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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．第８期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．第９期中より「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）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

４．第８期については、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定にあたり、当社は平成17年５月20日付

で大阪証券取引所ヘラクレス市場に上場しているため、非上場期間である期首（平成17年４月１日）から前

日（平成17年５月19日）までの平均株価は、新規上場日から第８期連結会計年度末（平成18年３月31日）ま

での平均株価を適用しております。また、第９期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜

在株式は存在するものの１株当たり中間純損失であるため記載をしておりません。 

回次 第７期中 第８期中 第９期中 第７期 第８期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高 （千円） － － 4,418,045 － 2,607,578 

経常利益 （千円） － － 17,093 － 207,824 

当期純利益又は 

中間純損失（△） 
（千円） － － △67,407 － 100,454 

純資産額 （千円） － － 1,338,163 － 1,395,494 

総資産額 （千円） － － 5,436,564 － 1,855,067 

１株当たり純資産額 （円） － － 47,402.29 － 51,352.15 

１株当たり当期純利

益又は１株当たり中

間純損失（△） 

（円） － － △2,480.48 － 4,012.88 

潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）

純利益 

（円） － － － － 3,047.49 

自己資本比率 （％） － － 23.69 － 75.22 

営業活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） － － 36,531 － △92,054 

投資活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） － － 262,542 － △312,783 

財務活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） － － △95,997 － 1,048,115 

現金及び現金同等物

の中間期末（期末）

残高 

（千円） － － 1,219,193 － 1,016,116 

従業員数 

（外、平均臨時雇用

者数） 

(人) 
－ 

(－) 

－ 

(－) 

219 

(27) 

－ 

(－) 

77 

(10) 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第９期中より「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）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、第７期中及び第７期については、新株予約

権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしていないため、期中平均株価が把握で

きませんので記載しておりません。また、第８期中及び第８期については、潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額の算定にあたり、当社は平成17年５月20日付で大阪証券取引所ヘラクレス市場に上場し

ているため、非上場期間である期首（平成17年４月１日）から前日（平成17年５月19日）までの平均株価

は、新規上場日から第８期中間会計期間末（平成17年９月30日）及び第８期事業年度末（平成18年３月31

日）までの平均株価を適用しております。 

４．第８期より連結財務諸表を作成しているため、それ以降の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・フロー及び現金及び現金同等物の中間期末（期末）

残高は記載しておりません。 

５．従業員数は、期末日における就業人員数であります。 

６．当社は、平成18年１月31日付で株式１株につき５株の分割を行っております。そこで、当該株式分割に伴う

回次 第７期中 第８期中 第９期中 第７期 第８期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高 （千円） 683,235 1,087,757 1,577,265 1,676,375 2,597,307 

経常利益 （千円） 43,655 84,684 140,717 168,234 222,500 

中間（当期）純利益 （千円） 28,460 39,824 75,278 88,427 106,982 

資本金 （千円） 70,500 253,710 608,810 100,710 608,810 

発行済株式総数 （株） 2,945 4,905 27,175 4,005 27,175 

純資産額 （千円） 109,966 646,917 1,482,525 230,352 1,402,022 

総資産額 （千円） 514,587 973,528 2,725,491 712,406 1,839,031 

１株当たり純資産額 （円） 37,340.02 131,889.42 53,291.84 57,516.32 51,592.35 

１株当たり中間（当

期）純利益 
（円） 9,664.16 8,375.33 2,770.12 26,115.61 4,273.64 

潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）

純利益 

（円） － 6,413.00 2,191.18 － 3,245.51 

１株当たり配当額 （円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 21.36 66.45 53.13 32.33 76.23 

営業活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） △39,788 △175,880 － 160,368 － 

投資活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） △6,426 △67,248 － △11,222 － 

財務活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） 145,591 329,997 － 96,453 － 

現金及び現金同等物

の中間期末（期末）

残高 

（千円） 226,615 459,706 － 372,838 － 

従業員数 

（外、平均臨時雇用

者数） 

（人） 
38 

(9) 

60 

(13) 

81 

(25) 

42 

(9) 

70 

(10) 



影響を加味し、遡及修正を行った場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げると以下のとおりになります。

回次 第７期中 第８期中 第９期中 第７期 第８期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

１株当たり純資産額 （円） 7,468.00 26,377.88 53,291.84 11,503.26 51,592.35 

１株当たり中間（当

期）純利益 
（円） 1,932.83 1,675.06 2,770.12 5,223.12 4,273.64 

潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）

純利益 

（円） － 1,282.60 2,191.18 － 3,245.51 

１株当たり配当額 （円） － － － － － 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループは、セールスプロモーション事業に進出しました。これに伴い、当社

グループは子会社が３社増加し、平成18年９月30日現在で当社、子会社６社により構成されることとなり、コンサル

ティング事業、アウトソーシング事業、セールスプロモーション事業及びその他事業の４事業部門に関係する事業を

営むこととなりました。 

  

  (1) コンサルティング事業 

 営業・販売コンサルティングを中心に、人財採用・活用支援コンサルティング、「心の指数

(Emotinal Intelligence Quotient)」を使用した組織診断コンサルティングを主たる業務としております。 

 ① 営業・販売コンサルティング 

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

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

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

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

トの代行業を補完する業務として、顧客企業が扱う商品やサービスの顧客評価の調査や競合企業の調査を行う市

場調査業務、セミナー販売の支援等の業務も請け負っております。 

② 人財採用・活用支援コンサルティング 

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

部門を対象としたものです。当社グループのコア事業である営業・販売コンサルティングから派生して生まれた

ものであり、その目的は同じく顧客企業の収益拡大にあります。すなわち安定的な人財の供給やその企業組織に

最適な人材をタイムリーに投入することで、その顧客企業の収益向上をはかるものであります。 

③ 組織診断コンサルティング 

  組織診断コンサルティングは当社グループのコンサルティングのうち、企業の部門ではなく、部門や組織を構

成する「人」を対象としたものです。人が生来持つ感情にEQ理論でアプローチすることにより目的達成・戦略推

進・顧客満足を実現し企業経営に貢献していくことにあります。 

  

(2) アウトソーシング事業 

  短期請負収益向上支援アウトソーシングや営業組織の一括業務請負アウトソーシングを主たる業務としており

ます。 

 ① 短期請負収益向上支援アウトソーシング 

  コンビニエンスストア、販売業、フリーペーパー配布、販売促進チラシ配布、店頭支援、コンサート、飲食

業、軽作業現場等顧客企業の収益向上支援のための急なニーズに即時に対応できる人材請負業務であります。 

 ② 営業組織の一括業務請負アウトソーシング  

  リクルート社求人広告代理店他、複数社の営業組織の一括業務請負を行っております。 

 ③ イベントプロデュース 

  ビジネス展示会・産業見本市の企画から運営、集客の代行まで一括で行うサービスであります。従来では、広

告宣伝の要素が強かったビジネス展示会・産業見本市の企画を立案し、イベント運営や集客代行、出店企業の募

集代行を行います。サービス提供領域としては、業界主催の総合展示会から、顧客企業単独で行うプライベート

イベントまで、大小様々なイベントに対応しております。 

  

 (3) セールスプロモーション事業 

    広告代理店業としての機能をもつ株式会社国連社とその100％子会社である株式会社大東通信社、見本市やイベ

ントブースの企画・制作を行う株式会社イーヴァム・インターナショナルの３社を販売促進を行うための広告宣

伝・広報・イベント推進としてセールスプロモーション事業を新設いたしました。 

  

 (4) その他事業 

  エックス・ネット・サービス株式会社は株式会社エックスネット（東証第一部：4762）の商材である「XNETサ

ービス」の販売・サポート業を行っております。また、当社グループがコンサルティング又はアウトソーシング

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

セレブリックス・インベストメント株式会社を通じて行っております。 

３【関係会社の状況】 



 当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

 （注）１．主な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２．債務超過会社で債務超過の額は、平成18年９月期末時点で37,173千円となっております。 

３．特定子会社に該当しております。 

４．債務超過会社で債務超過の額は、平成18年９月中間期末時点で176,129千円となっております。 

５．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）外数で記載しております。 

２．従業員数が前連結会計年度末に比べ、142名増加したのは連結子会社の増加に伴う事業規模の拡大によるも

のであります。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）外数で記載しております。 

    ２．従業員数が前期末に比べ、11名増加したのは事業規模の拡大によるものであります。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されていませんが、労使関係は円満に推移しております。 

名称 住所 
資本金 
（千円） 

主要な事業内容 
議決権の所有割
合又は被所有割
合（％） 

関係内容 

（連結子会社） 

㈱イーヴァム・イン

ターナショナル 

（注）２ 

東京都港区 10,000 
セールスプロモー

ション事業 
75.00 役員の兼任１名 

㈱国連社 

（注）３,４ 
東京都港区 80,000 

セールスプロモー

ション事業 
85.76 

役員の兼任３名 

貸付金あり。 

㈱大東通信社 

（注）５ 
東京都港区 16,000 

セールスプロモー

ション事業 

100.00 

(100.00) 
－ 

  平成18年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名） 

 コンサルティング事業 33 (1) 

 アウトソーシング事業 35 (24) 

 セールスプロモーション事業 127 (1) 

その他事業 7 (1) 

全社 17 (－) 

合計 219 (27) 

  平成18年９月30日現在

従業員数（名） 81  (25) 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

   当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、国内企業の体質改善の成果により、利益体質が強化された企業が

増加しています。それを反映するように、景気の拡大期間もいざなぎ景気を超えるまでになり、現在もその拡大基

調が継続している状況です。企業収益は大きく改善に向かう中、労働需給関係に大きな変化、例えば、失業率の大

幅な改善、正社員・非正社員の雇用数の飛躍的な伸びなどが起こっております。それに伴い、企業側の採用難易度

は上がり、採用コストの上昇はあらゆる企業においての課題になっている状況です。今後、金利の上昇や上記の採

用コストの増加による収益の圧迫等、不透明な面もありますが、企業の収益体質の強化と設備や人への堅調な投資

が続き、更なる成長へのステージに入ることで、緩やかなインフレ傾向とともに所得の増加、個人消費の拡大も期

待できる期であったといえます。 

 このような環境下、当社グループでも既存事業部門売上・利益とも大幅な伸び率で業績を残すことができまし

た。一方、更なる企業への提供価値を拡大するために株式を取得した株式会社国連社については、期中から当社グ

ループの連結対象子会社となりました。買収当初より組織改変や新しい商品開発と人材配置に力点を置き、抜本的

な再建を図るために、利益率の低いプロジェクトの見直しを徹底的に行いました。結果として、一定の利益率を確

保できる体制を整えました。 

 その結果、当中間連結会計期間におきまして、売上高は、4,418,045千円となりました。 

  

 コンサルティング事業におきましては、引き続き大手顧客からの関連企業への営業展開が順調に進みました。ま

た、今までの実績に基づいて新規顧客からコンサルティングの引き合いも増えてきたことを受け、営業コンサルテ

ィングの新規営業部隊の新設という営業展開を図ることで利益率の高い案件も順調に増えることになりました。更

に、前期から引続き行っている採用支援から獲得できる新規顧客も、企業側の旺盛な採用意欲とコンサルティング

事業の新規学卒者・中途採用者を手厚く配属することで多数獲得することができました。ここで獲得した新規顧客

が下期以降の収益の源泉になることは明るい展望であるといえます。 

 そして、モチベーションマネジメントによる組織の活性度を測る「EQI（EQ理論を用いた行動特性検査）」を扱

う、セレブリックス・ビジネス・ソリューション株式会社も本格稼動し、新規顧客も順調に獲得が進み中には全社

員数百人規模で実施する企業も出てまいりました。このEQIと営業コンサルティングのセットがひとつのコンサル

ティングの流れとなっており、行動特性に基づいて、より効率的な営業マネジメント手法の確立とその実践、ある

いは営業コンサルティングを施した後に、効果継続のための行動特性検査を行うことにより適正な人材配置につな

げるといった効果を生むようになっております。今後は、コンサルティングの大きな流れを追及するためにも、よ

り成果の現れやすいコンサルティングサービスの提供を目標にコンサルティング事業とセレブリックス・ビジネ

ス・ソリューション株式会社との融合が下期の鍵になると考えております。 

 以上の結果を踏まえ、当中間連結会計期間のコンサルティング事業の売上高は628,324千円となりました。 

  

