
2006/08/14  1:04:56 PM  第１版 

 

 - 1 -

 

平成 19 年３月期  第１四半期財務・業績の概況（連結） 

    平成 18 年８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 ）  ＴＥＬ：（03）5216-1861 

問 合 せ 先       代表者役職・代表取締役社長 小澤 雅治 

                責任者役職・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 ： 無 
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ： 無 
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 19 年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成 18 年４月１日 ～ 平成 18 年６月 30 日） 
(1) 連結経営成績の進捗状況 

 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   ％

19 年３月期第１四半期 317    107.6 △76   －  △77   － △78    － 

18 年３月期第１四半期 152    165.5 △74   －   △70   －  △71    －  

(参考)18 年３月期 1,206  ( 33.5) △233 ( － ) △234 ( － ) △239  ( － )

 

 
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

19 年３月期第１四半期 △2    47 ―

18 年３月期第１四半期 △2   55 ―

(参考)18 年３月期 △8    31 ―

 (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しております。 

 
 
［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当四半期連結会計期間における当企業グループの売上高は 317 百万円（前年同期 152 百万円）となり、対前年

同期比 107.6％増加いたしました。これは当企業グループにおける全ての事業部門において業績が比較的堅調に推

移したことによります。利益につきましては、連結営業利益△76 百万円（前年同期△74 百万円）となりました。

これは子会社群が総じて堅調に推移したものの、単体業績が振るわなかったことによります。 

連結経常利益につきましては△77 百万円（前年同期△70 百万円）、四半期純利益につきましては△78 百万円  

（前年同期△71 百万円）となりました。 

 

なお、単体売上高は 199 百万円（前年同期 44 百万円）と対前年同期比 347.2％増加いたしました。これはホテ

ル事業の売上高が増加したことによります。利益につきましては、営業利益△80 百万円（前年同期△78 百万円）

となりました。これは主に新規事業として開始したコンサルティング事業で大幅な営業損失を計上したことによ

ります。 

経常利益につきましては△81 百万円（前年同期△73 百万円）、四半期純利益につきましては△79 百万円    

（前年同期△72 百万円）となりました。 
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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 と前連結会計年度に 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スタッフ派遣、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

開拓いたしました。 

これらの結果、人材派遣事業における売上高は 111 百万円（前年同期 94 百万円）、営業利益は２百万円（前年

同期３百万円）となり、堅調に推移いたしました。 

②ホテル事業 

当該事業につきましては、新規事業として前連結会計年度から子会社である㈲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」（千葉県南房総市・全８階建）を直営化して運営を開始いたしました。 

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、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。 

当四半期連結会計期間は、閑散期ではあったものの、的確な集客戦略や追加投資を行ったことにより、予想を

上回る集客を達成し、増収には貢献いたしましたが、販売費及び一般管理費が増加したこともあり、利益面では

営業利益ベースでの黒字には至りませんでした。 

これらの結果、ホテル事業における売上高は 187 百万円、営業利益は△13 百万円となりました。 

③その他事業 

飲食関連事業につきましては、東都アイ・エヌ・ティー㈱が、東京競馬場および中山競馬場において運営する

飲食店の運営ノウハウの蓄積に努めました。また前連結会計年度には、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しました。 

しかしながら、当四半期連結会計期間における飲食関連事業は、顧客のニーズを捉えきれず業績は全般に低迷

いたしました。今後は抜本的な運営体制の変更も視野に入れて、魅力ある店舗づくりに努めてまいります。 

また、広告関連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が、当四半期連結会計期間における業績は、全般的に低迷いたしました。 

さらに、当企業グループは、新規事業として当連結会計年度より J-SOX 法（日本版企業改革法）に即して最適

化された内部統制の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する準備を進めてまいりまし

た。当該事業は、上場会社並びにその関連する子会社等が対象となることを背景に当該分野に精通した取締役を

招聘し、積極的な営業活動を展開いたしました。しかしながら、予想に反して受注状況が不振を極め、売上を計

上するには至りませんでした。 

これらの結果、その他事業における売上高は 17 百万円、営業利益は△32 百万円となりました。 

 

