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平成 18 年３月期  第３四半期財務・業績の概況（連結） 

    平成 18 年２月 14 日 

上場会社名 株式会社アドバックス （コード番号：4749 東証マザーズ）

（ＵＲＬ http://www. advax.jp  ）   

代 表 者  役職名  代表取締役会長兼社長  嶋田 彰 ＴＥＬ：（03）5216-1851 

問合せ先責任者  役職名  ＩＲ室長  酒井 圭吾 
 
１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 
② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 

   当四半期連結会計期間より損益区分処理の変更を行っております。詳細は、16 ページ「会計処
理方法の変更」をご参照下さい。 

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ： 有 
連結 (新規)  1 社 (除外)  ―社         持分法 (新規)  ―社 (除外)  ―社 

④ 会計監査人の関与 ： 有 
 四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時

開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に
係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
２．平成 18 年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成 17 年４月１日 ～ 平成 17 年 12 月 31 日） 
(1) 連結経営成績の進捗状況                       （百万円未満切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

18 年３月期第３四半期 834   (18.9) △183   ( － ) △178   ( － ) △181   ( － )

17 年３月期第３四半期 701 (△60.8) △182   ( － ) △203   ( － ) △232   ( － )

(参考)17 年３月期  903 (△60.9) △252   ( － ) △290   ( － ) △494   ( － )

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後          
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

18 年３月期第３四半期 △6     41 ― 

17 年３月期第３四半期 △10   18 ― 

(参考)17 年３月期 △20    82 ― 

 (注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。 
 

［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

 当企業グループにおける当第３四半期連結会計期間につきましては、第１四半期連結会計期間に子会社化した

人材派遣会社と、第２四半期連結会計期間から直営店化により開始したホテル事業が業績に寄与し、グループの

収益力が向上いたしました。 

これらにより、当第３四半期連結会計期間の売上高は 834 百万円（前年同期 701 百万円）となり、対前年同期

比で 18.9％増加いたしました。利益につきましては、連結営業利益△183 百万円（前年同期△182 百万円）と、      

対前年同期比でほぼ同水準となりましたが、連結経常利益につきましては△178 百万円（前年同期△203 百万円）

当第３四半期純利益につきましては△181 百万円（前年同期△232 百万円）となり、赤字幅は縮小いたしました。 

 
なお、単体売上高は 510 百万円（前年同期 555 百万円）と対前年同期比 8.1％減少いたしました。これはホテル

事業の売上高が伸張したものの、前年の主力事業であった不動産関連事業の売上高が大幅に減少したことにより

ます。利益につきましては、営業利益△191 百万円（前年同期△190 百万円）と対前年同期比でほぼ同水準となり

ましたが、経常利益につきましては△183 百万円（前年同期△205 百万円）、当第３四半期純利益につきましては      

△179 百万円（前年同期△230 百万円）となり、連結経営成績同様赤字幅は縮小いたしました。   
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事業の業種別セグメントの状況は次のとおりであります。 

①不動産関連事業 

当該事業につきましては、｢テナントリーシング事業｣｢リノベーション事業｣｢不動産投資事業｣の３分野が当企

業グループの事業領域となっております。 

当第３四半期連結会計期間は、事業内容の再検討を行った結果、営業利益率の低いテナントリーシング事業並

びにリノベーション事業での取組みを徐々に縮小する一方で、不動産投資事業におきましては、前連結会計年度

に白浜スカイリゾートホテル(千葉県安房郡白浜町)を部分保有する㈲パワープレストの 100％子会社化に伴い、安

定的な賃貸収入を計上することができました。 

しかしながら、当該事業については、前連結会計年度におけるテナントリーシング事業での売上高が         

当第３四半期連結会計期間において大幅に減少したことにより、売上高は大幅に減少いたしました。 

これらの結果、売上高は 43 百万円（前年同期 425 百万円）、営業利益０百万円（前年同期１百万円）となりま

した。 

②広告関連その他事業 

当該事業につきましては、クライアントとの協力体制のもと、企画段階から最適なソリューションを提案する

ことに主眼をおいております。当第３四半期連結会計期間においては各種イベントや健康補助食品のプロモーシ

ョンを中心に展開を図りましたが、業績は全般的に低迷いたしました。 

これらの結果、売上高は 50 百万円（前年同期 80 百万円）、営業利益△20 百万円（前年同期△13 百万円）とな

りました。 

③人材派遣事業 

当該事業につきましては、100％子会社である㈱ADVAX－MASH と平成 17 年５月に 100％子会社となった        

㈱ロムテックジャパンの２社において展開しております。㈱ADVAX－MASH の主な事業内容は大手プロバイダの街頭

集客プロモーションへの人材派遣、企業主催のイベントへのタレント派遣、大手印刷会社における社内物流補助

及び商品管理業務等となっております。また㈱ロムテックジャパンの主な事業内容は、東京競馬場、中山競馬場

の外郭団体への競馬関連商品の販売促進や、大手メーカー関連子会社の工場内作業員の派遣等となっております。 

２社共に同業他社との競合リスクを回避し、当企業グループの強みを生かした分野においてニッチ市場を開拓

しており、業績は堅調に推移いたしました。今後も、人材派遣分野に経営資源を重点的に投下し、長期的な成長

軌道の形成を目指してまいります。 

これらの結果、売上高 304 百万円（前年同期 138 百万円）、営業利益２百万円（前年同期２百万円）となりまし

た。 

④ホテル事業 

当該事業につきましては、新規事業として平成 17 年７月１日から子会社である㈲パワープレストが部分保有す

る「白浜スカイリゾートホテル」（千葉県安房郡白浜町・全８階建）を直営化して運営を開始いたしました。同ホ

テルは、当初の予想を上回る好調な業績で推移し、今後も同地域の旅行需要の高まりにより来場者の増加が予想

されております。 

当該事業の運営スキームは、当社が運営会社となり、子会社である㈲パワープレスト（１階から３階部分の区

分所有者）ならびに管理組合（４階から８階の客室部分の区分所有者）と賃貸借契約を締結し、平成 17 年７月     

１日より売上、経費等の全てを計上するものであります。また、同ホテルの日々のオペレーション業務について

は運営業務受託専門会社に業務委託を行っております。 

当企業グループは同ホテルの直営化により、多様なニーズと運営上の問題点を迅速に把握し、的確な集客戦略

や追加投資を実行することで、顧客満足度の向上による一層の集客と収益面での貢献を見込んでおります。 

これらの結果、売上高 424 百万円と好調に推移したものの、追加的な設備投資及び修繕を行ったことなどによ

り、営業利益は 2百万円となりました。 

⑤その他事業 

当企業グループでは、前連結会計年度には、東京競馬場、中山競馬場において飲食店を運営する              

東都アイ・エヌ・ティー㈱を 100％子会社化し、運営ノウハウの蓄積に努めました。また平成 17 年 4月 28 日には、

日本茶をテーマとした甘味処「ふくあん」を東京タワー内にオープンいたするなど立地重視の飲食関連事業を展

開しております。 

また、前連結会計年度まで事業区分としていた「雪関連事業」は、重要性が低下したため「その他事業」に含

めることといたしました。当該事業は、極めて厳しい事業環境となっておりました直営施設「スノーヴァ香椎」  

（福岡県福岡市東区）を前連結会計年度に閉鎖し、直営施設運営を全て終了するとともに、将来にわたるリスク

要因を取り除くことができました。当連結会計年度からは国内外において粗利益率の高い人工雪の継続的な安定

供給に専念する予定です。 

これらの結果、売上高は 41 百万円、利益面では全般的に低迷し、「ふくあん」の開業準備費等もあり営業利益

△23 百万円となりました。 
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なお、各事業のセグメント別売上高、構成比は下表のとおりであります。 

（百万円未満切捨） 

平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 

第３四半期（前年同期） 第３四半期（当四半期） 
前期（通期） 

区     分 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 

雪 関 連 事 業 59 8.4％ － －％ 79 8.8 ％

不 動 産 関 連 事 業 425 60.6 25 3.0  512 56.8

広 告 関 連 そ の 他 事 業 80 11.6 50 6.0  92 10.2  

人 材 派 遣 事 業 133 19.0 293 35.2  207 23.0  

ホ テ ル 事 業 － － 424 50.8  － －  

そ   の   他   事   業 3 0.4 41 5.0  10 1.2  

合       計 701 100.0 834 100.0  903 100.0  

注１：上記は外部顧客に対する売上高を記載しております。 

注２：前連結会計年度まで事業区分としていた「雪関連事業」は重要性が低下したため「その他事業」に含めております。 

注３：当第３四半期連結会計期間より新たに「ホテル事業」区分を設けております。 

  
(2) 連結財政状態の変動状況                       （百万円未満切捨） 

 総 資 産 株 主 資 本      株主資本比率 
１株当たり 
株 主 資 本      

 百万円 百万円 ％ 円    銭

18 年３月期第３四半期 887   737   83.0  25   10 

17 年３月期第３四半期 751   606   80.6  23   56 

(参考)17 年３月期 916   746   81.4  26   99 

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況                     （百万円未満切捨） 

 
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

18 年３月期第３四半期 △217   △39   74    467   

17 年３月期第３四半期 △393   △127   581    104   

(参考)17 年３月期 △326   △33   966    649   

 
［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

当企業グループの当第３四半期連結会計期間末における総資産は 887 百万円（前連結会計年度末 916 百万円）

となり、対前連結会計年度末比で 3.2％減少となり、ほぼ同水準で推移いたしました。これは主に㈱ロムテック   

ジャパンの子会社化により連結調整勘定が 66 百万円増加し、白浜スカイリゾートホテルの設備投資により建物勘

定が 57 百万円増加したものの、現金及び預金が 182 百万円減少したこと等によります。 

負債は 150 百万円（前連結会計年度末 170 百万円）となり、対前連結会計年度末比で 11.7％減少いたしました。

これは主に未払費用が 9百万円、未払法人税等が 8百万円減少したこと等によります。 

株主資本は 737 百万円（前連結会計年度末 746 百万円）となり、自己資本比率は 83.0％となりました。 
 
当第３四半期連結会計期間の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は下記のとおりです。 
①営業活動によるキャッシュ・フロー 
当第３四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、217 百万円の支出となりました。これは   

主に、税金等調整前第３四半期純損失が 178 百万円計上されたことや、雪関連施設の撤退による支出 39 百万円

等があったことによるものであります。 
②投資活動によるキャッシュ・フロー 
投資活動によるキャッシュ・フローは、39 百万円の支出となりました。これは主に子会社取得による収入   

40 百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出 77 百万円等があったことによるものであります。 
③財務活動によるキャッシュ・フロー 
財務活動によるキャッシュ・フローは、74 百万円の収入となりました。これは新株予約権の権利行使による    

収入 78 百万円等があったことによるものです。 
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以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、期首残高に比べ 182 百万円減少し、  

467 百万円となりました。 

 

[継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況] 
当企業グループは、当第３四半期連結会計期間において 183 百万円の営業損失を計上し、また、               

営業キャッシュ・フロー面においても△217 百万円となっており、継続的に営業損失が計上及び営業キャッシュ・

フローがマイナスとなっております。当該状況により、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。 

当企業グループは、当該状況を解消するため、それぞれの事業領域において具体的な経営計画を着実に実行し

てまいります。 
不動産関連事業は、テナントリーシング事業を始め、幅広く展開しておりましたが、営業利益率を重視し、事

業内容の再検討を行い、その結果、テナントリーシング事業、リノベーション事業を縮小し、安定的な収益基盤

を構築するため、継続して不動産投資に注力する予定にしております。 
人材派遣事業は、子会社の㈱ADVAX－MASH、第１四半期連結会計期間に子会社化した㈱ロムテックジャパン共に、