 アウトソーシング事業におきましては、継続して人材採用需要が逼迫しているサービス業領域への営業展開を強

化しております。コンビニエンスストアへの短期請負は東京地区において更に需要が伸びており、単価のアップと

契約店舗の増加を堅調に進め、収益においても大きな伸びを見せております。また、新たな展開を図るために横浜

地区におけるサービスの展開も軌道に乗せることに成功し、横浜地区単体での黒字化はもとより、大きく利益貢献

するまでに成長しております。コンビニエンスストアの短期請負の売上高は前年対比49.2％の増加となっておりま

す。 

 また、広告・フリーペーパーの配布業務においては、積極的な営業展開とクライアントである媒体各社の旺盛な

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

に、スタッフの質の向上・顧客のニーズに応えられるようなチーム編成作りというサービス内容の強化を同時に行

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

す。 

 イベントプロデュースについては、平成18年６月より連結子会社となった株式会社イーヴァム・インターナショ

ナルとの協業を主に営業活動いたしました。具体的には、既存の顧客に対してサービス領域を拡大しながら、今ま

で提供出来なかった分野の業務に協力して対応できるような体制を双方で構築してまいりました。実際にイベント

の請負のみの受注から、イベントへの集客に対するコンサルティングまでを要望する顧客も発生しており、この協

業がマーケットから大いに期待されているという感触を得ることができました。当中間連結会計期間においては、

小規模な案件ではありますが、本格的な案件の受注による収益への寄与は下期以降となると考えております。 



 以上の結果を踏まえ、当中間連結会計期間のアウトソーシング事業の売上高は939,750千円となりました。 

  

 セールスプロモーション事業は、当中間連結会計期間に買収した株式会社国連社と株式会社イーヴァム・インタ

ーナショナルを併せて当中間連結会計期間より創設いたしました。 

 株式会社国連社については、広告代理業の業況がダウントレンドにあり、広告代理業自体のあり方が、メディア

の変化や消費行動の変化に伴い変わらなければならない状況下にあります。しかしながら当社グループは、旧態依

然の事業運営である株式会社国連社を子会社化いたしました。これは、確かに広告代理店の今までのやり方に限界

はあるものの、株式会社国連社が担当しているクライアントはナショナルクライアント中心であり、また媒体口座

もあらゆる媒体を扱える無形資産があるという状況から、従来と違う事業運営や営業体制を構築すれば十分に再生

できると考えました。そして、当社グループの今まで培ってきた「収益向上支援ノウハウ」を活かした新たな再生

ビジネスとして、当社グループの事業価値自体も大きく向上することができると考えております。なお、株式会社

国連社は従来の広告代理店にはなかった、顧客の売上拡大に直接的にコミットする、いわば、広告のみの代理店か

らマーケティング支援まで行い、顧客の売上に直接的につながる広告会社（マーケティング・エージェンシー）を

標榜し事業展開を図る体制に変革しております。この今後の営業展開につきましては、今までもこのようなサービ

スを望まれていたため、大半の顧客に賛同いただいておりますが、当中間連結会計期間におきましては、既存の大

手クライアントの予算措置が取られた後となっていたため、予想していたほどの収益貢献につながりませんでし

た。しかしながら、新規顧客の獲得も続いており、相対的に新規取引が増加したことは明るい材料であります。今

後は、好調な経済環境化を反映して大手企業も収益貢献につながる案件が獲得できるものと予想されます。 

 株式会社イーヴァム・インターナショナルについては平成18年６月より連結子会社となり、アウトソーシング事

業のイベントプロデュースを行っている部門との協業を主眼に従来の見本市・イベントブース企画・制作等、営業

活動を行いました。イベントブースの制作では、会社の企画力とデザイン力が高く評価されており、顧客からも多

大な評価を受けております。今後はアウトソーシング事業のイベントプロデュースを行っている部門との協業を更

に推進し、業務の拡大を図ってまいりたいと考えております。 

 以上の活動を踏まえ、セールスプロモーション事業の売上高は2,822,149千円となりました。 

  

 最後にその他関連事業につきましては、エックス・ネット・サービス株式会社は、従業員100名～300名規模の上

場企業及び成長企業に絞って営業展開を行い、受注案件を順調に増やしております。現状においては、受注に多少

システムのカスタマイズが追いついておらず納品が当初の予定より遅れている傾向にあります。開発の要員確保と

開発スキルの平準化を図り、今後は納品スピードを上げていくことで当初の計画値を上回ることを見込んでおりま

す。 

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

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

在は２社の有望なベンチャー企業に出資しており、営業・販売の現場への支援と資金面の両方をバックアップし、

インキュベーションすることにより、近い将来大きなキャピタルゲインを得ることが可能になります。また、短期

的な営業活動として、新規上場株式への投資によるキャピタルゲインや配当収入を得ております。 

 以上の活動を踏まえて、その他事業の売上高は27,821千円となりました。 

  

  第９期中間連結会計期間の事業の種類別セグメントの売上高は次のとおりであります。 

  

事業の種類別セグメントの名称 

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

売上高（千円） 構成比（％） 

コンサルティング事業 628,324 14.2 

アウトソーシング事業 939,750 21.3 

セールスプロモーション事業 2,822,149 63.9 

その他事業 27,821 0.6 

合計 4,418,045 100.0 



(2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は前連結会計年度末と比べると

203,077千円増加し1,219,193千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において営業活動の結果、増加した資金は36,531千円となりました。これは主に売上債権

の回収に伴い193,941千円増加したこと、法人税等の支払に伴い72,414千円及び仕入債務の減少に伴い51,597千円

減少したためであります。 

  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において投資活動の結果、増加した資金は262,542千円となりました。これは主に連結の範

囲の変更を伴う子会社株式の取得により147,076千円増加したこと及び貸付金の回収により85,241千円増加したこ

とによるものであります。 

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において財務活動の結果、減少した資金は95,997千円となりました。これは短期借入金

100,000千円並びに長期借入金195,997千円返済したこと及び長期借入金を200,000千円を借入れたことによるもの

であります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当社グループはサービスの提供に当たり、製品の生産を行っていないため、当該記載を省略しております。 

(2）受注状況 

 当社グループは提供するサービスの性格上、長期継続受注と短期単発受注のものが混在しており、受注状況を正

確に把握することが困難であるため、当該記載を省略しております。 

(3）販売実績 

    （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

       ２．前中間連結会計期間は連結対象子会社がありませんでしたので、前年同期比はありません。 

       ３．当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のと

おりであります。 

４．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 

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

金額（千円） 

コンサルティング事業 628,324 

アウトソーシング事業 939,750 

セールスプロモーション事業 2,822,149 

その他事業 27,821 

合計 4,418,045 

相手先 

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

金額（千円） 割合（％） 

株式会社エヌ・ティ・

ティ・アド 
1,414,237 32.0 



３【対処すべき課題】 

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

なリスク要因の経営への影響を最小化すべく、是正及び予防措置を講じていきます。なお、当社が平成17年５月20日

に大阪証券取引所ヘラクレス市場に上場して以来、当社の経営環境にも変化が見られました。よって、従来リスク要

因であると捉えていた課題のうち解消したものについては、当中間会計期間において、次のように対処しておりま

す。 

(1) グループ人事について 

 当社グループはM&A戦略を推進し急速に事業拡大しております。急激な人材リストラは一切行っておりません

が、買収に伴いある程度の人材流出が起きております。当社グループとしては事業に支障をきたさないために積極

的に採用を行っておりますが、優秀な人材をタイムリーに採用することは容易ではなく、必要な人材を採用できな

い、あるいは採用が遅れた場合は適切かつ充分な組織対応ができず、効率的な事業運営に支障をきたす可能性があ

ります。よって、今後は買収による人材流出リスクと人材採用リスクを考慮にいれた組織対応を行える環境を整え

ていく所存であります。 

(2) 連結対象子会社の再生並びにグループ内再編について 

 当中間連結会計期間にて連結対象子会社となった株式会社イーヴァム・インターナショナルと株式会社国連社に

つきましては、従来からのお客様に対し同様のサービスを提供し続けるだけではなく、新規のお客様にも付加価値

の高いサービスを提供できる様に現在、営業体制を整備しているところでございます。この度の買収により、一部

混乱が生じ予定通りに受注・納品が出来なかったこともございますが、今後は当社グループの強みである営業力を

活かしグループシナジーを早期に発揮できる体制を構築していく所存であります。それと同時に、効率的かつ合理

的なグループ経営を行うため、平成18年12月1日付にてセレブリックス・ビジネス・ソリューション株式会社を親

会社に吸収合併いたしました。セレブリックス・ビジネス・ソリューション株式会社と親会社の間で生じていたよ

うな営業上の捩れや無駄を省くため、今後も適切にグループ会社を統治し必要に応じてグループ内再編もおこなっ

ていく所存であります。 

(3) 連結対象子会社の財務支援について 

 株式会社イーヴァム・インターナショナルと株式会社国連社の資金調達につきましては、各子会社にて行ってお

りますが、当社と比較した場合、資金調達力が弱く、調達できる資金も限られてしまうため機動的な経営を行うこ

とができませんでした。しかしながら、平成18年10月25日付にて株式会社三井住友銀行を主幹事としたシンジケー

トローン契約を締結し、子会社に対し条件や金利面で優遇された、機動的な資金を提供できるようになりました。

今後は、財務的な側面から各子会社を支援し再生に向け取り組んでいく所存でございます。同時に、金利変動によ

るリスクにも注目し適切な最適資本効率が図れるよう取り組んでいく所存でございます。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当社は安定的な資金調達手段の確保により、子会社の資金効率の向上、金融費用の削減及び財務関連業務コストの

削減を図ることを目的として、平成18年10月25日付で株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約

を締結いたしました。 

 詳細については、「第５ 経理の状況 １．中間連結財務諸表等 (1)中間連結財務諸表 注記事項（重要な後発

事象）」及び「第５ 経理の状況 ２．中間財務諸表等 (1)中間財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」に記載

のとおりであります。 

５【研究開発活動】 

 当社グループは、サービスの提供を行っているため、研究開発活動を行っておりません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、株式会社国連社が新たに連結子会社となったことにより、同社の設備が当社グルー

プの主要な設備に加わりました。その設備の状況は、次のとおりであります。 

  国内子会社 

 （注）１．金額には消費税等は含まれておりません。 

２．帳簿価額は、中間連結会計期間末現在の金額であります。 

３．従業員数の（ ）は臨時従業員であり、外数で記載しております。 

４．リース契約による主な賃借設備は以下のとおりであります。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設等についての重要な変更及