なお、各事業のセグメント別の売上高は下表のとおりであります。 

 
平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 

第１四半期 第１四半期 
前期（通期） 

区     分 
金額 

（百万円）
構成比 

金額 

（百万円）
構成比 

金額 
（百万円） 

構成比 

不 動 産 関 連 事 業 25   16.1％ - -％ 25 2.1 ％

広 告 関 連 そ の 他 事 業 23  15.1 - -  52 4.3

人 材 派 遣 事 業 91 60.5 111 35.1  396 32.8  

ホ テ ル 事 業 - - 187 59.3  680 56.4  

そ   の   他   事   業 12 8.3 17 5.6  53 4.4  

合       計 152 100.0 317 100.0  1,206 100.0  

（注）当四半期連結会計期間より、従来、事業区分としておりました「不動産関連事業」及び「広告関連その他

事業」は、金額的重要性が低下したため「その他事業」に含めて表示しております。 
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(2) 連結財政状態の変動状況 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 
１株当たり 
純 資 産 

 百万円 百万円 ％  円    銭

19 年３月期第１四半期 1,175 1,040 85.2 32   44 

18 年３月期第１四半期 878 768 87.5 27   38  

(参考)18 年３月期 1,210 1,009 83.4 32   49  

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高         

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年３月期第１四半期 △92 0 65 794

18 年３月期第１四半期 △147 5 △1 505 

(参考)18 年３月期 △221 △40 433 821

 
［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

当四半期連結会計期間末における当企業グループの総資産は 1,175 百万円（前連結会計年度末 1,210 百万円）

となり、対前連結会計年度末比で 2.8％の減少となりました。これは主に現金及び預金が 26 百万円減少し、有形

固定資産が 6百万円減少したこと等によります。 

負債は 134 百万円（前連結会計年度末 201 百万円）となり、対前連結会計年度末比で 33.3％減少いたしました。

これは主に買掛金が 16 百万円、未払費用が 5百万円減少したこと等によります。 

純資産は 1,040 百万円（前連結会計年度末 1,009 百万円）となり、自己資本比率は 85.2％となりました。 

 

当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、92 百万円の支出となりました。これは主に税金

等調整前第 1四半期純損失が 77 百万円計上されたこと等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、0.6 百万円の収入となりました。 

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、65 百万円の収入となりました。これは主に新株予約権（ストックオプシ

ョン）の権利行使に伴う株式の発行による収入 66 百万円等があったことによるものであります。 

 

以上の結果、当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 26 百万円減少し、    

794 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、当四半期連結会計期間において 76 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△92 百万円となっており、継続的に営業損失を計上し、また、営業キャッシュ・フローもマ

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。 

人材派遣事業につきましては、子会社の㈱ADVAX－MASH、㈱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。 

ホテル事業につきましては、同ホテルを取巻く様々な経営環境を勘案し、展開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、中山競馬場における飲食店運営並びに東京タワー内における甘味処

「ふくあん」共に、高い集客力を誇る知名度の高い施設でありますので、今後は抜本的な運営体制の変更も視野

に入れて、魅力ある店舗づくりに努めてまいります。 

また、コンサルティング事業につきましても対象となるコアターゲットの見直やサービス内容の再検討を行い、

建て直しを図ってまいります。 
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なお、当企業グループは、平成 18 年４月６日付で株式交換によりチャンスラボ㈱・㈱アドクロスを完全子会社