受注の増加により順調に業績が伸張しております。人材派遣事業は市場自体が今後も一層拡大すると見込まれて

おりますので、新しいニーズを的確に把握し、営業力の強化を図りつつ業容拡大に努めるとともに、特色のある  

人材派遣会社として利益確保を図ってまいります。 

ホテル事業は、「白浜スカイリゾートホテル」（千葉県安房郡白浜町・全８階建）が堅調に推移し、今後も同地

域の旅行需要の高まりにより来場者の増加が予想されております。当企業グループでは、多様なニーズと運営上

の問題点を迅速に把握し、的確な集客戦略や追加投資を実行することで、顧客満足度の向上による一層の集客と

収益拡大を図ってまいります。 

その他事業につきましては、東京競馬場、中山競馬場において飲食店を運営する東都アイ・エヌ・ティー㈱と、

第１四半期連結会計期間には東京タワー内において甘味処「ふくあん」をオープンいたしましたが、業績が全般

的に低迷しておりますので、採算性重視の店作りに取り組んでまいります。 

また一層の事業拡大と財務体質の強化を図るべく、平成 18 年１月 30 日には、株式会社ビジネスバンクコンサ

ルティングと業務・資本提携について基本合意し、平成 18 年４月よりコンサルティング事業を開始すると共に、

平成 18 年２月 20 日に第三者割当増資による新株式発行並びに第三者割当による新株予約権の発行を行う予定に

しております。 

当企業グループは、上述の経営計画を着実に実行し、グループ全体として営業利益を確保できる企業体質を構

築してまいります。 

 

四半期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四半期連結財務

諸表には反映しておりません。 

 

３．平成 18 年 3 月期の業績予想数値（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年３月 31 日） 
①連結業績予想数値 

 売上高 経常利益 当期純利益 
百万円 百万円 百万円

通     期 1,２00   △145   △150   

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）    △５円 11 銭 
②個別業績予想数値 

 売上高 経常利益 当期純利益 
百万円 百万円 百万円

通     期 700   △145   △150   

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）    △５円 11 銭 
 
［業績予想に関する定性的情報等］ 
当第３四半期連結会計期間は前年同期と比較して売上高は連結は増収、個別はほぼ横ばい、利益は連結単体と

もに赤字幅が縮小しております。 

連結業績予想につきましては、ホテル事業が堅調に推移すると共に、子会社の人材派遣会社が順調に規模を拡

大しております。従いまして、通期の売上高、経常利益ならびに当期純利益は達成が可能であると認識しており

ます。 

個別業績予想につきましては、上述のホテル事業が国内旅行需要の高まりと計画値を上回る来場者で推移して

いることから、個別業績へ寄与する予定であります。従いまして、通期の売上高、経常利益ならびに当期純利益

は達成が可能であると認識しております。 



 
 

 - 5 -

以上の状況により、業績は概ね計画どおりに推移しており、連結、個別業績共に平成 17 年 11 月 25 日の公表     

数値からの変更はございません。 

 

※業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき、当社で判断したものでございます。予想には様々

な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績に全面

的に依拠して投資などの判断を行うことは差し控えて下さい。 
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４. 四半期連結財務諸表 

(１) 四半期連結貸借対照表 

 (単位：千円) 

前第３四半期連結会計期間末

 (平成16年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間末

(平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 科目 

注記 
番号 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

   ％ ％  ％

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金   104,642 467,685  649,995

 ２ 受取手形及び売掛金   322,557 73,128  90,985

 ３ たな卸資産   4,353 12,112  2,690

 ４ その他   41,733 41,158  7,269

   貸倒引当金   ― △801  ―

   流動資産合計 
 

 473,287 62.9 593,283 66.8  750,941 81.9

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※１   

  (1) 建物及び構築物   47,926 104,479 46,742 

  (2) その他   25,968 73,895 9.8 30,173 134,652 15.2 23,550 70,293 7.7

 ２ 無形固定資産    

  (1) 営業権  38,415 28,276 35,880 

(2) 連結調整勘定  19,622 85,050 18,614 

(3) その他 1,245 59,284 7.9 5,514 118,842 13.4 495 54,990 6.0

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  467 664 431 

  (2) 敷金及び保証金  118,444 22,927 23,011 

(3) その他  49,700 40,534 40,350 

      貸倒引当金  △23,100 145,512 19.4 △23,100 41,026 4.6 △23,100 40,693 4.4

   固定資産合計 
 

 278,692 37.1 294,520 33.2  165,978 18.1

   資産合計   751,980 100.0 887,804 100.0  916,920 100.0
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(単位：千円) 

前第３四半期連結会計期間末

(平成16年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間末

(平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 科目 

注記
番号

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

  ％ ％  ％

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形及び買掛金   45,268 53,552  56,583

２ １年以内返済予定 
 長期借入金 

  5,160 3,760  5,160

  ３ 未払費用   58,626 74,998  84,594

 ４ 未払法人税等   7,659 3,611  12,277

 ５ その他   18,958 6,424  3,169

   流動負債合計   135,673 18.0 142,346 16.0  161,785 17.6

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金   10,272 6,312  8,782

 ２ 預り保証金   ― 2,000  ―

   固定負債計   10,272 1.4 8,312 1.0  8,782 1.0

   負債合計   145,945 19.4 150,658 17.0  170,567 18.6

    (少数株主持分)   

    少数株主持分   ― ― ― ―  ― ―

   (資本の部)   

Ⅰ 資本金   1,547,377 205.8 1,795,711 202.2  1,749,617 190.8

Ⅱ 資本剰余金   1,629,287 216.7 126,244 14.2  1,829,627 199.5

Ⅲ 利益剰余金   △2,570,912 △341,9 △1,185,082 △133.5  △2,833,014 △309.0

Ⅳ その他有価証券評価差額金   409 0.1 605 0.1  372 0.0

Ⅴ 自己株式   △126 0.0 △332 △0.0  △249 △0.0

資本合計   606,034 80.6 737,145 83.0  746,352 81.4

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  751,980 100.0 887,804 100.0  916,920 100.0
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(２) 四半期連結損益計算書 

(単位：千円) 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

 

当第３四半期連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年12月31日)

 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 
科目 

注記 
番号 

金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比

  ％ ％  ％

Ⅰ 売上高   701,940 100.0 834,938 100.0  903,471 100.0

Ⅱ 売上原価   584,560 83.3 421,121 50.4  742,600 82.2

   売上総利益   117,380 16.7 413,817 49.6  160,871 17.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  300,070 42.7 597,561 71.6  413,470 45.8

   営業損失   182,690 △26.0 183,744 △22.0  252,599 △28.0

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  63 762 64 

 ２ その他  275 339 0.0 7,118 7,880 0.9 291 356 0.0

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  39 270 153 

 ２ 新株発行費  17,111 1,133 32,922 

 ３ その他  3,733 20,884 3.0 875 2,279 0.3 4,846 37,922 4.2

   経常損失   203,235 △29.0 178,143 △21.3  290,165 △32.1

Ⅵ 特別損失    

 １ 固定資産除却損 ※２ 344 ― 344 

２ 本社移転費用  3,360 ― 3,360 

３ 施設撤退損失  ― ― 150,384 

４ 工事受注協約解除損  ― ― 22,619 

 ５ 貸倒引当金繰入額  23,100 26,805 3.8 ― ― 23,100 199,808 22.1

税金等調整前 
第３四半期(当期)純損失 

 230,040 △32.8  178,143 △21.3  489,974 △54.2

法人税、住民税 
及び事業税   2,716 0.4 3,551 0.4  4,885 0.5

  第３四半期(当期)純損失   232,757 △33.2 181,694 △21.8  494,860 △54.8
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(３) 四半期連結剰余金計算書 

(単位：千円) 

前第３四半期連結会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日 )

 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 
科目 

金額 金額 金額 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  1,329,660  1,829,627  1,329,660

Ⅱ 資本剰余金増加高      

   １ 増資による新株式の発行 299,627 39,594  499,967

  ２ 株式交換に伴う増加高 － 299,627 86,650 126,244 － 499,967

Ⅲ 資本剰余金減少高     

１ 欠損填補による減少  － － 1,829,627 1,829,627 － －

Ⅳ  資本剰余金第３四半期末 
(期末)残高 

1,629,287 126,244 1,829,627

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △2,338,154 △2,833,014 △2,338,154

Ⅱ 利益剰余金増加高   

1 欠損填補による増加  － － 1,829,627 1,829,627 － －

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 １ 第３四半期(当期)純損失 232,757 232,757 181,694 181,694 494,860 494,860

Ⅳ 利益剰余金第３四半期末 

    (期末)残高 
△2,570,912 △1,185,082 △2,833,014
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(４) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 前第3四半期連結会計期間

(
自平成16年４月１日

至平成16年12月31日 )
 

当第3四半期連結会計期間 

(
自平成17年４月１日 

至平成17年12月31日 ) 
 

前連結会計年度 

(
自平成16年４月１日

至平成17年３月31日 )
 

科目 

注記
番号

金額 金額 金額 

  
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前第３四半期(当期)純損失 △230,040 △178,143 △489,974

 減価償却費 6,028 16,558 9,723

 営業権償却 8,384 7,604 10,919

 連結調整勘定償却額 553 13,713 1,562

 貸倒引当金の増加額 23,100 801 23,100

たな卸資産評価損 ― ― 1,564

 受取利息 △63 △762 △64

 支払利息 39 270 153

 新株発行費 17,111 1,133 32,922

 固定資産除却損 344 ― 344

本社移転費用 3,360 ― 3,360

施設撤退損失 ― ― 150,384

 工事受注協約解除損 ― ― 22,619

 売上債権の増減額（増加:△） △221,247 39,194 10,323

 たな卸資産の増減額（増加:△） △1,748 △9,421 △1,649

 仕入債務の増減額（減少:△） 12,919 △3,030 24,233

 その他 △6,172 △61,175 9,136

小計 △387,429 △173,256 △191,340

 利息の受取額 6 762 7

 利息の支払額 △39 △270 △113

 工事受注協約解除による支出 ― ― △22,619

施設撤退による支出 ― △39,747 △106,500

本社移転による支出 △3,360 ― △3,360

 法人税等の支払額 △2,194 △4,761 △2,258

営業活動によるキャッシュ・フロー △393,018 △217,273 △326,184

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 △9,409 △77,283 △12,676

 有形固定資産の売却による収入 ― ― 598

無形固定資産の取得による支出 ― △5,475 ―

 子会社株式の取得による支出 △14,948 ― △14,948

子会社株式の取得による収入 ― 40,261 ―

 貸付による支出 △99,500 ― △99,500

 貸付金の回収による収入 ― 1,294 600

 敷金及び保証金の差入れによる支出 △8,144 △10,685 △13,211

 敷金及び保証金の回収による収入 4,660 10,770 105,160

 敷金及び保証金の預りによる収入 ― 2,000 ―

 その他 ― △20 ―

 投資活動によるキャッシュ・フロー △127,342 △39,138 △33,977

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 △230 △3,870 △1,720

 株式の発行による収入 582,142 78,054 968,911

 自己株式取得による支出 △126 △82 △249

財務活動によるキャッシュ・フロー 581,786 74,101 966,941

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少:△) 61,426 △182,310 606,779

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 43,216 649,995 43,216

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
第３四半期期末(期末)残高 

※ 104,642 467,685 649,995

(単位：千円)
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日 ) 

 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年12月31日)

 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 
当企業グループは、前連結会計年

度に引き続き、当第3四半期連結会
計期間においても182百万円の営業
損失を計上しております。また、営
業キャッシュ・フロー面においても
△393百万円となっており、継続的
に営業キャッシュ・フローがマイナ
スとなっております。当該状況によ
り、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。 
当企業グループは、当該状況を解

消するため、それぞれの事業領域に
おいて具体的な経営計画を着実に実
行してまいります。 
雪関連事業は、収益改善が難しい

状況が続いておりますが、引き続き
直営施設のコスト管理を徹底し、継
続的な集客イベント等を実施するこ
とにより、来場客数の季節変動を極
力抑えるよう努めてまいります。 
不動産関連事業は、これまでの事