び完了したものは、次のとおりであります。 

    当社において、前連結会計年度末に計画しておりました基幹システムの新設については、完了予定年月を当初

の平成18年６月から平成18年11月に変更しました。また、同月に完了し使用を開始しております。 

(2) 当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類別セ
グメントの名称 

設備の内容 

帳簿価額（千円） 
従業員数 
（人） 建物及び構

築物 
車両運搬具 器具備品 

土地 
(面積㎡) 

合計 

㈱国連社 
本社  

（東京都港区） 

セールスプロモ

ーション事業 
事務所設備等 4,941 5,228 13,393 

32,239 

(2,442) 
55,802 

113 

(1)

名称  数量 リース期間 
年間リース料
（千円） 

リース契約残高
（千円） 

オフィス関連什器等 

（所有権移転外ファイナンス・リース）  
一式  12～60ヶ月 32,018 47,802 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

① 平成16年３月15日臨時株主総会決議 

（注）１．新株予約権の行使の条件 

・ 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において会社の取締役又

は従業員のいずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約を締結している場合に限り新

株予約権を行使することができる。但し、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、

この限りではない。 

・ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。 

・ その他の条件は株主総会決議及び取締役会決議に基づき、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」に定めるところによる。 

・ 新株予約権者は、当社普通株式にかかる株券が上場もしくは店頭登録された場合に限り、新株予約権を行

使することができる。 

２．新株予約権の消却及び譲渡制限 

・ 当社は、新株予約権者又はその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予

約権を無償で消却することができる。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 98,100 

計 98,100 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年12月22日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 27,175 27,175 
大阪証券取引所 

（ヘラクレス） 
－ 

計 27,175 27,175 － － 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 1,440 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 7,200 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 10,400 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年４月13日から 

平成26年４月12日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  10,400 

資本組入額  5,200 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２ 同左 

代用払込みに関する事項 － － 



・ 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完

全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、

新株予約権を無償で消却することができる。 

・ 新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要する。 

② 平成16年５月１日臨時株主総会決議 

（注）１．新株予約権の行使の条件 

・ 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において会社の取締役又

は従業員のいずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約を締結している場合に限り新

株予約権を行使することができる。但し、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、

この限りではない。 

・ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。 

・ その他の条件は株主総会決議及び取締役会決議に基づき、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」に定めるところによる。 

・ 新株予約権者は、当社普通株式にかかる株券が上場もしくは店頭登録された場合に限り、新株予約権を行

使することができる。 

２．新株予約権の消却及び譲渡制限 

・ 当社は、新株予約権者又はその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予

約権を無償で消却することができる。 

・ 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完

全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、

新株予約権を無償で消却することができる。 

・ 新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要する。 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 60 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 300 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 10,400 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年５月２日から 

平成26年４月12日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  10,400 

資本組入額  5,200 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２ 同左 

代用払込みに関する事項 － － 



 旧商法第280条ノ20の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

① 平成17年11月10日取締役会決議 

（注）１．新株予約権の行使の条件 

・ 新株予約権を割当られた者が当社の取締役、監査役又は従業員の場合は、権利行使時においても、当社又

は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを条件とする。但し、当社取締役会が認め

た場合はこの限りではない。 

・ 新株予約権の行使にあたっては、一部行使はできないものとする。 

・ 新株予約権の質入、その他処分を行った場合は権利行使を認めない。また相続が発生した場合は権利行使

はできないものとする。 

・ 権利行使請求日の前日の当社株式終値（当該日が取引や終値のない場合はその前取引日）が金310,000円

以上であれば権利行使することができるものとする。但し、当該価額は、株式分割、株式併合等株価の調

整が生じる場合は、それに応じて調整されるものとする。 

２．新株予約権の消却及び譲渡制限 

・ 当社はいつでも新株予約権を発行価額相当額で取得し、これを消却することができる。また、新株予約権

の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 1,100 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 5,500 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 296,100 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年４月１日から 

平成22年３月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  302,340 

資本組入額 151,170 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２ 同左 

代用払込みに関する事項 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成18年４月１日～ 

平成18年９月30日 
－ 27,175 － 608,810 － 612,350 



(4）【大株主の状況】 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

   自己株式はありません。 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

三戸 薫 東京都杉並区 6,200 22.82 

櫻井 富美男 神奈川県茅ヶ崎市 3,700 13.62 

㈲マネジメントシップ 東京都杉並区上井草4-9-11 1,825 6.72 

㈱アポロ・インベストメント 大阪府大阪市中央区瓦町1-6-10 1,125 4.14 

三戸 満枝 東京都杉並区 875 3.22 

大阪証券金融㈱ 大阪府大阪市中央区北浜2-4-6 755 2.78 

㈲エイミックス 神奈川県茅ヶ崎市今宿396 700 2.58 

コアパシフィックヤマイチイ

ンターナショナルホンコンリ

ミテッドアカウントクライア

ント（常任代理人）香港上海

銀行東京支店 

36/F,COSCO TOWER GRAND MILLENNIUM 

PLAZA 183 QUEEN'S ROAD CENTRAL HONGKONG 

（東京都中央区日本橋3-11-1） 

510 1.88 

セレブリックス社員持株会 東京都新宿区西新宿2-6-1 348 1.28 

伊藤 勝成 神奈川県横浜市 325 1.20 

計 － 16,363 60.21 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 27,175 27,175 － 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数 27,175 － － 

総株主の議決権 － 27,175 － 



２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレスにおけるものであります。 

３【役員の状況】 

  前事業年度の有価証券報告書の提出後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 392,000 321,000 258,000 244,000 286,000 256,000 

最低（円） 275,000 195,000 158,000 151,000 177,000 189,000 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

(3）当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、中間連結財務諸表の作成初年度である

ため、以下に掲げる中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャ

ッシュ・フロー計算書については、前中間連結会計期間との対比は行っておりません。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日ま

で）の中間財務諸表については中央青山監査法人により中間監査を受け、また、当中間連結会計期間（平成18年４月

１日から平成18年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日

まで）の中間財務諸表について、みすず監査法人により中間監査を受けております。 

 なお、中央青山監査法人は、平成18年９月１日付で名称をみすず監査法人に変更しております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

   
当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  ※３  1,432,891 1,016,616 

２．受取手形及び売掛金 ※２ 1,988,900 298,103 

３．たな卸資産  172,439 22,857 

４．営業投資有価証券  78,266 45,040 

５．繰延税金資産  39,181 27,658 

６．その他  97,379 22,156 

貸倒引当金  △3,981 △1,273 

流動資産合計  3,805,077 70.0 1,431,159 77.1

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 
※ 
１,３ 

64,827 64,827 15,435 15,435 

２．無形固定資産    

(1）のれん  727,350 －   

(2）その他  37,399 764,749 17,885 17,885 

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  ※３  441,961 251,313   

(2）繰延税金資産  56,053 15,870   

(3）その他  315,934 112,220   

貸倒引当金  △21,458 792,490 △1,048 378,355 

固定資産合計  1,622,067 29.8 411,675 22.2

Ⅲ 繰延資産  9,419 0.2 12,232 0.7

資産合計  5,436,564 100.0 1,855,067 100.0

     
 



   
当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛金 
※ 
２,３ 

1,516,086 50,600 

２．短期借入金  ※３ 1,000,000 － 

３．１年以内返済長期借入
金 

 224,034 67,996 

４．未払金等  144,226 126,863 

５．未払法人税等  74,771 78,126 

６．賞与引当金  97,528 30,710 

７．その他  88,097 53,508 

流動負債合計  3,144,744 57.9 407,805 22.0

Ⅱ 固定負債    

１．社債  548,000 － 

２．長期借入金  219,669 28,344 

３．退職給付引当金  139,255 － 

４．その他  46,731 121 

固定負債合計  953,656 17.5 28,465 1.5

負債合計  4,098,401 75.4 436,270 23.5

     

（少数株主持分）    

少数株主持分  － － 23,302 1.3

     

（資本の部）    

Ⅰ 資本金  － － 608,810 32.8

Ⅱ 資本剰余金  － － 612,350 33.0

Ⅲ 利益剰余金  － － 196,587 10.6

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 － － △22,252 △1.2

資本合計  － － 1,395,494 75.2

負債、少数株主持分及び
資本合計 

 － － 1,855,067 100.0

     
 



   
当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  608,810 11.2 － －

２．資本剰余金  612,350 11.2 － －

３．利益剰余金  129,180 2.4 － －

 株主資本合計  1,350,340 24.8 － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差
額金 

 △62,183 △1.1 － －

 評価・換算差額等合計  △62,183 △1.1 － －

Ⅲ 新株予約権  34,320 0.6 － －

Ⅳ 少数株主持分  15,686 0.3 － －

純資産合計  1,338,163 24.6 － －

負債純資産合計  5,436,564 100.0 － －

     



②【中間連結損益計算書】 

   
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高     4,418,045 100.0   2,607,578 100.0 

Ⅱ 売上原価     3,408,489 77.1   1,641,304 62.9 

売上総利益     1,009,555 22.9   966,274 37.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   973,562 22.0   767,061 29.5 

営業利益  35,993 0.9 199,213 7.6

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  1,225 1   

２．受取配当金  2,460 －   

３．投資有価証券売却益  90 3,893   

４．安全協力会費  7,180 9,309   

５．自社広告手数料収入  4,257 8,080   

６．その他  3,987 19,201 0.4 7,263 28,549 1.1

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  15,549 3,808   

２．投資有価証券売却損  1,914 －   

３．持分法による投資損失  11,522 －   

４．その他  9,115 38,101 0.9 16,129 19,938 0.7

経常利益  17,093 0.4 207,824 8.0

Ⅵ 特別利益    

１．賞与引当金戻入益  1,200 －   

２．保険解約益  2,545 3,745 0.1 － － －

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※２ 1,105 167   

２．固定資産臨時償却費  12,172 －   

３．その他 ※３ 4,064 17,342 0.4 11,529 11,696 0.5

税金等調整前中間 
（当期）純利益 

 3,496 0.1 196,127 7.5

法人税、住民税及び 
事業税 

 68,863 110,415   

法人税等調整額  9,655 78,519 1.8 △13,044 97,370 3.7

少数株主損失  7,615 0.2 1,697 0.1

当期純利益又は 
中間純損失（△） 

 △67,407 △1.5 100,454 3.9

       



③【中間連結剰余金計算書】 

  

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  33,510

Ⅱ 資本剰余金増加高  

   増資による新株の発行  578,840 578,840

Ⅲ 資本剰余金期末残高  612,350

   

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  96,132

Ⅱ 利益剰余金増加高  

当期純利益  100,454 100,454

Ⅲ 利益剰余金期末残高  196,587

   



④【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 

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

中間連結会計期間中の変動額     

中間純利益     △67,407 △67,407 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
        

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
－ － △67,407 △67,407 

平成18年９月30日 残高 

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

 

評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券評
価差額金 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
△22,252 34,320 23,302 1,453,116 

中間連結会計期間中の変動額     

中間純利益       △67,407 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△39,930   △7,615 △47,546 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△39,930 － △7,615 △114,953 

平成18年９月30日 残高 

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



⑤【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

   
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結キャッシ
ュ・フロー計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31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 

   

税金等調整前中間（当
期）純利益 

 3,496 196,127 

減価償却費  18,576 8,090 

のれん償却額  41,666 ― 

貸倒引当金の増減額 
(減少：△) 

 4,492 △71 

賞与引当金の増減額 
(減少：△) 

 △3,315 14,077 

退職給付引当金の減少額  △54,992 ― 

有形固定資産除却損  1,105 ― 

無形固定資産除却損  ― 167 

投資有価証券売却益  △90 △3,893 

投資有価証券売却損  1,914 ― 

受取利息及び受取配当金  △3,686 △1 

支払利息  15,549 3,808 

持分法による投資損失  11,522 ― 

売上債権の増減額  
(増加：△) 