化すると共に、チャンスラボ㈱の 100％子会社である㈱チャンスイットを当社の孫会社とすることについて基本合

意書を締結いたしました。その後、平成 18 年５月 26 日開催の各々の取締役会における株式交換契約の締結を経

て、平成 18 年６月 28 日開催の当社第 14 回定時株主総会において承認可決されております。 

チャンスラボ㈱は、専門的かつ高度なシステム開発事業・ネットワーク構築・運用保守事業に強固な基盤と実

績を有しており、かつエンジニアが不足している現状においては、同社を子会社化することにより、既に当企業

グループの主要な事業領域となっている人材派遣事業との相乗効果により、クライアントに対する幅広いサービ

スの提供を推進することが可能になります。 

また、同社はアフィリエイト型（成功報酬型）広告事業も行っており、その 100％子会社である㈱チャンスイッ

トにおいては、会員数 320 万人を超える懸賞サイト「Chance It！」を運営し、各種ネット広告事業を行っており

ます。さらに㈱アドクロスにおきましてもアフィリエイト型（成功報酬型）広告事業を展開し、会員数 40 万人を

超えるサイト「Get Money!」の運営を行っております。このように、子会社となる３社全てがネット広告事業分

野において高度な技術力と運営ノウハウを有しており、今後、様々な協調による多面的な事業領域の拡大が可能

になることで当企業グループの一層の飛躍を見込んでおります。 

 

当企業グループは、これらの抜本的な企業再生に向けた抜本的な取り組みを着実に実行し、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まいります。 

 

 
３．平成 19 年３月期の連結業績予想（平成 18 年４月１日 ～ 平成 19 年３月 31 日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

百万円 百万円 百万円

中  間  期 1,000 △75 △80 

通     期 3,100 △90 △95 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）△1円 96 銭（発行済株式数の増加による修正を加えております。） 

 
［業績予想に関する定性的情報等］ 
当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、個別共に増収となり、利益はほぼ横ばいで推移し

ております。 

連結業績予想につきましては、平成 18 年８月１日の株式交換によりチャンスラボ㈱・㈱アドクロスを完全子会

社化すると共に、チャンスラボ㈱の 100％子会社である㈱チャンスイットを当社の孫会社としたことにより、第２

四半期以降において大幅に連結売上高が増加する見込みであります。また既存の子会社群の業績も総じて堅調に

推移しております。従いまして、中間期、通期共に売上高、経常利益ならびに当期純利益の予想を達成すること

は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も、「白浜スカイリゾートホテル」が総じて堅調に推移しておりますので、中間期、

通期共に売上高、経常利益ならびに当期純利益の予想を達成することは可能であると認識しております。 

 

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 18 年５月 26 日の公表数

値の変更はございません。 

 

なお、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等 

(1) 四半期連結貸借対照表 

  

前第１四半期連結会計期間末
(平成17年６月30日現在) 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成18年６月30日現在) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

(平成18年３月31日現在) 科目 

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   505,897 794,800   821,182

 ２ 受取手形及び売掛金  93,389 68,349   73,979

 ３ たな卸資産   3,086 7,876   10,190

 ４ その他   6,516 44,945   31,727

   貸倒引当金   △1,408 △900   △900

   流動資産合計   607,481 69.1 915,070 77.9  936,179 77.3

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産 ※１    

  (1) 建物及び構築物  64,850 97,384  100,687 

  (2) その他  26,680 91,531 10.4 27,130 124,514 10.6 29,621 130,309 10.8

 ２ 無形固定資産     

(1) のれん  － 98,225  － 

  (2) 営業権  33,346 －  25,742 

(3) 連結調整勘定  95,083 －  80,034 

(4) その他 495 128,925 14.7 4,967 103,192 8.8 5,240 111,017 9.2

 ３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券 ※２ 475 369  489   

(2) 敷金及び保証金 32,597 17,810  17,810   

(3) その他 40,608 37,318  38,116   

      貸倒引当金 △23,100 50,580 5.8 △23,100 32,398 2.7 △23,100 33,316 2.8

   固定資産合計   271,037 30.9 260,106 22.1  274,643 22.7

   資産合計   878,519 100.0 1,175,177 100.0  1,210,823 100.0
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前第１四半期連結会計期間末
(平成17年６月30日現在) 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成18年６月30日現在) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

(平成18年３月31日現在) 科目 

金額（千円） 構成比 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  36,943 47,518   64,420

２ 
１年以内返済予定 
 長期借入金 

  4,960 2,760   3,160

  ３ 未払費用   55,549 69,880   75,249

 ４ 未払法人税等   1,038 2,638   4,205

 ５ その他   3,915 4,623   46,534

   流動負債合計   102,408 11.7 127,421 10.8  193,571 16.0

Ⅱ 固定負債     

 １ 長期借入金   7,692 4,932   5,622

  ２  その他   ― 2,126   2,000

   固定負債合計   7,692 0.9 7,058 0.6  7,622 0.6

   負債合計   110,100 12.5 134,480 11.4  201,193 16.6

(少数株主持分)    