業活動における顧客基盤と情報収集
力を活用し、テナントリーシング事
業の拡大に注力するとともに、リノ
ベーション事業（オフィスビル等の
再生事業）においても顧客ニーズに
即した居住空間・設備の再設計ノウ
ハウを活用し、付加価値の高いサー
ビスを提供することにより利益確保
を目指します。また、安定的な収益
基盤を構築するため、継続して不動
産投資も検討してまいります。 
広告関連事その他事業は、今後の

受注状況に応じて人員調整を行うな
ど柔軟に組織変更を行う予定にして
おります。 

人材派遣事業は、主に子会社の
㈱ADVAX－MASHにおいて大手プロバ
イダの街頭集客プロモーションへ
の人材派遣、タレントの派遣、軽
作業の請負等を行っております
が、徐々に実績を積み、事業基盤
が整ってまいりました。今後も、
経営資源を積極的に投下し、営業
力の強化に努め、特色のある人材
派遣会社として利益確保を図って
まいります。 
また、当社は、平成16年７月９

日および９月30日に、第三者割当
増資を実行し、合計575百万円の資
金調達を行いました。この資金を
有効に活用し、特に当第３四半期
連結会計期間においてセグメント
別営業損益ベースでの黒字化を達
成した不動産関連事業、人材派遣
事業を拡大させるとともに、その
手法としてM＆A等も積極的に活用
してまいります。 

 

当企業グループは、当第３四半期
連結会計期間において183百万円の
営 業 損 失 を 計 上 し 、 ま た 、  
営業キャッシュ・フロー面において
も△217百万円となっており、継続
的に営業損失が計上及び営業キャッ
シュ・フローがマイナスとなってお
ります。当該状況により、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。 
当企業グループは、当該状況を解

消するため、それぞれの事業領域に
おいて具体的な経営計画を着実に実
行してまいります。 
不動産関連事業は、テナントリー

シング事業を始め、幅広く展開して
おりましたが、営業利益率を重視
し、事業内容の再検討を行い、その
結果、テナントリーシング事業、リ
ノベーション事業を縮小し、安定的
な収益基盤を構築するため、継続し
て不動産投資に注力する予定にして
おります。 
人材派遣事業は、子会社の㈱

ADVAX－MASH、第１四半期連結会計
期間に子会社化した㈱ロムテックジ
ャパン共に、受注の増加により順調
に業績が伸張しております。人材派
遣事業は市場自体が今後も一層拡大
すると見込まれておりますので、新
しいニーズを的確に把握し、営業力
の強化を図りつつ業容拡大に努める
とともに、特色のある人材派遣会社
として利益確保を図ってまいりま
す。 
ホテル事業は、「白浜スカイリゾ

ートホテル」（千葉県安房郡白浜
町・全８階建）が堅調に推移し、今
後も同地域の旅行需要の高まりによ
り来場者の増加が予想されておりま
す。当企業グループでは、多様なニ
ーズと運営上の問題点を迅速に把握
し、的確な集客戦略や追加投資を実
行することで、顧客満足度の向上に
よる一層の集客と収益拡大を図って
まいります。 
その他事業につきましては、東京

競馬場、中山競馬場において飲食店
を運営する東都アイ・エヌ・ティー
㈱と、第１四半期連結会計期間には
東京タワー内において甘味処「ふく
あん」をオープンいたしましたが、
業績が全般的に低迷しておりますの
で、採算性重視の店作りに取り組ん
でまいります。 
また一層の事業拡大と財務体質の

強化を図るべく、平成18年１月30日
には、株式会社ビジネスバンクコン
サルティングと業務・資本提携につ

当企業グループは、前連結会計年
度197百万円、当連結会計年度252百
万円の営業損失を計上しておりま
す。また、営業キャッシュ・フロー
面においても前連結会計年度△296
百万円、当連結会計年度△326百万
円となり、継続的に営業キャッシ
ュ・フローがマイナスとなっており
ます。当該状況により、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。当企業グループは、当該
状況を解消するため、それぞれの事
業領域において具体的な経営計画を
着実に実行してまいります。 
 

雪関連事業は、不採算部門であっ
た直営施設「スノーヴァ香椎」が今
後、抜本的な収益改善を見込めない
との判断により、平成17年３月28日
付で閉鎖いたしました。これによ
り、今後のキャッシュ・フローの大
幅な改善が見込まれると共に、当企
業グループの経営課題であった不採
算事業の整理が事実上完了いたしま
した。今後は、利益率の高い人工雪
の安定供給に専念する予定でありま
す。 

不動産関連事業につきましては、
テナントリーシング事業の拡大に注
力するとともに、リノベーション事
業（オフィスビル等の再生事業）に
おいても顧客ニーズに即した居住空
間・設備の再設計ノウハウを活用
し、付加価値の高いサービスを提供
することにより利益確保を目指しま
す。また、安定的な収益基盤を構築
するため、継続して不動産投資も検
討してまいります。 
広告関連その他事業は、今後の受

注状況に応じて人員調整を行うなど
柔軟に組織変更を行う予定にしてお
ります。 

人材派遣事業は、主に子会社の㈱

ADVAX－MASHにおいて大手プロバイ

ダの街頭集客プロモーションへの人

材派遣、タレントの派遣、軽作業の

請負等を行っておりますが、受注の

増加により順調に業績が伸張し、当

連結会計年度においては営業利益の

黒字化を達成いたしました。さらに

安定的な収益基盤を確立するため、

平成17年５月16日には株式交換の手

法により人材派遣事業を展開する株

式会社ロムテックジャパンを完全子

会社化いたしました。今後も営業力

の強化を図りつつ業容拡大に努める

と共に、特色のある人材派遣会社と

して利益確保を図ってまいります。
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前第３四半期連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日 ) 

 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年12月31日)

 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 
当企業グループは、上述の再建計

画を着実に実行し、構造的な赤字体
質から脱却し、全ての事業部門で利
益を確保することを目標としており
ます。 
四半期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四半期連結
財務諸表には反映しておりません。 

いて基本合意し、平成18年４月より
コンサルティング事業を開始すると
共に、平成18年２月20日に第三者割
当増資による新株式発行並びに第三
者割当による新株予約権の発行を行
う予定にしております。 
当企業グループは、上述の経営計

画を着実に実行し、グループ全体と
して営業利益を確保できる企業体質
を構築してまいります。 
 

四半期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四半期連結
財務諸表には反映しておりません。

 

その他事業につきましては、特に

飲食関連事業に注力しており、平成

16年12月には東京競馬場、中山競馬

場において飲食店を運営する東都ア

イ・エヌ・ティー㈱を完全子会社化

すると共に、平成17年４月には東京

タワー内において甘味処「ふくあ

ん」をオープンいたしました。いず

れも高い集客力を誇ると共に知名度

の高い施設であり、当企業グループ

は今後も立地重視の店舗展開を検討

してまいります。 

また、当企業グループは、当連結

会計年度に計３回の第三者割当増資

を実行し、総額976百万円の資金調

達を行いました。この資金を有効に

活用し、特に当連結会計年度におい

て営業利益の黒字化を達成した人材

派遣事業を中心に事業拡大を図るべ

く、その手法としてM＆A等も積極的

に活用してまいります。 

当企業グループは、上述の経営計

画を着実に実行し、構造的な赤字体

質から脱却し、全ての事業部門で利

益を確保することを目標としており

ます。 

 

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

要な疑義の影響を連結財務諸表には

反映しておりません。 
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前第３四半期連結会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

 

当第３四半期連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年12月31日)

 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 
１ 連結の範囲に関す

る事項 

連結子会社の数  ５社 

連結子会社名 

㈱ADVAX-MASH 

㈱東京ｽﾉｰｳﾞｧ  

㈲ｱﾄﾞﾊﾞｯｸｽ・ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ

㈲ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｽﾄ 

東都ｱｲ・ｴﾇ・ﾃｨｰ㈱ 

㈲ｱﾄﾞﾊﾞｯｸｽ・ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ

は、平成16年６月８日付で

新規に会社を設立し、新た

に当社の連結子会社となり

ました。 

平成16年９月１日付で㈲

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｽﾄの全持分を取得

し、新たに当社の連結子会

社となりました。 

平成16年12月９日付で東

都ｱｲ・ｴﾇ・ﾃｨｰ㈱の全持分を

取得し、新たに当社の連結

子会社となりました。 

 

非連結子会社の名称 

SNOVA(HONGKONG)CO.,LTD.

 

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、小規模

会社であり、総資産、売上

高、四半期純損益(持分に見

合う額)及び利益剰余金(持

分に見合う額)等は、いずれ

も四半期連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていない

ためであります。 

連結子会社の数     ６社 

連結子会社名 

㈱ADVAX-MASH 

㈱東京ｽﾉｰｳﾞｧ 

㈲ｱﾄﾞﾊﾞｯｸｽ・ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ

㈲ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｽﾄ 

東都ｱｲ・ｴﾇ・ﾃｨｰ㈱ 

㈱ﾛﾑﾃｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ 

 

平成17年５月16日付で㈱ﾛ

ﾑﾃｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝの全株式を取得

し、新たに当社の連結子会

社となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 非連結子会社の名称 

同左 

 

連結の範囲から除いた理由

同左 

 

連結子会社の数 ５社 

連結子会社名 

㈱ADVAX-MASH 

㈱東京ｽﾉｰｳﾞｧ 

㈲ｱﾄﾞﾊﾞｯｸｽ・ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ

㈲ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｽﾄ 

東都ｱｲ・ｴﾇ・ﾃｨｰ㈱ 

㈲ｱﾄﾞﾊﾞｯｸｽ・ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ

は、平成16年６月８日付で

新規に会社を設立し、新た

に当社の連結子会社となり

ました。 

平成16年９月１日付で㈲

ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｽﾄの全持分を取得

し、新たに当社の連結子会

社となりました。 

平成16年12月９日付で東

都ｱｲ・ｴﾇ・ﾃｨｰ㈱の全株式

を取得し、新たに当社の連

結子会社となりました。 

 

 非連結子会社の名称 

同左 

 

連結の範囲から除いた理由

 非連結子会社は、小規模

会社であり、総資産、売上

高、当期純損益(持分に見

合う額)及び利益剰余金(持

分に見合う額)等は、いず

れも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないため

であります。 

２ 持分法の適用に関

する事項 

持分法を適用しない非連結

子会社及び関連会社の名称

非連結子会社名 

SNOVA(HONG KONG)CO.,LTD．

関連会社名 

㈱ｻﾝﾊﾞｰﾄﾞｽﾉｰｳﾞｧ 

  

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、四

半期純損益(持分に見合う

額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体と

して重要性がないため、持

分法の適用から除外してお

ります。 

持分法を適用しない非連結

子会社及び関連会社の名称

非連結子会社名 

同左 

関連会社名 

同左 

  

持分法を適用しない理由 

同左 

 

持分法を適用していない

非連結子会社は、 

SNOVA(HONGKONG)CO.,LTD.