 193,941 △62,924 

たな卸資産の増減額 
(増加：△) 

 10,516 △21,396 

営業投資有価証券の増加
額 

 △36,509 △45,040 

差入保証金の増減額 
(増加：△) 

 17,014 △26,827 

仕入債務の減少額  △51,597 △29,302 

未払金等の増減額 
(減少：△) 

 △22,573 18,789 

未払消費税等の増加額  690 7,737 

その他  △27,579 △33,205 

小計  120,142 26,136 

利息及び配当金の受取額  3,686 1 

利息の支払額  △14,882 △4,285 

法人税等の支払額  △72,414 △113,908 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 36,531 △92,054 

 



   
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結キャッシ
ュ・フロー計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31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 

 △56,103 ― 

定期預金の払戻による 
収入 

 46,400 ― 

有形固定資産の取得に 
よる支出 

 △251 △18,251 

有形固定資産の売却に 
よる収入 

 19,606 ― 

無形固定資産の取得によ
る支出 

 △19,142 △9,592 

投資有価証券の取得に 
よる支出 

 △30,962 △299,942 

投資有価証券の売却に 
よる収入 

 36,622 15,003 

ゴルフ会員権の売却に 
よる収入 

 32,563 ― 

貸付金の回収による 
収入 

 85,241 ― 

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による
収入 

 147,076 ― 

その他   1,490 ― 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 262,542 △312,783 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

短期借入金の減少額  △100,000 ― 

長期借入れによる収入  200,000 ― 

長期借入金の返済による
支出 

 △195,997 △80,056 

少数株主からの払込によ
る収入 

 ― 25,000 

新株予約権の発行による
収入 

 ― 34,320 

株式の発行による収入  ― 1,068,851 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △95,997 1,048,115 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額 

 203,077 643,278 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 1,016,116 372,838 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高 

※１ 1,219,193 1,016,116 

     



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する

事項 

 （1）連結子会社の数 ６社 

    主要な連結子会社の名称 

     セレブリックス・インベストメント㈱

     エックス・ネット・サービス㈱ 

セレブリックス・ビジネス・ソリュー

ション㈱ 

     ㈱イーヴァム・インターナショナル 

     ㈱国連社 

     ㈱大東通信社 

  上記のうち、㈱イーヴァム・インター

ナショナルについては、平成18年６月１

日付で同社株式の議決権及び所有割合の

75％を取得したため、連結の範囲に含め

ております。 

 ㈱国連社については、持分法の適用の

範囲に含めておりましたが、平成18年６

月29日付で同社株式の追加取得を行い、

議決権及び所有割合の85.76％を取得した

ため、連結の範囲に含めております。 

 また、㈱大東通信社においては、㈱国

連社の子会社であり同社の株式取得に伴

い、連結の範囲に含めております。 

 （1）連結子会社の数 ３社 

   主要な連結子会社の名称 

     セレブリックス・インベストメント㈱

     エックス・ネット・サービス㈱ 

     セレブリックス・ビジネス・ソリュー

ション㈱  

  

  

  

  上記のセレブリックス・インベストメ

ント㈱、エックス・ネット・サービス

㈱、セレブリックス・ビジネスソリュー

ション㈱の３社については、当連結会計

年度において新たに設立したことにより

当連結会計年度より連結の範囲に含める

ことといたしました。 

２．持分法の適用に関す

る事項 

  ㈱国連社は、平成18年４月26日付で同

社株式の議決権及び所有割合の35％を取

得したため、持分法の適用の範囲に含め

ておりましたが、平成18年６月29日付で

同社株式を追加取得し連結子会社となっ

たため、持分法の適用の範囲から除外し

ております。 

────── 

３．連結子会社の中間決

算日（決算日）等に

関する事項 

  連結子会社のうち、㈱イーヴァム・イ

ンターナショナルは、決算日変更により

決算日が９月30日となっております。  

 中間連結財務諸表の作成に当たって

は、当中間連結決算日現在で実施した決

算に基づく財務諸表を使用しておりま

す。  

 すべての連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しております。 

４．会計処理基準に関す

る事項 

  

（１) 重要な資産の評価

基準及び評価方法 

イ．有価証券 

  （イ）その他有価証券(営業投資有価証

券を含む）  

 ①時価のあるもの  

    中間期末日の市場価格等に基づく

時価法であります。また、評価差額

は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定し

ております。 

 ②時価のないもの 

   移動平均法に基づく原価法であり

ます。  

イ．有価証券 

 （イ）その他有価証券(営業投資有価証

券を含む）  

 ①時価のあるもの 

   期末日の市場価格等に基づく時価

法であります。また、評価差額は全

部資本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定しており

ます。 

 ②時価のないもの 

        同左 

  

   ロ．デリバティブ 

  時価法   

 ロ．デリバティブ 

         同左 

 



項目 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

（１) 重要な資産の評価

基準及び評価方法 

 ハ．たな卸資産 

 （イ）商品 

    移動平均法による原価法 

  (ロ) 仕掛品 

    個別法による原価法 

  (ハ) 貯蔵品 

      最終仕入原価法    

 ハ．たな卸資産 

 （イ）商品 

         同左 

  (ロ) 仕掛品 

         同左 

  (ハ) 貯蔵品 

         同左   

（２) 重要な減価償却

資産の減価償却

の方法  

イ．有形固定資産 

    定率法を採用しております。但し、

建物(建物付属設備を除く)については

定額法を採用しております。 

 主な耐用年数は３～47年でありま

す。 

イ．有形固定資産 

    定率法を採用しております。但し、

建物(建物付属設備を除く)については

定額法を採用しております。 

 主な耐用年数は３～25年でありま

す。 
 ロ．無形固定資産 

     定額法を採用しております。 

  なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

(５年)に基づいております。  

ロ．無形固定資産 

         同左 

 ハ．繰延資産 

   新株発行費 

 ３年で均等償却をしております。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     創立費 

  ５年で均等償却をしております。 

     社債発行費 

 支払時に全額費用処理しておりま

す。 

ハ．繰延資産 

   新株発行費 

       同左 

   （追加情報） 

    新株発行費は従来支出時の費用とし

ておりましたが、当下期における企業

再生事業進出並びに子会社設立に併せ

実施した第三者割当増資の効果は、そ

の事業の特性上長期の期間に渡り収益

を獲得することになることが考慮さ

れ、また、その金額の重要性も増して

きていることから、その費用と収益の

対応を図り適正な期間損益を計算する

ため３年間で均等償却する方法に変更

しております。 

    創立費 

       同左 

    社債発行費 

     ──────  

（３) 重要な引当金の計上

基準  

イ．貸倒引当金 

      債権の貸倒による損失に備えるた

め、主として一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

イ．貸倒引当金 

          同左 

 ロ．賞与引当金   

      従業員に対して支給する賞与等の支

出に充てるため、支給対象期間に対す

る支払見積額を計上しております。 

ロ．賞与引当金 

          同左 

 



項目 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

（３) 重要な引当金の計上

基準  

ハ．退職給付引当金 

      一部の子会社においては、退職一時

金制度を設けており、従業員の退職給

付に備えるため、退職給付会計に関す

る実務指針（中間報告）（日本公認会

計士協会 会計制度委員会報告第13

号)に定める簡便法（期末自己要支給

額を退職給付債務とする方法）によ

り、当連結中間会計期間末において発

生していると認められる額を計上して

おります。 

ハ．退職給付引当金 

────── 

（４）重要なリース取引

の処理方法  

  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

（５）重要なヘッジ会計の

方法 

イ．ヘッジ会計の方法  

  繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。また、金利スワップについて特例

処理の条件を充たしている場合には特

例処理を採用しております。 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象  

  当中間連結会計期間にヘッジ会計を

適用したヘッジ対象とヘッジ手段は以

下のとおりであります。 

 ヘッジ手段 

       金利スワップ 

      ヘッジ対象 

      借入金 

ハ．ヘッジ方針  

  主に当社の内規である「デリバティ

ブ取引に関する取扱」に基づき、金利

変動リスクをヘッジしております。 

ニ．ヘッジ有効性評価の方法  

  特例処理によっている金利スワップ

については、有効性の評価を省略して

おります。 

イ．ヘッジ会計の方法 

同左   

  

  

  

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

  当連結会計年度にヘッジ会計を適用

したヘッジ対象とヘッジ手段は以下の

とおりであります。 

 ヘッジ手段 

       金利スワップ 

 ヘッジ対象 

      借入金 

ハ．ヘッジ方針 

        同左 

  

  

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

        同左 

（６）その他中間連結財

務諸表（連結財務

諸表）作成のため

の基本となる重要

な事項 

イ．消費税等の会計処理  

  消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

ロ．役員報酬の売上原価算入  

  役員報酬に関しましては、当社のコ

ンサルティングサービスの提供という

事業の性質及び役員の一部がコンサル

タントという実態を反映して役員報酬

の一部を売上原価に算入しておりま

す。 

イ．消費税等の会計処理 

         同左 

  

ロ．役員報酬の売上原価算入 

        同左 

５．中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

（連結キャッシュ・

フロー計算書）にお

ける資金の範囲 

  手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

          同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

追加情報 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

  当連結会計年度において、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）  

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日） 及び「貸借対照表の純資産の分の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号 平成17年12月９日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は1,288,157

千円であります。 

 なお、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照

表の純資産の部については、中間連結財務諸表規則の改

正に伴い、改正後の中間連結財務諸表規則により作成し

ております。 

────── 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（のれんの償却に関する事項） 

 株式会社イーヴァム・インターナショナル及び株式会

社国連社に係るのれんの償却については、その効果が発

現すると見積もられる期間（５年）で償却しておりま

す。 

────── 

  



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 115,425千円 

 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

11,039千円 

 ※２ 中間連結会計期間末日満期手形 

     中間連結会計期間末日満期手形の会計処理につい

ては、当中間連結会計期間の末日が金融機関の休日

でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理

しております。当中間連結会計期間末日満期手形の

金額は、次のとおりであります。 

受取手形 6,594千円  

支払手形  74,560千円  

 ※２       ────── 

  

 ※３ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

 担保付債務は次のとおりであります。 

定期預金 153,353千円  

土地 32,239千円  

投資有価証券 158,395千円  

 計  343,988千円  

支払手形 139,797千円  

買掛金 179,299千円  

短期借入金 300,000千円 

 計  619,097千円  

 ※３       ────── 

４ 裏書手形譲渡高                   6,986千円   ４       ────── 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

 ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

役員報酬 84,894千円  

給与手当  336,727千円  

地代家賃  75,436千円  

減価償却費  4,736千円  

支払報酬  17,652千円  

賞与引当金繰入額 59,366千円  

旅費交通費  45,678千円  

役員報酬 107,737千円  

給与手当  211,152千円  

地代家賃  66,084千円  

減価償却費  5,703千円  

支払報酬  46,283千円  

賞与引当金繰入額 26,632千円  

旅費交通費  38,059千円  

 ※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。 

器具備品 1,105千円  ソフトウェア 167千円  

 ※３  その他のうち主要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

過年度前払費用償却不足額 

過年度敷引償却不足額 

1,660千円  

  1,553千円  

 合計 3,214千円  

 ※３        ────── 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

(注) 上記の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 27,175 － － 27,175 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

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

前連結会計
年度末 

当中間連結
会計期間増
加 

当中間連結
会計期間減
少 

当中間連結
会計期間末 

提出会社

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

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

（平成18年９月30日現在）

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結

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３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,432,891千円