    少数株主持分   ― ― ― ―  ― ―

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,756,117 199.9 ― ―  1,961,516 162.0

Ⅱ 資本剰余金   86,650 9.9 ― ―  290,549 24.0

Ⅲ 利益剰余金   △1,074,431 △122.3 ― ―  △1,242,533 △102.6

Ⅳ その他有価証券評価差額金  416 0.0 ― ― 0.0 431 0.0

Ⅴ 自己株式   △332 △0.0 ― ―  △332 △0.0

資本合計   768,419 87.5 ― ―  1,009,629 83.4

  負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  878,519 100.0 ― ―  1,210,823 100.0

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本     

 １ 資本金   ― ― 1,996,516 169.9  ― ―

  ２  資本剰余金   ― ― 325,549 27.7  ― ―

  ３  利益剰余金   ― ― △1,320,879 △112.4  ― ―

  ４  自己株式   ― ― △332 △0.0  ― ―

株主資本合計   ― ― 1,000,852 85.2  ― ―
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前第１四半期連結会計期間末
(平成17年６月30日現在) 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成18年６月30日現在) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

(平成18年３月31日現在) 科目 

金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比

  ％ ％  ％

Ⅱ 評価・換算差額等     

 その他有価証券評価差額金  ― ― 184 0.0  ― ―

   評価・換算差額等合計  ― ― 184 0.0  ― ―

Ⅲ 新株予約権     

新株予約権   ― ― 39,660 3.4  ― ―

   新株予約権合計   ― ― 39,660 3.4  ― ―

Ⅳ 少数株主持分   ― ― ― ―  ― ―

   純資産合計   ― ― 1,040,697 88.6  ― ―

   負債、少数株主持分 
及び純資産合計 

 ― ― 1,175,177 100.0  ― ―
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(2) 四半期損益計算書 

  

前第１四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年６月30日)

 

当第１四半期連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年６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)

 
科目 

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   152,742 100.0 317,181 100.0  1,206,293 100.0

Ⅱ 売上原価   112,254 73.5 154,339 48.7  586,169 48.6

   売上総利益   40,487 26.5 162,841 51.3  620,124 51.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  114,848 75,2 238,979 75.3  853,615 70.8

   営業損失   74,360 △48.7 76,137 △24.0  233,491 △19.4

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  214 103 873 

 ２ その他  4,297 4,511 3.0 1,787 1,891 0.6 9,467 10,340 0.9

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  98 51 365 

 ２ 新株発行費  259 3,340 9,908 

 ３ その他  36 393 0.3 56 3,447 1.1 1,175 11,448 1.0

   経常損失   70,242 △46.0 77,693 △24.5  234,599 △19.4

税金等調整前四半期(当期) 
純損失 

 70,242 △46.0  77,693 △24.5  234,599 △19.4

  法人税、住民税 
  及び事業税 

  801 0.5 652 0.2  4,547 0.4

   第１四半期(当期)純損失  71,044 △46.5 78,345 △24.7  239,146 △19.8
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(3) 四半期連結剰余金計算書 

 

  
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年6月30日) 

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) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  1,829,627 1,829,627

Ⅱ 資本剰余金増加高  

 １ 増資による新株式の発行  ― 203,899

 ２ 株式交換に伴う増加高  86,650 86,650 86,650 290,549

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 1,829,627 1,829,627

Ⅳ 資本剰余金期末残高  86,650 290,549

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △2,833,014 △2,833,014

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 1,829,627 1,829,627

Ⅲ 利益剰余金減少高  

 １ 第１四半期（当期）純損失  71,044 71,044 239,146 239,146

Ⅳ 利益剰余金期末残高  △1,074,431 △1,242,533
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 (4) 四半期連結株主資本等変動計算書 

当第1四半期連結会計期間（自平成18年４月１日  至 平成18年６月30日） 

（単位：千円) 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高 1,961,516 290,549 △1,242,533 △332 1,009,198 