であり関連会社は㈱ｻﾝﾊﾞｰ

ﾄﾞｽﾉｰｳﾞｧであります。 

 

 

持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社は、当

期純損益(持分に見合う額)

及び利益剰余金(持分に見

合う額)等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体とし

て重要性がないため、持分

法の適用から除外しており

ます。 
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項目 
前第３四半期連結会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

 

当第３四半期連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年12月31日)

 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 
３ 連結子会社の四半

期決算日(決算日)等

に関する事項 

 連結子会社の四半期決算

日が四半期連結決算日と異

なる会社は次の通りです。

会社名 第３四半期決算日

㈱東京ｽﾉｰｳﾞｧ   ９月30日

㈲ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｽﾄ    ７月31日

東都ｱｲ・ｴﾇ・ﾃｨｰ㈱９月30日

上記の３社については、

四半期連結財務諸表の作成

にあたり、四半期連結決算

日現在で実施した仮決算に

基づく四半期財務諸表を使

用しております。 

㈱ADVAX-MASH及び㈲ｱﾄﾞ

ﾊﾞｯｸｽ・ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄの四半期

決算日は、四半期連結決算

日と一致しております。 

㈲ｱﾄﾞﾊﾞｯｸｽ・ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄに

ついては、設立日である6

月8日から四半期連結決算

日までの決算に基づく財務

諸表を使用しております。

㈲ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｽﾄについて

は、取得日である９月１日

から四半期連結決算日まで

の仮決算に基づく財務諸表

を使用しております。 

東都ｱｲ・ｴﾇ・ﾃｨｰ㈱につい

ては、取得日である12月９

日から四半期連結決算日ま

での仮決算に基づく財務諸

表を使用しております。 

 連結子会社の四半期決算

日が四半期連結決算日と異

なる会社は次の通りです。

会社名  第３四半期決算日

㈱東京ｽﾉｰｳﾞｧ   ９月30日

㈲ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｽﾄ    ７月31日

東都ｱｲ・ｴﾇ・ﾃｨｰ㈱９月30日

㈱ﾛﾑﾃｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ      ３月31日

上記の４社については、

四半期連結財務諸表の作成

にあたり、四半期連結決算

日現在で実施した仮決算に

基づく四半期財務諸表を使

用しております。 

㈱ﾛﾑﾃｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝについて

は、取得日である５月16日

から四半期連結決算日まで

の仮決算に基づく財務諸表

を使用しております。 

 連結子会社の決算日が連

結決算日と異なる会社は次

の通りです。 

会社名          決算日

㈱東京ｽﾉｰｳﾞｧ         12月31日

㈲ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｽﾄ      10月31日

東都ｱｲ・ｴﾇ・ﾃｨｰ㈱ 12月31日

上記の３社については、連結

財務諸表の作成にあたり、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。 

㈲ｱﾄﾞﾊﾞｯｸｽ・ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄに

ついては、設立日である６月８

日から連結決算日までの決算に

基づく財務諸表を使用して

おります。 

㈲ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｽﾄについて

は、取得日である９月１日

から連結決算日までの仮決

算に基づく財務諸表を使用

しております。 

東都ｱｲ・ｴﾇ・ﾃｨｰ㈱につ

いては、取得日である12月

９日から連結決算日までの

仮決算に基づく財務諸表を

使用しております。 

 

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 

子会社及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  四半期決算末日の市場

価格に基づく時価法

（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） 

 

 時価のないもの 

  移動平均法による原価

法 

 

イ 有価証券 

子会社及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

イ 有価証券 

子会社及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算末日の市場価格に

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） 

 

時価のないもの 

同左 

 ロ たな卸資産 

商品・原材料 

 移動平均法による原価法

 

ロ たな卸資産 

商品・原材料 

同左 

 

ロ たな卸資産 

商品・原材料 

同左 
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項目 

前第３四半期連結会計期間

(
自 平成16年４月１日

至 平成16年12月31日)
 

当第３四半期連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年12月31日)

 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 

 (2) 重要な減価償却

資産の減価償却方

法 

イ 有形固定資産 

定率法によっておりま

す。但し、平成10年4月1日

以降取得した建物（建物付

属設備は除く）について

は、定額法によっておりま

す。 

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年均等償却を行

っております。 

また、耐用年数について

は、法人税法に規定する方

法と同一の基準によってお

ります。 

イ 有形固定資産 

同左 
イ 有形固定資産 

同左 

 ロ 無形固定資産 

定額法によっておりま

す。但し、ソフトウェア

(自社利用分)については、

社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法によ

っております。 

なお、耐用年数について

は、法人税法に規定する方

法と同一の基準によってお

ります。 

ロ 無形固定資産 
同左 

ロ 無形固定資産 
同左 

(3) 重要な繰延資産

の処理方法 

  新株発行費 

    支払時に全額費用とし

て処理しております。 

 

新株発行費 
同左 

新株発行費 
同左 

 (4) 重要な引当金の

計上基準 

 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失

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

可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しておりま

す。 

 貸倒引当金 
同左 

 貸倒引当金 
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。 

 

 

同左 

 

同左 
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会計処理方法の変更 

 
前第３四半期連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日 ) 

 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日 ) 

 
 

――――――― 

従来、当企業グループに登録されている人材派遣
スタッフに対する給与手当は、販売費及び一般管理
費として処理しておりましたが、当四半期連結会計
期間より売上原価に計上する方法に変更いたしまし
た。 

この変更は、人材派遣事業の規模拡大に伴い、そ
の費用処理について再検討を行った結果、取引実態
を明確にし、売上と売上原価の対応関係をより適正
に表示するために行ったものであります。 

この変更により、従来の方法と比べ売上原価は、
152,670千円増加し、売上総利益、販売費及び一般管
理費は同額減少しております。 

 

 

項目 
前第３四半期連結会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

 

当第３四半期連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年12月31日)

 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 
(6) その他四半期連

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 

 税抜方式によっておりま

す。 

イ 消費税等の会計処理 

同左 

イ 消費税等の会計処理 

同左 

 ロ  連結納税制度の適用 

  連結納税制度を適用して
おります。 

 

ロ  連結納税制度の適用 

同左 
 

ロ  連結納税制度の適用 

同左 

５  四半期連結キャッ
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 

 四半期連結キャッシュ・

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、要求払預金及び

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的な投

資からなっております。 

 

 
同左 

 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、要求払預金及び容易に

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

到来する短期的な投資から

なっております。 
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注記事項 

(四半期連結貸借対照表関係) 

 

前第３四半期連結会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成17年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、16,507千円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、16,105千円であります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、8,305千円であります。 

 

 

(四半期連結損益計算書関係) 

 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日 ) 

 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年12月31日)

 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日
至 平成17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。 

 

役員報酬 39,630千円 

給与手当 109,977千円 

支払手数料 45,774千円 

  
 

※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 38,834千円

給与手当 86,128千円

支払手数料 115,806千円

業務委託費 81,024千円

 
 

※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 54,152千円

給与手当 151,939千円

支払手数料 59,955千円

 

 
 

※２ 固定資産除却損の内容は、次 

のとおりであります。 

   

車輌運搬具 34千円 

工具器具備品 310千円 

  
 

※２ 

―――――――― 

※２ 固定資産除却損の内容は次の

とおりであります。 

 

車輌運搬具 34千円

工具器具備品 310千円
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日 ) 

 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年12月31日)

 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 
 現金及び現金同等物の四半期末残

高と四半期連結貸借対照表に掲載さ

れている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 104,642千円 

満期日までの期間が
３ヶ月を超える預金 

―千円 

現金及び現金同等物 104,642千円 

  

 現金及び現金同等物の四半期末残

高と四半期連結貸借対照表に掲載さ

れている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 467,685千円

満期日までの期間が
３ヶ月を超える預金

―千円

現金及び現金同等物 467,685千円
 

 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲載されている科

目の金額との関係 

現金及び預金勘定 649,995千円

満期日までの期間が
３ヶ月を超える預金 

―千円

現金及び現金同等物 649,995千円
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(リース取引関係) 

 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日) 

 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年12月31日)

 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日
至 平成17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 

１ リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

第３四半期末残高相当額 

 取得価額 

相当額 

減価償却累

計額相当額 

四半期末 
残高相当額 

 （千円） （千円） （千円） 

建物 621,174 326,116 295,057 

合計 627,114 326,116 295,057 

    
 

 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及び

第３四半期末残高相当額 

 取得価額

相当額 

減価償却累

計額相当額

四半期末
残高相当額

 （千円） （千円） （千円） 

工具器具

及び備品
1,680 420 1,259

車両 

運搬具 
7,461 1,138 6,323

ソフト 

ウェア 
2,950 737 2,212

合計 12,091 2,295 9,795
 

 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及び

期末残高相当額 

 

該当事項はありません。 

２ 未経過リース料第３四半期末

残高相当額 

１年内 72,000千円 

１年超 294,000千円 

合計 366,000 千円 

  
 

２ 未経過リース料第３四半期末

残高相当額 

１年内 2,405千円

１年超 7,502千円

合計 9,907千円

  
 

２ 未経過リース料期末残高相当

額 

 

該当事項はありません。 

３ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 49,769千円 

減価償却費 
相当額 

47,281千円 

支払利息相当額 5,982千円 

  
 

３ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 1,286 千円

減価償却費 
相当額 

1,221 千円

支払利息相当額 208 千円

  
 

３ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 67,769 千円

減価償却費 
相当額 

62,810 千円

支払利息相当額 7,802 千円
 

４ 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

  (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。 

 (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。 

 

４ 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

同左 

４ 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

 

前第３四半期連結会計期間末（平成16年12月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

(単位：千円) 

種  類 取 得 原 価 
第３四半期連結
貸借対照表計上額

差  額 

株  式 58 467 409 

合  計 58 467 409 

 

当第３四半期連結会計期間末 (平成17年12月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

(単位：千円) 

種  類 取 得 原 価 
第３四半期連結
貸借対照表計上額

差  額 

株  式 58 663 605 

合  計 58 663 605 

 

前連結会計年度末 (平成17年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

(単位：千円) 

種  類 取 得 原 価 
連      結
貸借対照表計上額

差  額 

株  式 58 431 372 

合  計 58 431 372 

 

 

 (デリバティブ取引関係) 

前第３四半期連結会計期間(自平成16年４月１日 至平成16年12月31日) 

当企業グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

当第３四半期連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年12月31日) 

当企業グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

前 連 結 会 計 年 度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

 当企業グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 
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(セグメント情報) 

イ 事業の種類別セグメント情報 

前第３四半期連結会計期間(自平成16年４月１日 至平成16年12月31日)           

 

 
雪 

関連事業 
(千円) 

不動産 
関連事業
(千円) 

広告関連
その他事業
(千円) 

人材派遣
事業 
(千円) 

その他 
事業 
(千円) 

計 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益    

売上高    

(1) 外部顧客に対する売上高 59,076 425,477 80,920 133,215 3,251 701,940 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― 5,740 ―   5,740 

計 59,076 425,477 80,920 138,955 3,251 707,681 

営業費用 96,311 424,038 94,664 136,451 3,079 754,545 

営業利益又は営業損失(△) △37,234 1,438 △13,744 2,504 172 △46,863 

 

 
 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高 ― 701,940

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

(5,740) ―

計 (5,740) 701,940

営業費用 130,085 884,630

営業利益又は営業損失(△) (135,826) △182,690

 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

前連結会計年度まで事業区分としていた「健康関連事業」は、重要性が低下したため「広告関連その他事

業」に含めることといたしました。（従来の「広告関連事業」は、「健康関連事業」を含めることとしたた

め「広告関連その他事業」に名称変更いたしました。） 

また、「ボウリング事業」は、子会社株式を売却したため、当連結会計年度より事業を行っておりません。 

２ 各事業の主な製品及びサービス 

(1) 雪関連事業………………通年型屋内スキー・スノーボードゲレンデの運営及び施設制作の請負、ロイヤリ

ティ、他の事業主が経営する施設の運営受託、スノーボードスクールの運営、

人工雪材の販売、施設関連機器又は設備の販売、スポーツ用品等の販売及びイ

ベント企画等 

(2) 不動産関連事業…………不動産、金融及び経営に関するコンサルティング業務 

               宅地建物取引業、不動産賃貸業及び内装工事の請負等 

(3) 広告関連その他事業……広告代理事業、健康関連商品の企画・卸売・販売等 

(4) 人材派遣事業……………広告プロモーションへの人材派遣事業等 

(5) その他事業………………飲食店の運営等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は136,726千円であり、その主なも

のは、当社本社の経営管理部門にかかる費用であります。 
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当第３四半期連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年12月31日)           

 
不動産 
関連事業 
(千円) 

広告関連 
その他事業
(千円) 

人材派遣 
事業 
(千円) 

ホテル 
事業 
(千円) 

その他 
事業 
(千円) 

計(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

25,127 50,587 293,516 424,085 41,620 834,938

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

18,000 ― 10,725 ― ― 28,725

計 43,127 50,587 304,241 424,085 41,620 863,663

営業費用 42,636 71,380 301,304 421,999 65,500 902,821

営業利益又は 
営業損失(△) 