預入期間が３か月を

超える定期預金 
△213,698千円

現金及び現金同等物 1,219,193千円

現金及び預金勘定 1,016,616千円

預入期間が３か月を

超える定期預金 
△500千円

現金及び現金同等物 1,016,116千円



（リース取引関係） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

 器具備品 73,160 42,264 30,895 

ソフトウェア 35,086 22,738 12,348 

合計 108,247 65,003 43,244 

  

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

期末残
高相当
額 
(千円) 

 器具備品 6,342 2,178 4,163

ソフトウェア 13,212 7,053 6,159

合計 19,555 9,231 10,323

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 22,336千円

１年超 19,848千円

合計 42,184千円

１年内 5,300千円

１年超 5,363千円

合計 10,664千円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

支払リース料 7,476千円

減価償却費相当額 7,093千円

支払利息相当額 356千円

支払リース料 4,797千円

減価償却費相当額 4,425千円

支払利息相当額 440千円

(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 

２．オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

２．      ―――――― 

１年内 37,368千円

１年超 24,912千円

合計 62,281千円

 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失は

ありません。 

（減損損失について） 

同左 



（有価証券関係） 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 460,510 438,227 △22,282 

(2）債券 － － － 

(3）その他 10,000 7,091 △2,908 

合計 470,510 445,318 △25,191 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 73,909 

その他 1,000 

合計 74,909 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額
（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 288,832 251,313 △37,519 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 288,832 251,313 △37,519 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

  営業投資有価証券に属するもの  

非上場株式 45,040 



（デリバティブ取引関係） 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 (注) １ 時価の算定は、取引金融機関より提示された価格等によります。 

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

３ （ ）内の金額は、キャップ取引に係るオプション料であります。 

４ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

 当社グループは金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から

除いております。 

（ストック・オプション等関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

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

（注） 株式数に換算して記載しております。 

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

金利  スワップ取引 520,000 △6,398 △6,398 

   キャップ取引 1,200,000 1,171 △2,207 

    (△3,378)     

合計 1,720,000 △5,227 △8,605 

 
平成16年３月 

ストック・オプション 
平成16年５月 

ストック・オプション 
平成17年11月 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 
当社取締役４名 

当社従業員４名 
当社従業員１名 

当社取締役６名、当社監査

役１名、当社従業員９名、

当社顧問１名、その他６名 

ストック・オプション数 

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

付与日 平成16年４月12日 平成16年５月１日 平成17年12月９日 

対象勤務期間 該当事項はありません。 同左 同左  

権利行使期間 
平成18年４月13日から 

平成26年４月12日まで 

平成18年５月２日から 

平成26年４月12日まで 

平成18年４月１日から 

平成22年３月31日まで 



(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当中間連結会計期間において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につ

いては、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

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

２．中間連結財務諸表への影響額 

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

ん。 

 
平成16年３月 

ストック・オプション 
平成16年５月 

ストック・オプション 
平成17年11月 

ストック・オプション 

権利確定前      （株）       

前連結会計年度末 7,200 300 5,500 

付与 － － － 

失効 － － － 

権利確定 7,200 300 5,500 

未確定残 － － － 

権利確定後      （株）       

前連結会計年度末 － － － 

権利確定 7,200 300 5,500 

権利行使 － － － 

失効 － － － 

未行使残 7,200 300 5,500 

 
平成16年３月 

ストック・オプション 
平成16年５月 

ストック・オプション 
平成17年11月 

ストック・オプション 

権利行使価格      （円） 10,400 10,400 296,100 

公正な評価単価（付与日）（円） 

（注）１ 
－ － － 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

      事業はサービス及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２. 各区分に属する主要なサービス 

３. 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は160,084千円であり、その主なもの

は当社の総務・人事並びに財務・経理等の管理部門に係わる費用であります。 

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

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

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

  
コンサルテ 

ィング事業 

（千円） 

アウトソーシ

ング事業 

（千円） 

セールスプロ

モーション事

業 

（千円） 

その他事業 

（千円）  
計 

（千円） 

消去又は全社

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対す

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

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

6,115 5,265 － 1,457 12,838 △12,838 － 

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

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

営業利益（又は営業損

失） 
193,474 94,402 △56,512 △22,447 208,916 △172,922 35,993 

事業区分 主要製品 

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

織診断コンサルティング等 

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

ウトソーシング及びイベント運営受託等 

セールスプロモーショ

ン事業 

  販売促進のための広告代理並びにプロモーションのための見本市・イベント

ブースの企画・制作 

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

ポート事業）、投資・インキュベーション事業等 



前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

      事業はサービス及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２. 各区分に属する主要なサービス 

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246,693千円であり、その主なもの

は当社の総務・人事並びに財務・経理等の管理部門に係わる費用であります。 

【所在地別セグメント情報】 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

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

せん。 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

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

ん。 

【海外売上高】 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  
コンサルテ 
ィング事業 
（千円） 

アウトソー
シング事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 1,044,230 1,546,687 16,661 2,607,578 － 2,607,578 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
3,483 － － 3,483 △3,483 － 

計 1,047,713 1,546,687 16,661 2,611,062 △3,483 2,607,578 

営業費用 730,194 1,408,240 23,236 2,161,672 246,693 2,408,365 

営業利益（又は営業損失） 317,518 138,446 △6,575 449,390 △250,176 199,213 

事業区分 主要製品 

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

織診断コンサルティング等 

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

ウトソーシング及びイベントプロデュース等 

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

ポート事業）、投資・インキュベーション事業等 



（１株当たり情報） 

（注）１．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

２．前連結会計年度については、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定にあたり、当社は平成17年５月20日付で大阪証券取引

所ヘラクレス市場に上場しているため、非上場期間である期首（平成17年４月１日）から前日（平成17年５月19日）までの平均株価

は、新規上場日から前連結会計年度末（平成18年３月31日）までの平均株価を適用しております。 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、潜在株式は存在する

ものの１株当たり中間純損失であるため記

載しておりません。 

１株当たり純資産額 47,402.29円

１株当たり中間純損失金額 2,480.48円

１株当たり純資産額 51,352.15円

１株当たり当期純利益金額 4,012.88円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
3,047.49円

  
当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

１株当たり中間（当期）純利益金額     

当期純利益又は中間純損失（△）（千円） △67,407 100,454 

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又は 

普通株式に係る中間純損失（△） 

（千円） 

△67,407 100,454 

期中平均株式数（株） 27,175 25,033 

   

潜在株式調整後１株当たり 

中間（当期）純利益金額 
    

中間（当期）純利益調整額（千円） － － 

（うち支払利息(税額相当額控除後)） （－） （－）

普通株式増加数（株） － 7,930 

（うち新株予約権） （－） (7,930) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり中間（当期）純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

新株予約権 １種類 

（新株予約権の数 1,100個）

 なお、これらの概要は「第

４提出会社の状況、１株式等

の状況、(2)新株予約権等の

状況」に記載のとおりであり

ます。 

───── 



（重要な後発事象） 

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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 １． 当社は平成18年10月25日付で下記のとおりシンジ

ケートローン契約を締結いたしました。 

 （1）目的 

 安定的な資金調達手段の確保により、子会社の資

金効率の向上、金融費用の削減及び財務関連業務コ

ストの削減を図ることを目的としております。 

  （2）内容 

 シンジケートローン契約 

  ①調達金額 ６億円 

 ②適用利率  

   ３ヶ月TIBORを基準金利とし、スプレッドを 

   加算した利率 

 ③契約日  平成18年10月25日 

 ④実行日  平成18年10月31日 

 ⑤借入期間 ５年間 

  ⑥返済条件  

   １月、４月、７月、10月末の四半期毎 

 ⑦資金使途 子会社運転資金 

 ⑧アレンジャー（幹事行）  

   株式会社三井住友銀行 

  ⑨エージェント（貸付事務代理人）  

   株式会社三井住友銀行 

  ⑩参加金融機関  

   株式会社三井住友銀行   

   商工組合中央金庫 

 １． 平成18年４月10日開催の当社取締役会において、セ

ブンシーズホールディングス株式会社（東証２部 コ

ード3750）の子会社である株式会社国連社株式の議決

権及び所有割合の35％をセブンシーズホールディング

ス株式会社より譲受けることを決議し、平成18年４月

26日に当該株式の譲受が完了し、同社との資本業務提

携を契機とした協業体制が整いました。 

    また、平成18年６月23日開催の当社取締役会におい

て、株式会社国連社の株式をセブンシーズホールディ

ングス株式会社及び株式会社国連社取締役弦本透氏よ

り取得し、子会社化することを決議し、平成18年６月

29日に当該株式の譲受が完了いたしました。 

    当社代表取締役社長櫻井富美男及び当社代表取締役

会長三戸薫は、それぞれ株式会社国連社の代表取締役

及び取締役となりました。 

 （1）目的 

 当社は「顧客企業の収益向上を実現する」営業販売

マネジメント代行を主としたコンサルティング、アウ

トソーシング事業を行ってまいりました。平成18年４

月１日より事業持株会社体制を確立し、持ち前の営業

販売のマネジメント力、支援力により企業再生・イン

キュベーション事業へもその活用範囲を拡げておりま

す。 

   株式会社国連社のセールスプロモーション事業を当

社グループに機能として追加することにより、創業以

来提唱しております「顧客企業の収益向上実現」サー

ビスをより強固にすることが可能となります。また加

えて当社自身の主要顧客企業グループと国連社の主要

顧客企業グループが重複することもプラス効果が期待

でき、顧客企業からの要望を一手に引き受け、「収益

向上サービス」をワンストップで提供することができ

るようになり、グループ企業価値増大に大きく寄与す

ると考えております。 

 （2）取得した株式の会社の名称及び事業内容（平成18年

３月31日時点）  

 ①名称 株式会社国連社 

 ②住所 東京都港区芝二丁目31番

15号 

 ③代表者の氏名 代表取締役 弦本 透 

 ④資本金の額 80,000千円 

 ⑤事業の内容 総合広告代理店業  

 



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

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

――――――――  （3）取得した株式の数並びに取得価額及び取得後の所

有割合 

平成18年４月10日開催取締役会決議に基づく株式取

得 

平成18年６月23日開催取締役会決議に基づく株式取

得 

 ２． 平成18年５月25日開催の当社取締役会において、

株式会社イーヴァム・インターナショナル（以下

「イーヴァム社」といいます）株式の議決権及び所

有割合の75％をイーヴァム社の代表取締役佐山氏並

びにその他株主より譲り受ける基本合意を当社及び

イーヴァム社にて下記のとおり締結いたしました。 

 （1）目的 

 当社は、平成18年４月１日より、事業持株会社体制

を確立し、「セレブリックス・ホールディングス株式

会社」をスタートさせ、持ち前の営業マネジメント

力、支援力を活用支援することにより、企業業績の更

なる向上・成長が見込まれる企業に対して、その株

式・保有を行う等Ｍ＆Ａ手法を機動的に駆使しなが

ら、連結企業価値の飛躍的向上を図って参ります。今

回はその一環として、イーヴァム社の株式取得を行う

ことを決定いたしました。 

 （2）取得した株式の会社の名称及び事業内容 

 （3）取得した株式の数並びに取得価額及び取得後の所

有割合  

 ①取得株式数 6,580,000株 

 ②取得価額 １株につき50円 

 ③取得後の所有割合 35.0％ 

 ①取得株式数 9,543,125株 

 ②取得価額 １株につき10円 

 ③取得後の所有割合 85.76％ 

 ①名称 株式会社イーヴァム・イ

ンターナショナル 

 ②住所 東京都港区元麻布３丁目

４番23号 

 ③代表者の氏名 代表取締役 佐山 重三

 ④資本金の額 10,000千円 

(平成18年５月25日現在)