当第１四半期中の変動額   

新株の発行 35,000 35,000 ― ― 70,000 

第１四半期純損失 ― ― △78,345 ― △78,345 

株主資本以外の項目の連結会計期間
中の変動額（純額） 

― ― ― ― ― 

当第１四半期中の変動額合計 35,000 35,000 △78,345 ― △8,345 

平成18年６月30日残高 1,996,516 325,549 △1,320,879 △332 1,000,852 

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

新株予約権 純資産合計 

平成18年３月31日残高 431 431 39,660 1,049,289 

当第１四半期中の変動額  

新株の発行 ― ― ― 70,000 

第１四半期純損失 ― ― ― △78,345 

株主資本以外の項目の連結会計期間
中の変動額（純額） 

△246 △246 ― △246 

当第１四半期中の変動額合計 △246 △246 ― △8,592 

平成18年６月30日残高 184 184 39,660 1,040,697 

 

 



ファイル名:050_0309200661412 更新日時:2006/08/14 12:21 印刷日時:06/08/14 13:08 

- 11 - 

(5) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

前第1四半期連結会計期間

(
自平成17年４月１日

至平成17年６月30日 )
 

当第1四半期連結会計期間 

(
自平成18年４月１日 

至平成18年６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 )
 

科目 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 
  
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前第１四半期(当期)純損失 △70,242 △77,693 △234,599

 減価償却費 4,054 6,068 25,007

 のれん償却費 ― 7,551 ―

 営業権償却 2,534 ― 10,138

 連結調整勘定償却額 3,680 ― 18,729

 貸倒引当金の増加額 1,408 ― 900

 受取利息及び受取配当金 △214 △103 △873

 支払利息 98 51 365

 新株発行費 259 3,340 9,908

 売上債権の減少額 18,933 5,630 38,343

 たな卸資産の増減額（増加:△） △395 2,313 △7,499

 仕入債務の増減額（減少:△） △19,639 △16,902 7,837

 その他 △44,149 △21,680 △44,645

小計 △103,672 △91,425 △176,387

 利息及び配当金の受取額 214 103 873

 利息の支払額 △98 △51 △365

施設撤退による支出 △39,747 ― △39,747

 法人税等の支払額 △4,584 △1,237 △6,144

営業活動によるキャッシュ・フロー △147,888 △92,609 △221,770

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 △25,439 ― △84,440

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収入 40,261 ― 40,261

出資による支出 ― ― △20

 貸付金の回収による収入 186 657 1,623

 敷金及び保証金の差入れによる支出 △9,585 ― △10,685

 敷金及び保証金の回収による収入 ― ― 15,887

敷金及び保証金の預りによる収入 ― ― 2,000

 投資活動によるキャッシュ・フロー 5,421 657 △40,849

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 △1,290 △1,090 △5,160

新株予約権の発行による収入 ― ― 39,660

 株式の発行による収入 ― 66,660 399,389

 株式の発行による支出 △259 ― ―

 自己株式取得による支出 △82 ― △82

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,631 65,570 433,807

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:△) △144,097 △26,382 171,186

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 649,995 821,182 649,995

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末 
(期末)残高 

505,897 794,800 821,182
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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１四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日 ) 

 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年６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)

 
当企業グループは、当四半期連結会

計期間において74百万円の営業損失を
計上し、また、営業キャッシュ・フロ
ー面においても△147百万円となって
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。 
 
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」を前連結
会計年度中に閉鎖いたしました。これ
により、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、引

続きテナントリーシング事業に注力す
るとともに、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。 
人材派遣事業は、子会社の㈱ADVAX

－MASH、当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。 
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、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㈱を完全子会社化するとと
もに、当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。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、平成17年７月１日からは子会

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
直営化して運営することを決定してお
ります。同ホテルは、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。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。 

 

当企業グループは、当四半期連結
会計期間において76百万円の営業損
失を計上し、また、営業キャッシ
ュ・フロー面においても△92百万円
となっており、継続的に営業損失を
計上しまた、営業キャッシュ・フロ
ーも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。 
 