491 △20,793 2,936 2,086 △23,879 △39,157

 

 
消去又は 
全社(千円) 

連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

― 834,938

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

(28,725) ―

計 (28,725) 834,938

営業費用 115,861 1,018,682

営業利益又は 
営業損失(△) 

(144,586) △183,744

 

（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

前連結会計年度まで事業区分としていた「雪関連事業」は、重要性が低下したため「その他事業」に含

めることといたしました。また、ホテル事業は、平成17年７月１日より開始いたしました。 

２ 各事業の主な製品及びサービス 

(1) 不動産関連事業…………宅地建物取引業、不動産賃貸業及び内装工事の請負等 

(2) 広告関連その他事業……広告代理事業、健康関連商品の企画・卸売・販売等 

(3) 人材派遣事業……………広告プロモーション、製造業関連職種、競馬場関連会社への人材派遣事業等 

(4) ホテル事業………………白浜スカイリゾートホテルの運営 

(5) その他事業………………飲食店の運営、人工雪「SNOVA」の供給等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は145,786千円であり、その主な

ものは、当社本社の経営管理部門にかかる費用であります。 
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前連結会計年度(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)               

 
雪 

関連事業 
(千円) 

不動産 
関連事業 
(千円) 

広告関連 
その他事業
(千円) 

人材派遣 
事業 
(千円) 

その他 
事業 
(千円) 

計(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

79,525 512,940 92,382 207,745 10,878 903,471

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ － － 8,705 － 8,705

計 79,525 512,940 92,382 216,451 10,878 912,177

営業費用 133,628 510,072 110,887 202,988 15,035 972,611

営業利益又は 
営業損失(△) 

△54,103 2,867 △18,505 13,463 △4,156 △60,433

 

 
消去又は 
全社(千円) 

連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

－ 903,471

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

(8,705) －

計 (8,705) 903,471

営業費用 183,459 1,156,071

営業利益又は 
営業損失(△) 

(192,165) △252,599

 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

前連結会計年度まで事業区分としていた「健康関連事業」は、重要性が低下したため「広告関連その他事

業」に含めることといたしました。（従来の「広告関連事業」は、「健康関連事業」を含めることとしたた

め「広告関連その他事業」に名称変更いたしました。） 

また、「ボウリング事業」は、子会社株式を売却したため、当連結会計期間より事業を行っておりません。 

２ 各事業の主な製品及びサービス 

(1) 雪関連事業………………通年型屋内スキー・スノーボードゲレンデの運営及び施設制作の請負、ロイヤリ

ティ、他の事業主が経営する施設の運営受託、スノーボードスクールの運営、

人工雪材の販売、施設関連機器又は設備の販売、スポーツ用品等の販売及びイ

ベント企画等 

(2) 不動産関連事業…………不動産、金融及び経営に関するコンサルティング業務 

               宅地建物取引業、不動産賃貸業及び内装工事の請負等 

(3) 広告関連その他事業……広告代理事業、健康関連商品の企画・卸売・販売等 

(4) 人材派遣事業……………広告プロモーションへの人材派遣事業等 

(5) その他事業………………飲食店の運営等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は193,365千円であり、その主なも

のは、当社本社の経営管理部門にかかる費用であります。 
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ロ 所在地別セグメント情報 

前第３四半期連結会計期間、当第３四半期連結会計期間及び前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。 

 

ハ 海外売上高 

  前第３四半期連結会計期間及び当第３四半期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。前連結会計年度においては、海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略

しております。 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
前第３四半期連結会計期間 

(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年12月31日)

 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 

１株当たり純資産額 23円56銭 25円10銭 26円99銭

１株当たり第３四半期
（当期）純損失 

10円18銭 6円41銭 20円82銭

 

潜在株式調整後１株当たり
第３四半期(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当
たり第３四半期純利益金
額については、第３四半
期純損失が計上されてい
るため記載しておりませ
ん。 
 

同左 潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額につ
いては、当期純損失を計
上しておりますので記載
しておりません。 

 

(注) １株当たり第３四半期（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

 

 

 

項目 
前第３四半期連結会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日 )

 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 

１株当たり第３四半期(当期)純損失  

第３四半期(当期)純損失(千円) 232,757 181,694 494,860 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ― 

普通株式に係る第３四半期(当期)純損失

(千円) 
232,757 181,694 494,860 

普通株式の期中平均株式数(株) 22,863,626 28,335,173 23,764,455 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり第３四半期(当期)純利益の算

定に含まれなかった潜在株式の概要  

新株予約権 

4,850個 

 
新株予約権 

3,496個 

 

新株予約権 

4,810個 
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 (重要な後発事象) 

 前第３四半期連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年12月31日） 

 

１）第三者割当増資による新株式発行 

当社は、平成17年2月3日開催の取締役会において、第三者割当増資による新株式発行に関し、下記の

とおり決議いたしました。 

１.新株式発行要領 

（１）発行新株式数      普通株式                                 1,900,000株 

（２）発行価額          １株につき                                      211円 

（３）発行価額の総額                                                      400,900,000円 

（４）資本組入額        １株につき                                       106円 

（５）資本組入額の総額                              201,400,000円 

（６）申込期間                平成17年2月21日から平成17年2月22日 

（７）払込期日                                    平成17年2月23日 

（８）配当起算日                                    平成16年10月1日 

（９）新株券交付日                                    平成17年2月23日 

（10）割当方法        第三者割当の方法により発行新株の全株を割り当てます。 

（11）割当先および株式数 株式会社二十一世紀ワイズ                     950,000株 

 山田 晃                                    475,000株 

 ワイ・イー投資事業組合                        475,000株 

                      

（12）新株式の継続所有の  割当新株式を発行日から２年以内に譲渡する場合は、当該内容を 

取決めに関する事項    当社へ報告する旨の確約を割当先に対して依頼する予定であります。 

（13）前記各号については証券取引法による届出の効力発生を条件といたします。 

（注）発行価額の決定方法 

   新株発行決議取締役会の前日までの直近６ヶ月間（平成16年8月3日～平成17年2月2日まで）の東京証

券取引所の終値平均株価（211円07銭）を参考として、1円未満の端数を切り捨て、発行価額211円といた

しました。 

２.今回の増資による発行済株式数の推移 

 （１）現在の発行済株式総数                                        25,744,000株 

 （２）増資による増加株式数                                         1,900,000株 

 （３）増資後発行済株式総数                                        27,644,000株 

３.増資の理由および資金の使途等 

 （１）増資の理由 

           企業再生を加速し、経営基盤の安定化を図るため、第三者割当増資を行うものであります。 

なお、割当先からの継続的な助言を始めとする多方面に渡る協力を受けることを予定しております。 

（２）資金の使途 

   資金の使途につきましては、人材派遣事業、不動産関連事業等の新規事業のための費用ならびに運転資

金等に充当する予定です。 

４.増資日程（予定） 

平成17年2月3日 ：有価証券届出書提出 

平成17年2月4日 ：新株式発行取締役会決議公告 

平成17年2月22日 ：申込期日 

平成17年2月23日 ：払込期日 

平成17年2月23日 ：資本増加日 

平成17年2月23日 ：新株式発行日 
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当第３四半期連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年12月31日） 

 

１）新事業の開始 

         当社は、平成18年1月30日開催の取締役会において、平成18年４月より、新事業として企業の内部統

制ならびにＥＲＰ（※1）に関するコンサルティング事業を開始することを決議いたしました。 

 

１．新事業を開始する理由 

当企業グループは、経営再建のための事業改革を積極的に展開しており、現在５つの事業領域（不動

産関連事業、広告関連事業、人材派遣事業、ホテル事業、その他事業）のうち３つの事業領域（不動産

関連事業、人材派遣事業、ホテル事業）は営業利益を計上するなど改善が進んでおりますが、一層の改

善を推進するには既存事業の強化が必要であると共に、収益性の高い事業構築が不可欠であるとの認識

を有しております。同時に、限られた経営資源を効率的に利用することが可能で、かつ既存事業との一

定の相乗効果が見込まれる新事業を模索しておりました。 

これらを背景に、具体的な新事業の方向性を検討した結果、人事・財務・会計、M＆Aの分野で卓越し

たコンサルティング力と多様なビジネスモデルを保有し、施設運営事業も手がける㈱ビジネスバンクコ

ンサルティングと業務・資本提携を行い、コンサルティング関連事業を新事業として展開することによ

り、事業基盤を確立することが可能になると判断いたしました。 

また中小ベンチャー企業から上場企業を対象にハンズオン型経営コンサルティング、アウトソーシン

グでの受託、出資等を主業務とする㈱ハンズオンクリエイトからも継続的な支援を受けることで、主に

ＩＲの推進と質的向上を通じて新事業に取り組んでまいります。 

 

２．新事業の内容 

昨今、米国の会計不祥事を契機として、日本においても企業の意思決定の透明性向上を求める日本版

企業改革法（通称：日本版ＳＯＸ法（※2））が進められる中で、多くの企業はその対応に迫られる事

が予想されており、事実、外部アドバイザーを採用する企業は大幅な増加傾向にありますが専門知識と

実務経験を有する人材は大幅に不足しております。 

このような背景の中、当社は、各企業に対し、同法に即して 適化されたコーポレートガバナンスの

円滑な導入と連結経営を強化するためのコンサルティング事業を開始いたします。 

具体的な業務の内容は、文書化を中心とした内部統制システムの構築、運用、メンテナンスに関する

コンサルティングに加え、これらを継続的にモニタリングし、全社的なシステム・プロセス管理による

効率化を計るＥＲＰに関するコンサルティングを予定しております。 

なお、平成19年3月期の、当新事業に係る売上高は、400百万円を予定しております。 

 

※1 ＥＲＰ：Enterprise Resource Planningの略 

企業全体を統合的に管理し、経営の効率化を図るための手法のこと 

※2 ＳＯＸ法：サーベンス・オクスリー法の略 

エンロン等が起こした不正事件の結果として、会計監査制度の充実と企業の内部統制強化を目的

として2002年に米国で制定された企業改革法のこと 

 

３．日程 

平成18年1月30日 取締役会決議 

平成18年4月上旬 新事業の開始 

 

 

２）株式会社ビジネスバンクコンサルティングとの業務・資本提携 

当社は、平成18年1月30日開催の取締役会において、株式会社ビジネスバンクコンサルティング    

（ジャスダック証券取引所上場・コード番号3719 代表取締役社長 大島一成氏、以下「BBCC」とい
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う。）とコンサルティング事業に係る業務提携及び資本提携（第三者割当による新株式発行並びに新株

予約権の付与）を行うことを決議し、同日付でBBCCと「業務資本提携に関する基本合意書」を締結いた

しました。 

 

Ⅰ  業務・資本提携の理由及び内容 

当企業グループは、不動産関連事業・人材派遣事業・施設運営事業の３つの事業領域を軸に、経営再

建に向けた事業改革を積極的に展開しており、かつ既存事業における不採算部門の整理も完了したこと

により、収益性の向上とそれに伴う財務体質の改善が急ピッチで進んでおります。しかしながら、当企

業グループは、売上規模も比較的小さいため、より一層の飛躍を図るためには、戦略的かつ強力なパー

トナーシップ体制の構築が不可欠であるとの認識を有しておりました。 

このような背景により、当企業グループにおいて検討を重ねた結果、人事・財務・会計、M＆Aの分野

で卓越したコンサルティング力と多様なビジネスモデルを保有し、ジャスダック証券取引所に上場する

BBCCとの業務・資本提携を行うことにより、現在の事業領域の拡大・深耕ならびに収益事業の強化が可

能になるとの判断のもと今回の提携に至りました。 

当該業務・資本提携によって、平成18年４月より開始する、内部統制システムの構築、運用、メンテ

ナンス等に関するコンサルティング事業を推進してまいります。また、資本提携につきましては、後述

Ⅱ、Ⅲのとおり、第三者割当による新株式発行並びに新株予約権の付与を行います。 

 

Ⅱ 第三者割当増資の内容 

 