 ⑤事業の内容 イベント・プロモーショ

ンや販売促進全般に関す

る業務並びに業態開発等

市場開発の全般に係わる

企画開発 

 ①取得株式数 150株 

 ②取得価額 １株につき1,056,000円 

 ③取得後の所有割合 75.0％ 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   460,206   491,864 891,444   

２．売掛金   357,400   355,913 296,339   

３．たな卸資産   2,731   2,107 2,929   

４．繰延税金資産   14,443   26,843 19,969   

５．関係会社短期貸付
金 

  －   651,000 25,000   

６．その他   12,955   27,594 18,492   

貸倒引当金   △1,762   △3,879 △1,387   

流動資産合計     845,974 86.9 1,551,445 56.9   1,252,787 68.1

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１         

(1）建物   10,058   3,730 10,443   

(2）器具備品   3,197   4,023 4,540   

有形固定資産合計   13,255   7,754 14,984   

２．無形固定資産   15,002   35,321 17,885   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券   49,922   202,258 251,313   

(2）関係会社株式   －   811,476 205,000   

(3）差入保証金   48,234   70,862 70,502   

(4）その他   2,415   40,220 17,338   

貸倒引当金   △1,277   △1,548 △1,048   

投資その他の資産
合計 

  99,295   1,123,269 543,105   

固定資産合計     127,553 13.1 1,166,344 42.8   575,975 31.3

Ⅲ 繰延資産     － － 7,701 0.3   10,268 0.6

資産合計     973,528 100.0 2,725,491 100.0   1,839,031 100.0 

            

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金   32,728   47,537 53,253   

２．短期借入金   －   700,000 －   

３．１年以内返済長期
借入金 

  70,996   101,342 67,996   

４．未払金   64,848   79,277 97,040   

５．未払法人税等   35,915   73,282 76,888   

６．賞与引当金   24,959   44,139 29,582   

７．その他 ※２ 35,608   57,357 83,783   

流動負債合計     265,055 27.2 1,102,935 40.5   408,543 22.2

 



    
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金   61,342   140,000 28,344   

２．その他   213   30 121   

固定負債合計     61,555 6.3 140,030 5.1   28,465 1.6

負債合計     326,610 33.5 1,242,965 45.6   437,009 23.8

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     253,710 26.1 － －   608,810 33.1

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金   257,250   － 612,350   

資本剰余金合計     257,250 26.4 － －   612,350 33.3

Ⅲ 利益剰余金           

１．中間（当期）未処
分利益 

  135,957   － 203,114   

利益剰余金合計     135,957 14.0 － －   203,114 11.0

Ⅳ その他有価証券評価
差額金  

    － － － －   △22,252 △1.2

資本合計     646,917 66.5 － －   1,402,022 76.2

負債・資本合計     973,528 100.0 － －   1,839,031 100.0 

            

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金     － － 608,810 22.3   － －

  ２．資本剰余金           

(1）資本準備金   －   612,350 －   

資本剰余金合計     － － 612,350 22.5   － －

  ３．利益剰余金           

(1）その他利益剰余
金 

          

繰越利益剰余金   －   278,393 －   

利益剰余金合計     － － 278,393 10.2   － －

株主資本合計     － － 1,499,553 55.0   － －

Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金 

    － － △51,347 △1.9   － －

評価・換算差額等合
計 

    － － △51,347 △1.9   － －

Ⅲ 新株予約権     － － 34,320 1.3   － －

純資産合計     － － 1,482,525 54.4   － －

負債純資産合計     － － 2,725,491 100.0   － －

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     1,087,757 100.0 1,577,265 100.0   2,597,307 100.0 

Ⅱ 売上原価     675,759 62.1 965,460 61.2   1,640,452 63.2

売上総利益     411,998 37.9 611,805 38.8   956,854 36.8

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    330,783 30.4 482,689 30.6   745,021 28.6

営業利益     81,215 7.5 129,116 8.2   211,833 8.2

Ⅳ 営業外収益 ※１   8,458 0.8 20,512 1.3   30,713 1.2

Ⅴ 営業外費用 ※２   4,989 0.5 8,911 0.6   20,045 0.8

経常利益     84,684 7.8 140,717 8.9   222,500 8.6

Ⅵ 特別損失 ※３   11,696 1.1 5,914 0.4   11,696 0.5

税引前中間（当
期）純利益 

    72,988 6.7 134,803 8.5   210,804 8.1

法人税、住民税及
び事業税 

  33,095   68,600 109,176   

法人税等調整額   67 33,163 3.0 △9,075 59,524 3.7 △5,354 103,821 4.0

中間（当期）純利
益 

    39,824 3.7 75,278 4.8   106,982 4.1

前期繰越利益     96,132 －   96,132 

中間（当期）未処
分利益 

    135,957 －   203,114 

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計 
資本準備金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

平成18年３月31日 残高 

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

中間会計期間中の変動額     

中間純利益     75,278 75,278 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
        

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
－ － 75,278 75,278 

平成18年９月30日 残高 

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

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券評
価差額金 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
△22,252 34,320 1,436,342 

中間会計期間中の変動額    

中間純利益     75,278 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
△29,094   △29,094 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△29,094 － 46,183 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
△51,347 34,320 1,482,525 



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

    

税引前中間純利益   72,988 

減価償却費   3,344 

貸倒引当金の増加額   647 

賞与引当金の増加額   8,326 

固定資産除却損   167 

受取利息及び受取配当金   △1 

支払利息   2,125 

売上債権の増加額   △122,450 

たな卸資産の増加額   △1,271 

保証金等の増加額   △4,559 

仕入債務の減少額   △47,174 

未払金等の減少額   △20,826 

未払消費税等の減少額   △3,479 

その他   14,610 

小計   △97,553 

利息及び配当金の受取額   1 

利息の支払額   △2,414 

法人税等の支払額   △75,914 

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  △175,880 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

    

有形固定資産の取得による支
出 

  △12,161 

無形固定資産の取得による支
出 

  △5,165 

投資有価証券の取得による支
出  

  △49,922 

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  △67,248 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

    

長期借入金の返済による支出   △44,058 

株式の発行による収入   374,055 

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  329,997 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額   86,867 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   372,838 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末
残高 

※１ 459,706 

      



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．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 

 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

①子会社株式 

  移動平均法による原価法 

②その他有価証券（営業投資

有価証券を含む） 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

(1）有価証券 

①子会社株式 

同左 

②その他有価証券（営業投資

有価証券を含む） 

時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定） 

 (2）デリバティブ 

時価法 

(2）デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

同左 

 (3）たな卸資産 

① 仕掛品 

個別法による原価法 

(3）たな卸資産 

同左 

(3）たな卸資産 

同左 

 ② 貯蔵品 

最終仕入原価法 

  

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しておりま

す。 

 主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しておりま

す。但し、建物（建物付属設

備を除く）については定額法

を採用しております。 

 主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

(1）有形固定資産 

同左 

 建物 ３～25年

器具備品 ４～８年

建物 ３～25年

器具備品 ４～８年

 

 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しておりま

す。 

 なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基

づいております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 

  

(1）貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞

与等の支出に充てるため、支

給対象期間に対する支払見積

額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

同左 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

５．ヘッジ会計の方法 

  

(1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用して

おります。また、金利スワッ

プについて特例処理の条件を

充たしている場合には特例処

理を採用しております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

５．ヘッジ会計の方法 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘ

ッジ方針 

 主に当社の内規である「デ

リバティブ取引に関する取

扱」に基づき、金利変動リス

クをヘッジしております。 

 当中間会計期間にヘッジ会

計を適用したヘッジ対象とヘ

ッジ手段は以下のとおりであ

ります。 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘ

ッジ方針 

同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘ

ッジ方針 

 主に当社の内規である「デ

リバティブ取引に関する取

扱」に基づき、金利変動リス

クをヘッジしております。 

 当事業年度にヘッジ会計を

適用したヘッジ対象とヘッジ

手段は以下のとおりでありま

す。 

 ヘッジ手段 

金利スワップ 

 ヘッジ手段 

金利スワップ 

 ヘッジ対象 

借入金 

 ヘッジ対象 

借入金 

 (3）ヘッジ有効性評価の方法 

 特例処理によっている金利

スワップについては、有効性

の評価を省略しております。 

(3）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(3）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

６．中間キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

────── ────── 

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

(1）消費税等の処理方法 

 消費税等の会計処理は、税

抜方式によっております。 

(1）消費税等の処理方法 

同左 

(1）消費税等の処理方法 

同左 

  

  

(2）役員報酬の売上原価算入 

 役員報酬に関しましては、

当社のコンサルティングサー

ビスの提供という事業の性質

及び役員の一部がコンサルタ

ントという実態を反映して役

員報酬の一部を売上原価に算

入しております。 

(2）役員報酬の売上原価算入 

同左 

(2）役員報酬の売上原価算入 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、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。 

 これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

────── 

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 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）  

 当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日） 及び「貸

借対照表の純資産の分の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号 平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額

は1,448,205千円であります。 

 なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。 

────── 

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

7,838千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

18,496千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

11,014千円 

※２ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、金額的重要性が乏しいた

め、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。 

※２ 消費税等の取扱い 

同左 

※２           ───── 

  

 ３       ───── 

  

 ３ 金融機関からの借入等に対する債務保

証 

㈱国連社 800,000千円

 ３       ───── 

  

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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

受取利息 1千円

安全協力会費 3,805千円

受取利息 1,265千円

受取配当金 2,315千円

安全協力会費 7,180千円

自社広告手数料収入 4,257千円

業務受託収入 5,049千円

受取利息 66千円

受取手数料 4,200千円

安全協力会費 9,309千円

自社広告手数料収入 8,080千円

投資有価証券売却益 3,893千円

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

支払利息 2,125千円

新株発行費 2,684千円

支払利息 3,662千円

新株発行費償却 2,567千円

貸倒引当金繰入額 2,431千円

支払利息 3,808千円

新株発行費 7,819千円

支払手数料 7,613千円

※３ 特別損失のうち主要なもの ※３ 特別損失のうち主要なもの ※３ 特別損失のうち主要なもの 

上場準備費用 11,529千円 固定資産臨時償却費 5,064千円 上場準備費用 11,529千円

 ４ 減価償却実施額  ４ 減価償却実施額  ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 2,503千円

無形固定資産 841千円

有形固定資産 2,416千円

無形固定資産 1,666千円

有形固定資産 5,679千円

無形固定資産 2,386千円



（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

（平成17年９月30日現在）

現金及び預金勘定 460,206千円

預入期間が３か月を

超える定期預金 
△500千円

現金及び現金同等物 459,706千円

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び期末残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

器具備品 3,444 1,640 1,803 

ソフトウェア 13,212 5,298 7,914 

合計 16,657 6,938 9,718 

  

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

器具備品 6,342 3,038 3,303

ソフトウェア 13,212 8,808 4,404

合計 19,555 11,847 7,707

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

期末残
高相当
額 
(千円) 