人材派遣事業につきましては、子

会社の㈱ADVAX－MASH、㈱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。 
ホテル事業につきましては、今後

も同ホテルを取巻く様々な経営環境
を勘案し、展開を図ってまいりま
す。 
その他事業につきましては、東京

競馬場、中山競馬場における飲食店
運営並びに東京タワー内における甘
味処「ふくあん」共に、高い集客力
を誇る知名度の高い施設ではありま
すので、今後は抜本的な運営体制の
変更も視野に入れて、魅力ある店舗
づくりに努めてまいります。 
また、コンサルティング事業につ

きましても対象となるコアターゲッ
トの見直やサービス内容の再検討を
行い、建て直しを図ってまいりま
す。 
 
なお、当企業グループは、平成

18年４月６日付で株式交換によりチ
ャンスラボ㈱・㈱アドクロスを完全
子会社化すると共に、チャンスラボ
㈱の100％子会社である㈱チャンス
イットを当社の孫会社とすることに
ついて基本合意書を締結いたしまし
た。 
その後、平成18年５月26日開催の

各々の取締役会における株式交換契
約の締結を経て、平成18年６月28日
開催の当社第14回定時株主総会にお
いて承認可決されております。 

当企業グループは、前連結会計年度
252百万円、当連結会計年度233百万円
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△326百万円、当
連結会計年度△221百万円となり、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。 
当企業グループにおいて当連結会計

年度末現在行っている事業（セグメン
ト）は５事業ですが、そのうち３事業
は営業利益を計上することができまし
たので、今後はグループ全体で営業利
益を確保すべく経営計画を着実に実行
してまいります。そのために既存事業
の強化と新規事業開発に取り組んでま
いります。 
 
（既存事業の強化について） 
不動産関連事業につきましては、当

連結会計年度において営業利益ベース
での黒字化を達成することができまし
たので、今後も採算管理を徹底し、安
定的な収益基盤を構築してまいりま
す。 
広告関連その他事業は、平成18年８

月１日付で株式交換により、当社の完
全子会社及び孫会社となる予定の３社
のうち、２社がネット広告事業を主力
事業としておりますので、同２社にお
いて一層の強化を図る予定にしており
ます。 
人材派遣事業は、子会社の㈱ADVAX

－MASHと平成17年５月に株式交換の手
法により子会社化した㈱ロムテックジ
ャパンで展開しております。両社とも
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営業利益
の黒字化を達成することができまし
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。 
ホテル事業につきましては、当連結

会計年度から子会社である㈲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」（千葉県南房総市・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。当企業
グループではホテル事業のノウハウ蓄
積に努めるとともに、協力企業等との
関係も強化し一層の収益拡大を図って
まいります。 
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前第１四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日 ) 

 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年６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)

 
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。 
 
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連結財務諸
表には反映しておりません。 

チャンスラボ㈱は、専門的かつ高
度なシステム開発事業・ネットワー
ク構築・運用保守事業に強固な基盤
と実績を有しており、かつエンジニ
アが不足している現状においては、
同社を子会社化することにより、既
に当企業グループの主要な事業領域
となっている人材派遣事業との相乗
効果により、クライアントに対する
幅広いサービスの提供を推進するこ
とが可能になります。 

また、同社はアフィリエイト型
（成功報酬型）広告事業も行ってお
り、その100％子会社である㈱チャ
ンスイットにおいては、会員数320
万人を超える懸賞サイト「Chance 
It！」を運営し、各種ネット広告事
業を行っております。さらに㈱アド
クロスにおきましてもアフィリエイ
ト型（成功報酬型）広告事業を展開
し、会員数40万人を超えるサイト
「Get Money!」の運営を行っており
ます。このように、子会社となる３
社全てがネット広告事業分野におい
て高度な技術力と運営ノウハウを有
しており、今後、様々な協調による
多面的な事業領域の拡大が可能にな
ることで当企業グループの一層の飛
躍を見込んでおります。 

