

４．繰延資産の処理方法 

 株式交付費 

  支出時に全額費用として処理しております。

４．        ―――――

 

５．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。

５．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
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前事業年度

(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当事業年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

６．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。

６．リース取引の処理方法

同左

７．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。

７．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

(6) 重要な会計方針の変更

前事業年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当事業年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

（企業結合に係る会計基準） 

 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。

 ―――――

 

（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。

 ―――――
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(表示方法の変更)

前事業年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当事業年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

（貸借対照表関係）

「預け金」は前事業年度まで流動資産の「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資産の

総額の100分の１を超えたため区分掲記しました。な

お、前事業年度末の「預け金」は16,871千円でありま

す。

 

（貸借対照表関係）

「供託金」は前事業年度まで流動資産の「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資産の

総額の100分の１を超えたため区分掲記しました。な

お、前事業年度末の「供託金」は5,459千円でありま

す。

(追加情報)

前事業年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当事業年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

（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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(7) 個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成19年９月30日)

当事業年度 
(平成20年９月30日)

 

※１ 担保差入資産

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。
 

※１ 担保差入資産

現金及び預金 90,696千円

計 90,969千円

   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 56,763千円

短期貸付金 895,793千円

立替金 10,570千円

流動資産「その他」 15,910千円

未払金 21,306千円
 

※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 45,318千円

短期貸付金 500,000千円

立替金 33,624千円

流動資産「その他」 16,119千円

未払金 5,914千円

※３     ―――――――― ※３ 当事業年度において購入約定した有価証券取引に

ついて、受渡日が当事業年度末を過ぎて到来するも

のは以下の通りであります。 

①有価証券（１年内に償還する国債）349,319千円  

    約定日 平成20年９月29日  

    受渡日 平成20年10月２日  

②投資有価証券（１年を超えて償還する国債）   

                 199,844千円  

    約定日 平成20年９月29日  

    受渡日 平成20年10月２日  

 これらは当事業年度末において未払金となってお

りますが、受渡日において預け金及び有価証券の一

部にて決済しております。
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当事業年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は0.3％、

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 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

 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は0.4％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は99.6  

％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 82,255千円

給与手当 113,325千円

賞与 17,047千円

賞与引当金繰入額 8,499千円

法定福利費 17,396千円

減価償却費 4,734千円

賃借料 22,540千円

支払手数料 73,637千円

募集費 8,034千円

 

※２ 関係会社に対するものは、次のとおりでありま

す。

業務受託収益 426,980千円

受取利息 36,889千円

受取手数料 9,050千円
 

※２ 関係会社に対するものは、次のとおりでありま

す。

業務受託収益 587,220千円

受取利息 17,645千円

支払利息 7,642千円

 

※３ 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

※３      ――――――――

※４ 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。

 

※４ 関係会社株式評価損

   実質価額が取得原価に比べて50％以上の下落が見

られる下記の子会社の株式について評価損を計上し

ております。

㈱オープンループパートナーズ 679,041千円

㈱オープンループリソーシズ 94,751千円

㈱トップランダー 8,999千円

   ㈱オープンループパートナーズについては、原価

の上昇及び採用コストや拠点開設費用の増加に加

え、継続して営業損失を計上したために固定資産の

減損損失を計上したこと等により実質価額が低下し

たためであります。㈱オープンループリソーシズは

当事業年度に100％子会社化し技術者派遣を開始し

ましたが同社の事業全般において安定的な収益を確

保するまでに至っておらず評価損を計上することに

なりました。㈱トップランダーは当事業年度におい

て取引先に対する売掛債権の貸倒れ等により財政状

態が悪化したため評価損を計上いたしました。

※５ 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。

※５      ――――――――
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前事業年度（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 

 
  

当事業年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) 普通株式の自己株式の増加3.6株は、端株の買取りによるものであります。 

  

  

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

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

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 3.6 ― 2,305.2

(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当事業年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20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

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

合計 40,971 33,579 4,142 3,249

 

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

16,847 13,328 1,931 1,587

合計 16,847 13,328 1,931 1,587

 

 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 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
 

 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 2,852千円

１年超 822千円

合計 3,674千円

リース資産減損勘定の残高 1,383千円

 

 ③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び支払利息相当額

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
 

 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 4,462千円

リース資産減損勘定の取崩額 2,758千円

減価償却費相当額 1,431千円

支払利息相当額 137千円

 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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前事業年度（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。 

  

当事業年度（平成20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。 

  

  

 
  

(有価証券関係)

(税効果会計関係)

前事業年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当事業年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20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

繰延税金資産（流動）

貸倒引当金繰入限度超過額 39,310千円

賞与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
 

 

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）

貸倒引当金繰入限度超過額 19,189千円

賞与引当金繰入限度超過額 3,450千円

未払事業税 1,487千円

新株予約権費用否認 8,519千円

その他 239千円

繰延税金資産(流動) 小計 32,885千円

評価性引当金 △32,885千円

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 980,740千円

減価償却限度超過額 2,725千円

投資有価証券評価損 70,493千円

関係会社株式評価損 609,655千円

繰越欠損金 656,105千円

その他 1,205千円

繰延税金資産(固定) 小計 2,320,926千円

評価性引当金 △2,320,926千円

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 ―千円

繰延税金負債(固定)  合計 ―千円

差引：繰延税金負債(固定)の純額 ―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

  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。

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

        同左
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(注) １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当事業年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

１株当たり純資産額 35,294円94銭 １株当たり純資産額 28,099円09銭

１株当たり当期純損失金額 4,393円66銭 １株当たり当期純損失金額 7,539円43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。

 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。

項目
前事業年度

(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当事業年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

１株当たり当期純損失金額

損益計算書上の当期純損失金額  (千円) 383,667 667,616

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純損失金額 （千円） 383,667 667,616

普通株式の期中平均株式数（株） 87,323 88,550

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。）

旧商法280条ノ19の規定に
基づく新株引受権 527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 9,344株 
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(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成18年10月１日
至 平成19年９月30日)

当事業年度
(自 平成19年10月１日
至 平成20年９月30日)

―――――

 

 

１．当社は、平成20年10月27日開催の取締役会において、

第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の発行

について決議し、平成20年11月12日に払込が完了致し

ました。詳細については、連結財務諸表における「重

要な後発事象」に記載のとおりであります。 

 

２．定期預金担保差入について

当社は、平成20年10月14日付で取引金融機関へ下記

の通り定期預金担保を提供いたしました。 

①金額 50,000千円 

②種類 期間１年の自動継続自由金利型定期預金 

なお、上記に対する債務はありません。

 

６ その他

該当事項はありません。
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