器具備品 6,342 2,178 4,163

ソフトウェア 13,212 7,053 6,159

合計 19,555 9,231 10,323

２．未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 4,284千円

１年超 5,762千円

合計 10,047千円

１年内 5,415千円

１年超 2,626千円

合計 8,042千円

１年内 5,300千円

１年超 5,363千円

合計 10,664千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

支払リース料 2,312千円

減価償却費相当額 2,132千円

支払利息相当額 236千円

支払リース料 2,829千円

減価償却費相当額 2,615千円

支払利息相当額 207千円

支払リース料 4,797千円

減価償却費相当額 4,425千円

支払利息相当額 440千円

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はあ

りません。 

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について） 

同左 



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年９月30日） 

1. 時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間会計期間末（平成18年９月30日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度末（平成18年３月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間末（平成17年９月30日） 

 ヘッジ会計が適用されるデリバティブ取引は除いているため、該当事項はありません。 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 当社は、関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

投資事業組合出資 49,922 



（１株当たり情報） 

（注）１．１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

２．前中間会計期間及び前事業年度については、潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定にあたり、当社は平成17年５

月20日付で大阪証券取引所ヘラクレス市場に上場しているため、非上場期間である期首（平成17年４月１日）から前日（平成17年５

月19日）までの平均株価は、新規上場日から前事業年度末（平成18年３月31日）までの平均株価を適用しております。 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 131,889.42円

１株当たり中間純利益金額 8,375.33円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額 
6,413.00円

１株当たり純資産額 53,291.84円

１株当たり中間純利益金額 2,770.12円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額 
2,191.18円

１株当たり純資産額 51,592.35円

１株当たり当期純利益金額 4,273.64円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
3,245.51円

 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額

の算定にあたり、当社は平成17年５月20日付

で大阪証券取引所ヘラクレス市場に上場して

いるため、非上場期間である期首（平成17年

４月１日）から前日（平成17年５月19日）ま

での平均株価は、新規上場日から当中間会計

期間末までの平均株価を適用しております。 

 当社は平成18年１月31日付で株式１株につ

き５株の株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前中間会計期間における１株

当たり情報については、以下のとおりとなり

ます。 

  

１株当たり純資産額 26,377.88円

１株当たり中間純利益金額 1,675.06円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額 
1,282.60円

 当社は平成18年１月31日付で株式１株につ

き５株の株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前事業年度における１株当た

り情報については、以下のとおりとなりま

す。 

  

１株当たり純資産額 11,503.26円

１株当たり当期純利益金額 5,223.12円

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

１株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益（千円） 39,824 75,278 106,982 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（千円） 
39,824 75,278 106,982 

期中平均株式数（株） 4,755 27,175 25,033 

    

潜在株式調整後１株当たり 

中間（当期）純利益金額 
      

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

（うち支払利息(税額相当額控除後)） （－） (－） (－) 

普通株式増加数（株） 1,455 7,180 7,930 

（うち新株予約権） (1,455) (7,180) (7,930) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり中間（当期）純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

───── 新株予約権 １種類 

（新株予約権の数 1,100個）

 なお、これらの概要は「第

４提出会社の状況、１株式等

の状況、(2)新株予約権等の

状況」に記載のとおりであり

ます。 

───── 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．平成17年11月10日開催の取締役会におい

て、下記のとおり新株式の発行を決議し、

平成17年12月９日に払込が完了いたしまし

た。 

 この結果、平成17年12月９日に資本金は

608,810千円、発行済株式総数5,435株とな

っております。 

２．平成17年11月10日開催の取締役会におい

て下記のとおり新株予約権の発行を決議し、

平成17年12月９日に払込が完了しました。 

①発行する新株予約権の総数    1,100個 

②新株予約権の発行価額 

            １個につき31,200円 

③発行価格の総額       34,320千円 

④申込期間      平成17年11月26日から 

            平成17年12月８日まで 

⑤払込期日        平成17年12月９日 

⑥行使に際して払い込むべき額(行使価額) 

           １個につき1,480,500円 

⑦新株予約権の目的となる株式の数及び払込

価額の調整 

(1) 株式数の調整 

 新株予約権発行後、当社が株式分割また

は株式併合を行う場合、新株予約権の目的

たる株式の数は株式分割または株式併合の

比率に応じ、次の算式により調整される。

ただし、かかる調整は新株予約権のうち、

当該時点で権利行使されていない新株予約

権の目的たる株式の数についてのみ行わ

れ、調整の結果１株未満の端数が生じた場

合は、これを切り捨てるものとする。 

  

調整後株式数＝調整前株式数×株式分割 

            又は併合の比率 

 

 新株予約権発行後、組織再編その他株式

数の調整を必要とするやむを得ない事由が

生じたときは、条件等を勘案のうえ、合理

的な範囲で株式数の調整を行うものとす

る。 

①募集方法 :第三者割当増資 

②発行する株式の種類

及び数 

:普通株式 

            530株 

③発行価額 :１株につき 

      1,340,000円 

④発行価額の総額 :    710,200千円 

⑤資本組入額 :１株につき 

        670,000円 

⑥資本組入額の総額 :    355,100千円 

⑦申込期日 :平成17年12月８日 

⑧払込期日 :平成17年12月９日 

⑨配当起算日 :平成17年10月１日 

⑩資金の使途 :企業再生事業展開

に必要な投資及び

Ｍ＆Ａの実施資金

等 

 １．平成18年10月16日開催の当社取締役会

において、平成18年12月１日をもって当社

と当社の特定子会社であるセレブリック

ス・ビジネス・ソリューション株式会社が

略式合併方式により合併することを決定い

たしました。 

 （1）目的 

 当社グループ全体の経営資源等の集約及

び効率化を図り、100％出資子会社である

セレブリックス・ビジネス・ソリューショ

ン株式会社を吸収合併するものです。 

 （2）当該異動に係る特定子会社の概要（平

成18年３月31日） 

 （3）合併の内容 

 ①合併日程    

 ア．合併契約書承認取締役会  

           平成18年10月16日 

 イ．合併契約書締結      

          平成18年10月16日 

 ウ．合併承認株主総会  

          開催いたしません 

 エ．効力発生日 

                    平成18年12月１日 

※本合併は、会社法796条3項に定める簡

易合併並びに、同法第784条1項に定める

略式合併の規程により、当社及び対象会

社において合併契約書の関する株主総会

の承認を得ることもなく行うものであり

ます。 

 ②合併方式 

 当社を存続会社とする吸収合併方式(会

社法第796条3項に定める簡易合併並び

に、同法第784条1項に定める略式合併)と

し、対象会社は解散いたします。 

 ①名称 セレブリックス・ビジ

ネス・ソリューション

株式会社 

 ②住所 東京都新宿区西新宿二

丁目６番１号 

 ③代表者の氏名 代表取締役 武藤 覚

 ④事業の内容 個人及び企業における

職業適性能力の診断、

能力開発に関する教育

事業並びにコンサルテ

ィング業 

⑤発行済株式総

数 
2,000株 

 ⑥資本金の額  １億円 

 ⑦売上高  4,196千円 

 ⑧当期純損失 3,751千円 

 ⑨純資産 96,248千円 

 ⑩総資産 100,859千円 

 ⑪従業員数 ２名 

１．平成18年４月10日開催の当社取締役会に

おいて、セブンシーズホールディングス株

式会社（東証２部 コード3750）の子会社

である株式会社国連社株式の議決権及び所

有割合の35％をセブンシーズホールディン

グス株式会社より譲受けることを決議し、

平成18年４月26日に当該株式の譲受が完了

し、同社との資本業務提携を契機とした協

業体制が整いました。 

  また、平成18年６月23日開催の当社取締

役会において、株式会社国連社の株式をセ

ブンシーズホールディングス株式会社及び

株式会社国連社取締役弦本透氏より取得

し、子会社化することを決議し、平成18年

６月29日に当該株式の譲受が完了いたしま

した。 

  当社代表取締役社長櫻井富美男及び当社

代表取締役会長三戸薫は、それぞれ株式会

社国連社の代表取締役及び取締役となりま

した。 

 （1）目的 

 当社は「顧客企業の収益向上を実現す

る」営業販売マネジメント代行を主とした

コンサルティング、アウトソーシング事業

を行ってまいりました。平成18年４月１日

より事業持株会社体制を確立し、持ち前の

営業販売のマネジメント力、支援力により

企業再生・インキュベーション事業へもそ

の活用範囲を拡げております。 

  株式会社国連社のセールスプロモーショ

ン事業を当社グループに機能として追加す

ることにより、創業以来提唱しております

「顧客企業の収益向上実現」サービスをよ

り強固にすることが可能となります。また

加えて当社自身の主要顧客企業グループと

株式会社国連社の主要顧客企業グループが

重複することもプラス効果が期待でき、顧

客企業からの要望を一手に引き受け、「収

益向上サービス」をワンストップで提供す

ることができるようになり、グループ企業

価値増大に大きく寄与すると考えておりま

す。 

 （2）取得した株式の会社の名称及び事業内

容（平成18年３月31日時点）  

 ①名称 株式会社国連社 

 ②住所 東京都港区芝二丁目31

番15号 

 ③代表者の氏名 代表取締役 弦本 透

 ④資本金の額  80,000千円 

 ⑤事業の内容 総合広告代理店業  

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(2) 払込価額の調整 

 新株予約権発行後、当社が株式分割また

は株式併合を行う場合、株式分割または株

式併合の比率に応じ、次の算式により１株

当たりの払込価額を調整し、調整により生

ずる１円未満の端数は切り上げるものとす

る。 

  

 新株予約権発行後、当社が時価を下回る

価額で新株式の発行または自己株式の処分

（新株予約権の行使による場合を除く）を

行うときは、次の算式により１株当たりの

払込価額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げるものとする。  

 ⑧行使に際して払い込むべき額の総額 

              1,628,550千円 

 ⑨新株予約権の行使期間 

   平成18年４月１日から平成22年３月31日 

  ⑩新株予約権の行使条件 

(1)当社の取締役、監査役または従業員たる

新株予約権者は、権利行使時においても、

当社または当社関係会社の取締役、監査

役、または従業員の地位にあることを条件

とする。ただし、当社取締役会が認めた場

合はこの限りではない。 

(2)各新株予約権の行使にあっては、一部行

使はできないものとする。 

(3)新株予約権の質入、その他処分を行った

場合は権利行使を認めない。また、相続が

発生した場合は権利行使はできないものと

する。 

(4)権利行使請求日の前日の当社株価終（当

該日が取引や終値がない場合はその前取引

日）が金1,550,000円以上であれば権利行使

をすることができるものとする。ただし、

当該価額は、株式分割、株式併合等株価の

調整が生じる場合は、それに応じて調整さ

れるものとする。 

 ⑪割当先及び割当個数 

  三戸 薫            180個 

  平山 達大           150個 

  櫻井 富美男          110個 

  ファースト・パートナーズ 

  ・グループ株式会社       100個 

  小野 高志           100個 

  その他             460個 

調整後払

込価額 
＝
調整前払

込価額 
× 

1 

株式分割または併

合の比率  

      