１．新株式の発行要領 

（１）発行新株式数                                  普通株式 1,500,000株 

（２）発行価額（注）                                1株につき                 209円 

（３）発行価額の総額 313,500,000円 

（４）資本組入額 1株につき 105円 

（５）資本組入額の総額 157,500,000円 

（６）申込期間 平成18年2月16日から平成18年2月17日 

（７）払込期日 平成18年2月20日 

（８）配当起算日 平成17年10月1日 

（９）新株券交付日 平成18年2月20日 

（10）割当方法 第三者割当の方法により発行新株の全株を割り当てます。 

（11）割当先および株式数 株式会社ビジネスバンクコンサルティング 1,000,000株 

 ハンズオンクリエイト1号投資事業有限責任組合 450,000株 

 株式会社ハンズオンクリエイト 50,000株 

 

（12）新株式の継続所有の 割当新株式を発行日から２年以内に譲渡する場合は、当該内 

取決めに関する事項 容を当社へ報告する旨の確約を割当先に対して依頼する予定 

であります。 

（13）前記各号については証券取引法による届出の効力発生を条件といたします。 

 

（注）発行価額の決定方法 

新株発行決議取締役会の前日までの直近３ヶ月間（平成17年10月28日～平成18年1月27日まで）の東京

証券取引所の終値平均株価（231円48銭）を参考として、発行価額209円（ディスカウント率9.71％）と

いたしました。 

 

２．今回の増資による発行済株式数の推移 

（１）現在の発行済株式総数 29,373,000株 
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（２）増資による増加株式数 1,500,000株 

（３）増資後発行済株式総数 30,873,000株 

 

３．増資の理由及び資金の使途等 

（１）増資の理由 

業務・資本提携を強力に推進することにより企業再生を加速し、経営基盤の安定化を図るため、第

三者割当増資を行うものであります。なお、割当先である株式会社ビジネスバンクコンサルティング

からは、継続的な助言を始めとする多方面に渡る協力を受けることを、株式会社ハンズオンクリエイ

トからは主にIR面での助言を受けることを予定しております。 

 

（２）資金の使途 

資金の使途につきましては、新規事業開始の準備費用、ならびに今後の事業規模拡充のための設備

投資等に充当する予定です。 

 

４．増資日程 

平成18年1月30日：有価証券届出書提出 

平成18年1月31日：新株式発行取締役会決議公告 

平成18年2月17日：申込期日 

平成18年2月20日：払込期日 

平成18年2月20日：資本増加日 

平成18年2月20日：新株式発行日 

 

Ⅲ 新株予約権の発行の内容 

 

１．新株予約権の発行要領 

（１）新株予約権の名称  株式会社アドバックス第６回新株予約権 

（２）新株予約権の目的となる株式の種類および数 

当社普通株式3,000,000株（新株予約権１個につき1,000株） 

なお、新株予約権発行日後に、当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、

次の算式により 調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使

されていない 新株予約権の目的となる株式についてのみ行われるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割又は併合の比率 （調整後生じる１株未満の端株は切り捨てる。） 

また上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織変更を行う

場合等においては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとする。 

（３）発行する新株予約権の総数 3,000個 

（４）新株予約権の発行価額 13,220円（１株あたり13円22銭） 

（５）新株予約権の発行価額の総額 39,660,000円 

（６）募集方法 特定の第三者に割り当てます。 

（７）新株予約権の割当を受ける者 ①割当先 

及び割り当てる新株予約権の数  住所 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル37F 

  社名 株式会社ビジネスバンクコンサルティング 

  代表者 代表取締役社長 大島 一成 

  事業内容 コンサルティング事業 

②割り当てる新株予約権の数  3,000個 

（８）新株予約権の申込期間 平成18年2月16日から平成18年2月17日 

（９）新株予約権の払込期日・発行日 平成18年2月20日 

（10）新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額（以下「行使価額」という） 
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既発行株式数＋

 １個につき241,000円（１株につき241円） 

また、当社が新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株を発行し、また自己株式を処分する場合（新株

予約権の行使、および平成14年4月1日施行の「商法等の一部を改正する法律」以前の新株引受権付社債の新株

引受権の行使を除く。）には、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これ

を切り上げるものとする。 

 

  

  

                調整後行使価額＝調整前行使価額× 

                                                     

さらに、上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織変更を行

う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲において行使

価額を調整するものとする。 

（11）新株予約権の行使に際して払込を為すべき額の総額 723,000,000円 

（12）新株予約権の行使により発行する株式の発行価額 １個につき254,220円 

 （１株につき254円22銭） 

（13）新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額   762,660,000円 

（14）新株予約権の発行価額及びその行使の際の払込金額の算定方法 

当社は、所定の条件の下に二項モデルを用いて新株予約権の理論価値（オプションバリュー）を

算出した。また、本新株予約権の発行決議に先立つ当社普通株式の株式価格、売買出来高の実績、

会社の資産状態、収益状況、発行済株式数等諸事情を勘案し、総合的に検討した。これらを前提に、

上記理論価値を下回らず、かつ新株予約権の発行により企図される目的が達成される限度で、

13,220円を本新株予約権の１個当りの発行価額（１株当り13円22銭）とした。 

また、本新株予約権の行使時の払込金額は、当初、平成18年1月27日の株式会社東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引の終値241円と同額とした。 

（15）新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中、資本に組み入れない額 

新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中、資本に組み入れない額は当該発行価額より

資本に組み入れる額を減じた額とする。資本に組み入れる額とは、当該発行価額に0.5を乗じた額

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。 

（16）新株予約権の行使により発行された当社普通株式に対する利益配当等の計算 

本新株予約権の行使により交付する株式に関する 初の利益配当金又は中間配当金は、本新株

予約権の行使が4月1日から9月30日までになされたときは4月1日に、10月1日から翌3月31日までに

なされたときは10月1日に、それぞれ行使があったものとみなして、これを支払う。 

（17）新株予約権の行使期間 平成19年2月20日より平成19年8月19日まで 

（18）新株予約権の行使条件 各新株予約権の行使に当たっては、一部行使は出来ないものとする。 

（19）新株予約権の消却事由及び消却条件 

当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書

承認の議案又は株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は発行価額を対

価として消却することができるものとする。 

（20）譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については取締役会の承認を受けなければこれをすることができないもの

とする。 

（21）新株予約権の行使請求受付場所 当社IR室 

（22）新株予約権の行使に際して払込を取り扱う銀行及びその取扱場所 

株式会社みずほ銀行 東京中央支店 

（23）新株予約権証券の発行 

ｘ 

既発行株式数＋新規発行又は処分株式数 

１株当りの株価 

新規発行株式数 

又は処分株式数 

1株当り払込金額

又 は 処 分 価 額
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新株予約権証券は、新株予約権者の請求があるときに限り、これを発行するものとする。 

（24）前記各号については証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

２．新株予約権発行日程 

平成18年1月30日：有価証券届出書提出 

平成18年1月31日：新株予約権発行取締役会決議公告 

平成18年2月17日：申込期日 

平成18年2月20日：払込期日 

平成18年2月20日：新株予約権発行日 

平成19年2月20日：新株予約権行使開始日 

 

３．新株予約権発行の理由及び資金の使途等 

（１）新株予約権発行の理由 

企業再生を加速し、経営基盤の安定化を図るため、新株予約権の発行を行うものであります。なお、

割当先である株式会社ビジネスバンクコンサルティングからは、継続的な助言を始めとする多方面に

渡る協力を受けることを予定しております。 

 

（２）資金の使途 

資金の使途につきましては、新規事業開始の準備費用、ならびに今後の事業規模拡充のための設備

投資等に充当する予定です。 

 

３）ストックオプション（新株予約権）の発行条件等の決定 

当社は、平成18年1月30日開催の取締役会において、商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基

づき平成17年6月29日開催の定時株主総会で決議いたしました新株予約権の発行につきまして、具体的

な発行条件を下記のとおり決定いたしました。（※1） 

 

（１）新株予約権の発行日 平成18年2月15日 

（２）新株予約権の発行数 2,000個 

（３）新株予約権の発行価額 無償とする 

（４）新株予約権の目的となる株式の種類および数 当社普通株式2,000,000株 

（新株予約権１個あたり1,000株） 

（５）新株予約権の行使に際しての払込金額 1株につき245円（※1） 

（６）新株予約権の行使により発行する株式の 490,000,000円（1株につき245円） 

発行価額の総額 

（７）新株予約権の行使期間 平成１８年４月１日から平成２７年７月３１日まで 

（８）新株予約権の行使により発行する株式の 246,000,000円（1株につき123円） 

発行価額のうち資本に組み入れる額の総額 

（９）割当対象者 当社取締役2名 

 社外協力者2社 

 

前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件といたします。 

 

        ※1 新株予約権の行使に際しての払込金額は定時株主総会の特別決議による発行条件により、   

平成17年12月および平成18年1月の㈱東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値

を適用し平成18年1月31日に245円に決定いたしました。従いまして、平成18年1月30日の取締役

会では、「（５）新株予約権の行使に際しての払込金額」「（６）新株予約権の行使により発

行する株式の発行価額の総額」「（８）新株予約権の行使により発行する株式の発行価額のう
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ち資本に組み入れる額の総額」は未定で決議をしております。 

   前 連 結 会 計 年 度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

１）株式会社ロムテックジャパンの子会社化 

（株式交換方式による完全子会社化の実施） 

当企業グループは、連結会計年度より独自のマーケティングノウハウによる人材派遣事業を展開

し、当連結会計年度において営業利益の黒字化を達成し、今後も事業拡大に注力する方針でありま

す。このような状況の下、主に東京競馬場、中山競馬場の外郭団体へ競馬関連商品の販売促進を行

う人材派遣事業を展開する株式会社ロムテックジャパンを子会社化することにより、人材派遣事業

の発展と収益基盤をより一層強固にするとともに、競馬場内という高い集客力を持つ立地において、

コンシューマー向けサービスを拡充することが可能になるなど、当企業グループの既存事業との高

い相乗効果が見込める上、経営資源を効率的かつ柔軟に活用できる点等を評価し、平成17年3月25

日開催の当社取締役会決議に基づき、平成17年5月16日に株式交換方式により当社の完全子会社と

いたしました。 

 

 （株式交換の日程等） 

平成１７年３月２５日   株式交換契約書承認取締役会・株式交換契約書の締結 

平成１７年３月２５日   臨時株主総会の開催（株式会社ロムテックジャパン） 

平成１７年５月１６日   株式交換期日・株券交付日 

（注）１．商法３５８条第１項に基づき株主総会の承認を得ない簡易株式交換により実施 

  （株式交換比率等） 

株式会社アドバックス    （完全親会社）１ 

株式会社ロムテックジャパン （完全子会社）８１０．０ 

 

（注）１．株式の割当比率 

株式会社ロムテックジャパンの株式1株に対して、株式会社アドバックスの株式８１０

株を割当交付 

２．第三者機関による算定結果・算定方法及び算定根拠 

第三者機関が以下の方法で算出した結果を踏まえ、両者で協議の上で決定 

・株式会社アドバックス 株式交換契約書承認取締役会の前日までの直近６ヶ月間  

   （平成１６年９月２７日から平成１７年３月２４日まで）の㈱東京

証券取引所の終値平均株価（２２９円７９銭）１円未満を四捨五入

した２３０円 

・株式会社ロムテックジャパン 「DCF（ディスカウントキャッシュ・フロー）法」と「引

継簿価純資産額と事業計画上の利益（キャッシュ・フロー）をDCF法

により算定した数値」の併用 

３．株式交換により発行する新株式数  普通株式 ４０５，０００株 

４．株式交換交付金          支払わないものとする 

５．配当起算日       平成１７年４月１日 

 

２）当社子会社有限会社パワープレストが部分保有する「白浜スカイリゾートホテル」の直営化 

平成１７年６月２７日開催の取締役会において、当社の１００％子会社である有限会社パワー

プレストが部分保有する「白浜スカイリゾートホテル」を直営化して運営することを決議し、同

日付で下記のとおり契約を締結いたしました。 

 