新規

発行

株式

数 

×

一株当

たりの

払込価

額 

    
既発行

株式数 
＋
一株当たりの新

規発行前の時価 

調整

後払

込価

額 

＝

調整

前払

込価

額 

×
 既発行

株式数 
＋ 

新規発行

株式数 

 ③合併比率並びに合併交付金 

 対象会社は当社の完全子会社であるた

め、本合併による新株式の発行及び資本

金の額の増加並びに合併交付金の支払は

ありません。 

２．当社は平成18年10月25日付で下記のとお

りシンジケートローン契約を締結いたし

ました。 

 （1）目的 

 安定的な資金調達手段の確保により、

子会社の資金効率の向上、金融費用の削

減及び財務関連業務コストの削減を図る

ことを目的としております。 

 （2）内容 

 シンジケートローン契約 

  ①調達金額 ６億円 

 ②適用利率  

   ３ヶ月TIBORを基準金利とし、 

   スプレッドを加算した利率 

 ③契約日  平成18年10月25日 

 ④実行日  平成18年10月31日 

 ⑤借入期間 ５年間 

  ⑥返済条件  

   １月、４月、７月、10月末の 

   四半期毎 

 ⑦資金使途 子会社運転資金 

 ⑧アレンジャー（幹事行）  

   株式会社三井住友銀行 

  ⑨エージェント（貸付事務代理人）  

   株式会社三井住友銀行 

  ⑩参加金融機関  

   株式会社三井住友銀行   

   商工組合中央金庫 

 （3）取得した株式の数並びに取得価額及び

取得後の所有割合  

 平成18年４月10日開催取締役会決議に基

づく株式取得 

 平成18年６月23日開催取締役会決議に基

づく株式取得 

２．平成18年５月25日開催の当社取締役会に

おいて、株式会社イーヴァム・インターナ

ショナル（以下「イーヴァム社」といいま

す）株式の議決権及び所有割合の75％をイ

ーヴァム社の代表取締役佐山氏並びにその

他株主より譲り受ける基本合意を当社及び

イーヴァム社にて下記のとおり締結いたし

ました。 

（1）目的 

 当社は、平成18年４月１日より、事業

持株会社体制を確立し、「セレブリック

ス・ホールディングス株式会社」をスタ

ートさせ、持ち前の営業マネジメント

力、支援力を活用支援することにより、

企業業績の更なる向上・成長が見込まれ

る企業に対して、その株式・保有を行う

等Ｍ＆Ａ手法を機動的に駆使しながら、

連結企業価値の飛躍的向上を図って参り

ます。今回はその一環として、イーヴァ

ム社の株式取得を行うことを決定いたし

ました。 

 ①取得株式数 6,580,000株 

 ②取得価額 １株につき50円 

 ③取得後の所有

割合 
35.0％ 

 ①取得株式数 9,543,125株 

 ②取得価額 １株につき10円 

 ③取得後の所有

割合 
85.76％ 

（2）取得した株式の会社の名称及び事業内

容  

（3）取得した株式の数並びに取得価額及び

取得後の所有割合  

 ①名称 株式会社イーヴァム・

インターナショナル 

 ②住所 東京都港区元麻布３丁

目４番23号 

 ③代表者の氏名 代表取締役 佐山 重三

 ④資本金の額 10,000千円 

 
(平成18年５月25日現

在) 

 ⑤事業の内容 イベント・プロモーシ

ョンや販売促進全般に

関する業務並びに業態

開発等市場開発の全般

に係わる企画開発 

 ①取得株式数 150株 

 ②取得価額 １株につき 

1,056,000円 

 ③取得後の所有

割合 
75.0％ 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

３．株式の分割 

 平成17年11月17日開催の当社取締役会に

おいて、株式の分割に関し、下記のとおり

決議いたしました。 

①平成18年１月31日をもって普通株式１株

につき５株に分割いたします。 

（1）分割により増加する株式数 

              21,740株 

 （2）分割方法 

 平成17年12月12日最終の株主名簿及び実

質株主名簿に記載又は記録された株主の所

有株式数１株につき５株の割合をもって分

割いたします。 

  ②配当起算日 

                 平成17年10月１日 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の前中間会計期間及び前事業

年度における１株当たり情報並びに当期

首に行われたと仮定した場合の当中間会

計期間における１株当たり情報は、それ

ぞれ以下のとおりとなります。 

 （前中間会計期間） 

１株当たり純資産額   7,468.00円 

１株当たり中間純利益  1,932.83円 

  なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、新株予約権を発

行しておりますが、当社株式は非上場か

つ非登録のため、期中平均株価が把握で

きませんので、記載しておりません。 

 （前事業年度） 

１株当たり純資産額   11,503.26円 

１株当たり当期純利益  5,223.12円 

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、新株予約権を発

行しておりますが、当社株式は非上場か

つ非登録のため、期中平均株価が把握で

きませんので、記載しておりません。 

 （当中間会計期間） 

１株当たり純資産額   26,377.88円 

１株当たり当期純利益  1,675.06円 

潜在株式調整後１株当たり 

中間純利益金額     1,282.60円 

  潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額の算定にあたり、当社は平成17年５

月20日付で大阪証券取引所ヘラクレス市

場に上場しているため、非上場期間であ

る期首（平成17年４月１日）から前日

（平成17年５月19日）までの平均株価

は、新規上場日から当中間会計期間末ま

での平均株価を適用しております。 

────── ────── 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．当社は、平成17年12月５日開催の取締役会

において、株式会社エックスネットと新会社

設立及び運営に関する基本協定書を結び、合

弁会社エックス・ネット・サービス株式会社

を設立することを決議いたしました。これに

より、エックス・ネット・サービス株式会社

が、当社の特定子会社に該当することとなり

ます。 

①合弁会社設立の目的 

 株式会社エックスネットの提供する「Ｘ

ＮＥＴサービス」は初期開発費及び導入後

の改良・追加機能に対しユーザーの費用負

担が無く月々のサービス料のみでシステム

の利用が出来る画期的なサービスです。 

 当社としては、直轄子会社（連結対象）

によるこの「ＸＮＥＴサービス」の提供に

より、従来持ち合わせていなかった「ＩＴ

サービスソリューション」というサービス

ラインナップが揃うことにより、当社自身

の収益の獲得領域拡大につながると予想さ

れるため合併会社を設立致します。 

②合弁会社の内容 

③設立の時期 

     現在のところ未定となっております。 

④取得する株式の数、取得価額及び取得後の

持分比率等 

５．合弁会社設立にあたり、業務提携の円滑な

推進を目的として、株式会社エックスネット

の株式取得を行うことを併せて合意致しまし

た。 

①株式会社エックスネットの概要 

名称 :エックス・ネット・サービス株

式会社 

事業内容 :「ＸＮＥＴサービス」の販売及

びサポート 

規模 :資本金１億円 

取得する株式の数 :1,500株 

取得価額 :7,500万円 

持分比率 :75％ 

会社名 :株式会社エックスネット 

（東証一部上場） 

所在地 :東京都港区北青山二丁目12番28

号 

設立年月日 :平成３年６月３日 

代表者 :代表取締役社長 吉川 征治 

資本金 :         783,200千円 

    （平成17年９月30日現在） 

売上高 :        2,420,117千円 

   （平成17年３月31日現在）  

従業員数 :90名（平成17年３月31日時点） 

事業内容 :アプリケーションアウトソーシ

ング事業（ＸＮＥＴサービス） 

「ＸＮＥＴサービス」の販売及

びサポート 

────── ────── 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

②株式取得年月日 

                  平成17年12月13日 

③取得前後における当社所有に係る株式会社

エックスネットの議決権数及び議決権の総

数に対する割合 

６. 当社は、平成17年12月12日開催の取締役会

において、株式会社イー・キュー・ジャパン

と新会社設立及び運営に関する基本協定書を

結び、合弁会社イーキューサービス株式会社

を設立することを決議いたしました。これに

より、イーキューサービス株式会社が、当社

の特定子会社に該当することとなります。 

①合弁会社設立の目的 

 株式会社イー・キュー・ジャパンは「EQ

(Emotional intelligence Quotient)」を客

観的数値として測定するツールを開発して

おります。当社としては従来より行ってい

る研修・教育コンサルティングのサービス

ラインの拡充として、当社自身の収益の獲

得領域を拡大につながると予想されるため

の合併会社を設立致します。 

②合併会社の内容 

③設立の時期 

  現在のところ未定となっております。 

④取得する株式の数、取得価額及び取得後の

持分比率等 

  取得前 取得後 

当社所有株式数 －株 827株 

 (当社所有議決権

数) 
(－個) (827個) 

議決権の総数に対

する割合 
－％  2.00％ 

 (発行済株式数に

する割合) 
(－％) (2.00％) 

名称 :イーキューサービス株式会社 

事業内容 :「EQ」を客観的数値として測定

するツールでEQI（EQ検査）や

様々なアセスメントツール、能

力開発プログラム、サービス、

ソフトウェア製品の販売及びサ

ポート 

規模 :資本金２億円 

取得する株式の数 :3,000株 

取得価額 :15,000万円 

持分比率 :75％ 

────── ────── 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

７. 当社は、平成17年12月13日開催の取締役会

において、セレブリックス・インベストメン

ト株式会社を当社の完全子会社として設立す

ることを決議いたしました。 

 ①会社設立の目的 

 当社は従来の営業コンサルティング事業

に加え、新たな収益事業として、企業再生

事業への新規参入を決定致しております。

今回、投資子会社を設立することにより、

投資事業を新たな事業の柱として加えま

す。すなわち、企業再生事業において包括

的な、資本業務提携を締結している、株式

会社アポロ・インベストメントと協調して

当該事業を推進することにより、投資事業

に関するノウハウや情報提供を受けること

で当社グループの投資事業を積極的に展開

いたしてまいります。具体的には、その経

営諸資産や損益状況に比して市場において

過小評価されていると判断される上場会社

を中心に投資を拡大し、当該会社に対して

第三者割当増資による株式の取得、あるい

は新株予約権を取得・保有することによ

り、当社グループの事業経営に関するノウ

ハウや情報を提供することで投資先企業の

価値向上に貢献し、その後、投資対象株式

を売却することにより得られるキャピタル

ゲインや含み益を獲得することで、当社グ

ループの連結価値向上を目指してまいりま

す。 

②新設会社の内容 

③設立の時期 

   現在のところ未定となっております。 

④取得する株式の数、取得価額及び取得後の

持分比率等 

名称 :セレブリックス・インベストメ

ント株式会社 

事業内容 :有価証券の売買、保有及び運用 

規模 :資本金3,000万円 

取得する株式の数 :600株 

取得価額 :3,000万円 

持分比率 :100％ 

────── ────── 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1) 臨時報告書 

平成18年５月26日関東財務局長に提出 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）

の規定に基づく臨時報告書であります。 

(2) 臨時報告書 

平成18年６月26日関東財務局長に提出 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）

の規定に基づく臨時報告書であります。 

(3) 有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第８期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月29日関東財務局長に提出。

(4) 臨時報告書 

 平成18年10月16日関東財務局長に提出 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）

の規定に基づく臨時報告書であります。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成18年12月21日

セレブリックス・ホールディングス 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているセレブリックス・ホ

ールディングス株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１日から

平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動

計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、セレブリックス・ホールディングス株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表

示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に、シンジケートローン契約の締結に関する記載がある。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 笹 本 憲 一 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 鈴 木  聡  

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成17年12月21日

株 式 会 社 セ レ ブ リ ッ ク ス 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社セレブリッ

クスの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第８期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日ま

で）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社セレブリックスの平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９

月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 １.重要な後発事象に、第三者割当による新株式の発行に関する記載がある。 

 ２.重要な後発事象に、第三者割当による新株予約権の発行に関する記載がある。 

 ３.重要な後発事象に、株式分割に関する記載がある。 

 ４.重要な後発事象に、子会社３社の設立に関する記載がある。 

 ５.重要な後発事象に、株式会社エックスネットの株式取得に関する記載がある。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 笹 本 憲 一 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 鈴 木  聡  

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成18年12月21日

セレブリックス・ホールディングス 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているセレブリックス・ホ

ールディングス株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第９期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日から平

成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中

間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、セレブ

リックス・ホールディングス株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４月１

日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に、シンジケートローン契約の締結に関する記載がある。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 笹 本 憲 一 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 鈴 木  聡  
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