（直営化の理由） 

当企業グループは現在、人材派遣事業・不動産関連事業・施設運営事業の３つの事業領域を軸

とした経営計画を推進しております。特に不動産関連事業に関しましては、事業強化を図るべく、

前連結会計年度、有限会社パワープレストを子会社化することにより、同社が保有する「白浜ス

カイリゾートホテル」（千葉県安房郡白浜町・全８階建）の１階から３階部分の敷地権・所有権

を取得し、現在は賃貸による売上を計上しております。同ホテルは南房総の美しい四季を背景に、
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当初の予想を上回る好調な業績で推移しており、今後も同地域の旅行需要の高まりにより来場者

の増加が予想されております。このような状況の下、同ホテルを直営化することにより、多様な

ニーズと運営上の問題点を迅速に把握し、的確な集客戦略や追加投資を実行することで、同ホテル

の顧客満足度の向上による一層の集客が可能になると判断し、今回の決定にいたりました。 

 

（直営化の方法） 

現在、同ホテルは有限会社パワープレストが１階から３階部分を保有し、４階から８階の客

室は区分所有者が保有しており、各々運営会社（株式会社ワールドマークコンサルタンツ）と賃

貸借契約を締結しております。そして、有限会社パワープレストは１階から３階部分に係わる賃

貸料を売上計上しております。今回当社は、下記の契約を締結した上で、運営会社となり、平成 

１７年７月１日より売上、経費等の全てを計上するものであります。また、同ホテルの日々のオ

ペレーション業務については運営業務受託会社（株式会社プラス・ワントータルプランニング）

に業務委託を行います。 

 

（契約の日程・契約の内容・契約相手会社の名称） 

平成１７年６月２７日 取締役会決議 

平成１７年６月２７日 賃貸借契約 （有限会社パワープレスト） 

平成１７年６月２７日 業務委託契約 （株式会社プラス・ワントータルプランニング） 

なお、同日付で当社子会社の有限会社パワープレストと株式会社ワールドマークコンサルタン

ツの賃貸借契約の解除契約を締結いたします。 

 

（直営化して売上計上を開始する日） 

平成１７年７月１日 
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平成 18 年３月期  第３四半期財務・業績の概況（個別） 

    平成 18 年２月 14 日 
上場会社名 株式会社アドバックス （コード番号：4749 東証マザーズ） 
（ＵＲＬ http://www. advax.jp  ）   
代 表 者  役職名  代表取締役会長兼社長  嶋田 彰 ＴＥＬ：（03）5216 - 1851 
問合せ先責任者  役職名  ＩＲ室長  酒井 圭吾 
 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 
① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 会計監査人の関与 ： 有 

   四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等
に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」
に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
２．平成 18 年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成 17 年４月１日～平成 17 年 12 月 31 日） 
(1) 経営成績の進捗状況                          （百万円未満切捨） 
 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期） 

純 利 益       
 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 

18 年３月期第３四半期    510  （△8.1）   △191  （ － ）   △183 （ － ）   △179 （ － ） 
17 年３月期第３四半期    555  （308.6）   △190  （ － ）   △205 （ － ）   △230 （ － ） 
(参考)17 年３月期    666 （139.7）   △272  （ － ）   △303 （ － ）   △498 （ － ） 

 
 １株当たり四半期 

（当期）純利益 
 円    銭 

18 年３月期第３四半期 △6   34  
17 年３月期第３四半期   △10   08  
(参考)17 年３月期 △20   97  

 (注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。 
 
(2) 財政状態の変動状況                          （百万円未満切捨） 
 総 資 産 株 主 資 本      株主資本比率 １株当たり 

株 主 資 本      
 百万円 百万円 ％ 円    銭 

18 年３月期第３四半期 767    655    85.3  22   30  
17 年３月期第３四半期 682    607    89.0  23   64  
(参考)17 年３月期 848    742    87.5  26   85  

 
３．平成 18 年３月期の業績予想（平成 17 年４月１日～平成 18 年３月 31 日） 

1 株当たり年間配当金  売上高 経常利益 当期純利益 
中間 期末  

 百万円 百万円 百万円 円   銭 円   銭 円   銭 

通     期 700    △145    △150    － 0  0 0  0 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  △５円 11 銭 
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４ 四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 

 (単位：千円) 

前第３四半期会計期間末

（平成16年12月31日）

当第３四半期会計期間末

（平成17年12月31日） 

前事業年度 
要約貸借対照表 

（平成17年３月31日） 科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

 ％ ％  ％

(資産の部)  

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  85,372 430,652 634,128 

２ 売掛金  270,668 11,314 23,544 

３ たな卸資産  4,267 11,646 2,446 

４ 未収消費税等 ※３ 4,802 8,812 9,009 

５ 関係会社短期貸付金  － 44,940 19,512 

６ その他  43,773 48,884 11,680 

貸倒引当金  － △801 － 

流動資産合計  408,884 59.9 555,450 72.3 700,322 82.5

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※１  

(1) 建物  5,423 64,254 5,006 

(2) 構築物  263 － － 

(3) その他  5,944 14,367 5,376 

有形固定資産合計  11,630 1.7 78,622 10.2 10,382 1.2

２ 無形固定資産  1,245 0.2 495 0.1 495 0.1

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  467 663 431 

(2) 関係会社株式  34,001 47,001 34,001 

(3) 関係会社長期貸付金  99,500 63,634 79,987 

(4) 敷金及び保証金  118,394 20,877 22,961 

(5) その他  31,895 24,270 23,145 

貸倒引当金  △23,100 △23,100 △23,100 

投資その他の資産合計  261,159 38.2 133,347 17.4 137,426 16.2

固定資産合計  274,035 40.1 212,465 27.7 148,305 17.5

資産合計  682,919 100.0 767,916 100.0 848,627 100.0
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(単位：千円) 

前第３四半期会計期間末

（平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成17年12月31日） 

前事業年度 
要約貸借対照表 

（平成17年３月31日） 科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

 ％ ％ ％

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  19,602 46,272  17,789 

２ 未払法人税等  1,486 1,185  9,412 

３ 未払費用  35,483 48,190  76,472 

４ その他  18,532 13,690  2,616 

流動負債合計  75,104 11.0 109,338 14.2 106,290 12.5

Ⅱ 固定負債    

１ 預り保証金  ― 3,567  ― 

固定負債合計  ― ― 3,567 0.5 ― ―

負債合計  75,104 11.0 112,906 14.7 106,290 12.5

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※２ 1,547,377 226.6 1,795,711 233.8 1,749,617 206.2

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  1,629,287 46,094  1,829,627 

資本剰余金合計  1,629,287 238.6 46,094 6.0 1,829,627 215.6

Ⅲ 利益剰余金    

１ 第３四半期（当期） 
未処理損失 

 2,569,131 1,187,068  2,837,029 

利益剰余金合計  △2,569,131 △376.2 △1,187,068 △154.6 △2,837,029 △334.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金  409 0.1 605 0.1 372 0.0

Ⅴ  自己株式  △126 △0.0 △332 △0.0 △249 △0.0

資本合計  607,815 89.0 655,009 85.3 742,337 87.5

負債・資本合計  682,919 100.0 767,916 100.0 848,627 100.0
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(2) 四半期損益計算書 

(単位：千円) 

前第３四半期会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年12月31日)

 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 
科目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比

  ％ ％  ％

Ⅰ 売上高  555,642 100.0 510,856 100.0 666,616 100.0

Ⅱ 売上原価  528,452 95.1 189,340 37.1 638,546 95.8

売上総利益  27,190 4.9 321,516 62.9 28,070 4.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費  217,341 39.1 512,643 100.3 300,262 45.0

営業損失  190,151 △34.2 191,127 △37.4 272,192 △40.8

Ⅳ 営業外収益 ※１ 1,975 0.4 9,412 1.8 3,015 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※２ 17,113 3.1 2,008 0.4 34,487 5.2

経常損失  205,289 △36.9 183,723 △36.0 303,663 △45.6

Ⅵ 特別損失 ※３ 26,332 4.7 － － 199,335 29.9

税引前第３四半期 
(当期)純損失 

 231,621 △41.7 183,723 △36.0 502,999 △75.5

法人税、住民税 
及び事業税 

 △1,079 △0.2 △4,058 △0.8 △4,558 △0.7

第３四半期(当期) 
純損失 

 230,542 △41.5 179,665 △35.2 498,440 △74.8

前期繰越損失  2,338,588 1,007,402  2,338,588 

第３四半期(当期) 
未処理損失 

 2,569,131 1,187,068  2,837,029 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 

前第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日) 

 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年12月31日)

 

前事業年度 

( 自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日 )

 
当社は、前事業年度に引き続き、

当第３四半期会計期間においても

190百万円の営業損失を計上し、継

続的に営業損失が計上されていま

す。当該状況により、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、当該状況を解消するた

め、それぞれの事業領域において具

体的な経営計画を着実に実行してま

いります。 

雪関連事業は、収益改善が難しい

状況が続いておりますが、引き続き

直営施設のコスト管理を徹底し、継

続的な集客イベント等を実施するこ

とにより、来場客数の季節変動を極

力抑えるよう努めてまいります。 

不動産関連事業は、これまでの事

業活動における顧客基盤と情報収集

力を活用し、テナントリーシング事

業の拡大に注力するとともに、リノ

ベーション事業（オフィスビル等の

再生事業）においても顧客ニーズに

即した居住空間・設備の再設計ノウ

ハウを活用し、継続して付加価値の

高いサービスを提供することにより

利益確保を目指します。また、安定

的な収益基盤を構築するため、不動

産投資も検討してまいります。 

広告関連事その他事業は、今後の

受注状況に応じて人員調整を行うな

ど柔軟に組織変更を行う予定にして

おります。 

人材派遣事業は、主に子会社の㈱

ADVAX－MASHにおいて大手プロバイ

ダの街頭集客プロモーションへの人

材派遣、タレントの派遣、軽作業の

請負等を行っておりますが、徐々に

実績を積み、事業基盤が整ってまい

りました。今後も、経営資源を積極

的に投下し、営業力の強化に努め、

特色のある人材派遣会社として利益

確保を図ってまいります。 

また、当社は、平成16年７月９日

および９月30日に、第三者割当増資

を実行し、合計575百万円の資金調

達を行いました。この資金を拡大の

見込める事業領域に効率的に配分し

てまいります。一方で、将来的に抜

本的な収益改善が見込めない事業領

域からは撤退を視野にいれた事業再

編成に取り組んでまいります。 

当社は、前事業年度に引き続き、

当第３四半期会計期間においても

191百万円の営業損失を計上し、継

続的に営業損失が計上されていま

す。当該状況により、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、当該状況を解消するた

め、それぞれの事業領域において具

体的な経営計画を着実に実行してま

いります。 
不動産関連事業は、テナントリー

シング事業を始め、幅広く展開して

おりましたが、営業利益率を重視

し、事業内容の再検討を行い、その

結果、テナントリーシング事業、リ

ノベーション事業を縮小し、安定的

な収益基盤を構築するため、継続し

て不動産投資に注力する予定にして

おります。 
人材派遣事業は、子会社の㈱

ADVAX－MASH、第１四半期連結会計

期間に子会社化した㈱ロムテックジ

ャパン共に、受注の増加により順調

に業績が伸張しております。人材派

遣事業は市場自体が今後も一層拡大

すると見込まれておりますので、新

しいニーズを的確に把握し、営業力

の強化を図りつつ業容拡大に努める

とともに、特色のある人材派遣会社

として利益確保を図ってまいりま

す。 

ホテル事業は、「白浜スカイリゾ

ートホテル」（千葉県安房郡白浜

町・全８階建）が堅調に推移し、今

後も同地域の旅行需要の高まりによ

り来場者の増加が予想されておりま

す。当社では、多様なニーズと運営

上の問題点を迅速に把握し、的確な

集客戦略や追加投資を実行すること

で、顧客満足度の向上による一層の

集客と収益拡大を図ってまいりま

す。 

その他事業につきましては、東京

競馬場、中山競馬場において飲食店

を運営する東都アイ・エヌ・ティー

㈱と、第１四半期連結会計期間には

東京タワー内において甘味処「ふく

あん」をオープンいたしましたが、

業績が全般的に低迷しておりますの

で、採算性重視の店作りに取り組ん

でまいります。 

当社は、前期120百万円、当期272

百万円の営業損失を計上しておりま

す。当該状況により、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、当該状況を解消す

るため、それぞれの事業領域におい

て具体的な経営計画を着実に実行し

てまいります。 

 

雪関連事業は、不採算部門であっ

た直営施設「スノーヴァ香椎」が今

後、抜本的な収益改善を見込めない

との判断により、平成17年３月28日

付で閉鎖いたしました。これによ

り、今後のキャッシュ・フローの大

幅な改善が見込まれると共に、当社

の経営課題であった不採算事業の整

理が事実上完了いたしました。今後

は、利益率の高い人工雪の安定供給

に専念する予定であります。 

不動産関連事業につきましては、

テナントリーシング事業の拡大に注

力するとともに、リノベーション事

業（オフィスビル等の再生事業）に

おいても顧客ニーズに即した居住空

間・設備の再設計ノウハウを活用

し、付加価値の高いサービスを提供

することにより利益確保を目指しま

す。また、安定的な収益基盤を構築

するため、継続して不動産投資も検

討してまいります。 

広告関連その他事業は、今後の受

注状況に応じて人員調整を行うなど

柔軟に組織変更を行う予定にしてお

ります。 

人材派遣事業は、主に子会社の㈱

ADVAX－MASHにおいて大手プロバイ

ダの街頭集客プロモーションへの人

材派遣、タレントの派遣、軽作業の

請負等を行っておりますが、受注の

増加により順調に業績が伸張し、当

期においては営業利益の黒字化を達

成いたしました。さらに安定的な収

益基盤を確立するため、平成17年５

月16日には株式交換の手法により人

材派遣事業を展開する株式会社ロム

テックジャパンを完全子会社化いた

しました。今後も営業力の強化を図

りつつ業容拡大に努めると共に、特

色のある人材派遣会社として利益確

保を図ってまいります。 
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前第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日) 

 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年12月31日)

 

前事業年度 

( 自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日 )

 
当社は、上述の再建計画を着実に

実行し、構造的な赤字体質から脱却

し、全ての事業部門で利益を確保す

ることを目標としております。 

四半期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四半期財務諸表

には反映しておりません。 

 

また一層の事業拡大と財務体質の

強化を図るべく、平成18年１月30日

には、株式会社ビジネスバンクコン

サルティングと業務・資本提携につ

いて基本合意し、平成18年４月より

コンサルティング事業を開始すると

共に、平成18年２月20日に第三者割

当増資による新株式発行並びに第三

者割当による新株予約権の発行を行

う予定にしております。 

当社は、上述の経営計画を着実に

実行し、営業利益を確保できる企業

体質を構築してまいります。 

 

四半期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四半期財務諸表

には反映しておりません。 

その他事業につきましては、特に

飲食関連事業に注力しており、平成

16年12月には東京競馬場、中山競馬

場において飲食店を運営する東都ア

イ・エヌ・ティー㈱を完全子会社化

すると共に、平成17年４月には東京

タワー内において甘味処「ふくあ

ん」をオープンいたしました。いず

れも高い集客力を誇ると共に知名度

の高い施設であり、当社は今後も立

地重視の店舗展開を検討してまいり

ます。 

また、当社は、当期に計３回の第

三者割当増資を実行し、総額976百

万円の資金調達を行いました。この

資金を有効に活用し、特に当期にお

いて営業利益の黒字化を達成した人

材派遣事業を中心に事業拡大を図る

べく、その手法としてM＆A等も積極

的に活用してまいります。 

当社は、上述の経営計画を着実に

実行し、構造的な赤字体質から脱却

し、全ての事業部門で利益を確保す

ることを目標としております。 

 

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

疑義の影響を財務諸表には反映して

おりません。 
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
前第３四半期会計期間 

( 自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日 )

 

当第３四半期会計期間 

( 自 平成17年４月１日
至 平成17年12月31日 )

 

前事業年度 

( 自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 )

 
１ 資産の評価基準及び

評価方法 

(1) 有価証券 

子会社及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

 

(1) 有価証券 

子会社及び関連会社株式 

同左 

(1) 有価証券 

子会社及び関連会社株式 

同左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

四半期決算末日の市場価格

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） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算末日の市場価格に基づ

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） 

時価のないもの 

  同左 

 (2) たな卸資産 

商品 

移動平均法による原価法 

原材料 

  移動平均法による原価法 

 

(2) たな卸資産 

商品 

同左 

原材料 

同左 

 

(2) たな卸資産 

商品 

同左 

原材料 

－ 

２ 固定資産の減価償却

の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法によっておりま

す。但し、平成10年４月１

日以降取得した建物(建物

付属設備は除く)について

は、定額法によっておりま

す。 

  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、法人税法の規定に

基づく３年均等償却を行っ

ております。 

 また、耐用年数について

は、法人税法に規定する方

法と同一の基準によってお

ります。 

 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

(1) 有形固定資産   

同左 

(2) 無形固定資産 

    定額法によっておりま

す。 

但し、ソフトウェア(自社

利用分)については、社内に

おける利用可能期間(５年)

に基づく定額法によってお

ります。 

なお、耐用年数について

は、法人税法に規定する方

法と同一の基準によってお

ります。 

 

(2) 無形固定資産  

－ 
(2) 無形固定資産 

    定額法によっておりま

す。 

但し、ソフトウェア(自社

利用分)については、社内に

おける利用可能期間(５年)

に基づく定額法によってお

ります。 

なお、耐用年数について

は、法人税法に規定する方

法と同一の基準によってお

ります。 

 

(3) 長期前払費用 

    定額法によっておりま

す。 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 
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項目 
前第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年12月31日)

 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 
３ 引当金の計上基準 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

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。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

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 その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成の

ための基本となる重

要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同左 

 

 

消費税等の会計処理 

同左 
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注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 

 

前第３四半期会計期間末 

（平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成17年12月31日） 

前事業年度末 

（平成17年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

12,392千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

11,354千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,663千円

※２ 発行済株式の増加 

    平成16年7月9日付の第三者割当

増資 

   発行株式数  3,510,000株 

   発行価額      86円 

   資本組入額     43円 

  平成16年9月30日付の第三者割

当増資 

   発行株式数  1,874,000株 

   発行価額      146円 

   資本組入額     73円 

新株予約権の行使 

   発行株式数     195,000株 

   発行価額       42円 

 資本組入額     21円 

新株予約権の行使 

   行使株式数     200,000株 

   行使価額       78円 

資本組入額      39円 

※２ 発行済株式の増加 

    平成17年5月16日付の株式交換 

   発行株式数       405,000株 

   発行価額       230円 

    資本組入額      16円 

新株予約権の行使 

   発行株式数  1,014,000株 

   発行価額       42円 

   資本組入額     21円  

新株予約権の行使 

   発行株式数     300,000株 

   発行価額      122円 

   資本組入額     61円  

※２ 発行済株式の増加 

    平成16年7月9日付の第三者割当

増資 

   発行株式数  3,510,000株 

   発行価額      86円 

   資本組入額     43円 

  平成16年9月30日付の第三者割

当増資 

   発行株式数  1,874,000株 

   発行価額      146円 

   資本組入額     73円 

  平成17年2月23日付の第三者割

当増資 

   発行株式数  1,900,000株 

   発行価額      211円 

   資本組入額     106円 

新株予約権の行使 

   行使株式数     235,000株 

   行使価額       42円 

    資本組入額      21円 

新株予約権の行使 

   行使株式数     200,000株 

   行使価額       78円 

資本組入額      39円 

※３  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、「未収消費税

等」に含めて表示しておりま

す。 

※３  消費税等の取扱い 

同左 
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 (四半期損益計算書関係) 

 

前第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年12月31日)

 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 
※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 1,061千円 

  

 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 2,472千円

賃貸収入 1,601千円

 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息  1,798千円

 

※２ 営業外費用の主要項目 

新株発行費 17,111千円 

 

※２ 営業外費用の主要項目 

新株発行費 1,133千円

 

※２ 営業外費用の主要項目 

新株発行費  32,922千円

 

※３ 特別損失の主要項目 

本社移転費用 2,887千円 

貸倒引当金 
繰入額 

23,100千円 

 

 

       

※３ 特別損失の主要項目 

施設撤退損失  150,384千円

貸倒引当金 
繰入額 

 23,100千円

 
４ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,086千円 

無形固定資産 749千円 

 

４ 減価償却実施額 

有形固定資産 9,691千円

 

４ 減価償却実施額 

有形固定資産 2,904千円

無形固定資産 1,000千円
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(リース取引関係) 

 

前第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年12月31日)

 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日
至 平成17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 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び第３四

半期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 

減価償却累 
計額相当額 

四半期末 
残高相当額 

 （千円） （千円） （千円） 

建物 621,174 326,116 295,057 

合計 621,174 326,116 295,057 

  

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及び当第３四

半期末残高相当額 

 取得価額

相当額 

減価償却累

計額相当額

四半期末

残高相当額

 （千円） （千円） （千円）

工具器具

及び備品
1,680 420 1,259

車両 

運搬具 
7,461 1,138 6,323

ソフト 

ウェア 
2,950 737 2,212

合計 12,091 2,295 9,795

 

 

 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及び期末残

高相当額 

 

該当事項はありません。 

２ 未経過リース料第３四半期末残

高相当額 

１年内 72,000千円

１年超 294,000千円

合計 366,000千円

 
 

２ 未経過リース料当第３四半期末

残高相当額 

１年内 2,405千円

１年超 7,502千円

合計 9,907千円

  
 

２ 未経過リース料期末残高相当額

該当事項はありません。 

 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 49,769千円

減価償却費 
相当額 

47,281千円

支払利息相当額 5,982千円

 
 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 1,286 千円

減価償却費 
相当額 

1,221 千円

支払利息相当額 208 千円

  
 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 67,769千円

減価償却費 
相当額 

62,810千円

支払利息相当額 7,802千円
 

４ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

(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 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

同左 

４ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

同左 

 (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。 
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(有価証券関係) 

前第３四半期会計期間末(平成16年12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。 

当第３四半期会計期間末(平成17年12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。 

前 事 業 年 度 末(平成17年３月31日) 

   子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

(１株当たり情報) 

 

項目 
前第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年12月31日)

 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 

１株当たり純資産額 23円 64銭 22円 30銭 26円 85銭

１株当たり第３四半期 

(当期)純損失 
10円 08銭 6円 34銭 20円 97銭

潜在株式調整後１株当たり 

第３四半期(当期)純利益 

 潜在株式調整後１株当

たり第３四半期純利益金額

については、第３四半期純

損失が計上されているた

め、記載しておりませ

ん。    

  

同左 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額につ

いては、当期純損失が計

上されているため、記載

しておりません。 

 

 (注)１株当たり第３四半期（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

項目 
前第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年12月31日)

 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 

１株当たり第３四半期(当期)純損失  

第３四半期(当期)純損失(千円) 230,542 179,665 498,440 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ― 

普通株式に係る第３四半期(当期) 

純損失(千円) 
230,542 179,665 498,440 

普通株式の期中平均株式数(株) 22,863,626 28,335,173 23,764,455

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり第３四半期(当期)純利益

の算定に含まれなかった潜在株式の概要  

新株予約権

4,850個

   

新株予約権

3,496個

   

新株予約権

4,810個
 

 

(重要な後発事象) 

前第３四半期会計期間（自平成16年４月１日 至 平成16年12月31日） 

               連結資料の記載と同様であります。 

当第３四半期会計期間（自平成17年４月１日 至 平成17年12月31日） 

連結資料の記載と同様であります。 

前 事 業 年 度（自平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

         連結資料の記載と同様であります。 

 