 
当企業グループは、これらの抜本

的な企業再生に向けた抜本的な取り
組みを着実に実行し、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、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㈱を完全子会社
化するとともに、当連結会計年度に
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、営業利益ベースでは赤字基調と
なっております。現在メニューの見
直しや仕入ルートの再検討、効率性
を重視したスタッフの再配置等コス
ト削減を中心とした採算性向上に取
り組んでおります。 
（新規事業開発について） 
当企業グループは平成12年の東証

マザーズ上場以来、きわめて厳しい
経営環境が継続しており、安定した
経営基盤の確立を実現するために、
度重なる事業領域の見直しと、経営
再建に向けての様々な新事業を模索
し、その開発および育成に努めてま
いりました。現在は、上述のとおり
不動産関連事業、広告関連その他事
業、人材派遣事業、ホテル事業、飲
食関連事業等が主な事業領域となっ
ており、人材派遣事業等一部の事業
部門においては黒字基調が定着し、
一定の成果が出始めております。し
かしながら、グループ全体が構造的
な赤字体質から完全に脱却し、収益
構造が良化するには至っておりませ
ん。 
これらを背景に当企業グループ

は、平成18年１月には平成19年３月
期よりＪ－ＳＯＸ法（日本版企業改
革法）に即して最適化された内部統
制の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する
ことを決定いたしました。また、平
成18年３月には臨時株主総会におい
て当該事業を強力に推進すると共
に、既存事業の一層の強化を図るべ
く、取締役の増員を行い、新体制を
整えました。さらに平成18年５月26
日には、この新事業を技術面・人材
面から強力にサポートし、クライア
ントに対するワンストップサービス
の提供を推進すると共に、既存事業
領域との相乗効果を図り、企業再生
をより迅速かつ確実なものとすべ
く、株式交換により、３社を子会社
及び孫会社化する株式交換契約を締
結いたしました。 
当社は、この株式交換の実施（平

成18年８月１日予定）により東京証
券取引所が定める猶予期間に入り、
上場審査を受ける予定であります
が、継続的かつ構造的な赤字体質か
ら脱却し、安定した経営基盤の確立
を実現するために、抜本的かつ包括
的な企業再生スキームを慎重かつ多
面的に検討し、猶予期間入りが見込
まれる可能性を十分に認識した上で
本件を実施するものであります。 
 
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。  
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前第１四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日 ) 

 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年６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)

 
  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１四半期連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年６月30日)

 

当第１四半期連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年６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 

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、当四半期連結会計期間

より新たに当社の連結子会

社となりました。 

 

 非連結子会社は 

SNOVA(HONGKONG)CO.,LTD．

であります。 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 非連結子会社は 

SNOVA(HONGKONG)CO.,LTD．

であります。 

 

連結の範囲から除いた理由

同左 

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。 

 

 

非連結子会社は、

SNOVA(HONGKONG)CO.,LTD.

であります。 

 

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 

持分法を適用していない非

連結子会社は、 

SNOVA(HONGKONG)CO.,LTD.で

あり関連会社は株式会社サ

ンバードスノーヴァであり

ます。 

  

 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、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。 

持分法を適用していない非

連結子会社は、 

SNOVA(HONGKONG)CO.,LTD.で

あります。 

 

 

 

 

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

あります。関連会社の株式

会社サンバードスノーヴァ

は、平成18年３月23日を以

って清算となりました。 

 

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１四半期連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年６月30日)

 

当第１四半期連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年６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 連結子会社の四半

期決算日(決算日)等

に関する事項 

 連結子会社の第1四半期

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       決算日

㈱東京ｽﾉｰｳﾞｧ       ３月31日

㈲ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｽﾄ         １月31日

東都ｱｲ・ｴﾇ・ﾃｨｰ㈱  ３月31日

㈱ﾛﾑﾃｯｸｼﾞﾔﾊﾟﾝ     ９月30日

㈱東京ｽﾉｰｳﾞｧ及び東都ｱ

ｲ・ｴﾇ・ﾃｨｰ㈱の第1四半期決

算日は平成17年３月31日で

あります。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。 

㈲ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｽﾄの第1四半期

決算日は平成17年１月31日

であります。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。 

㈱ﾛﾑﾃｯｸｼﾞﾔﾊﾟﾝについて

は、取得日である５月16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。 

 

 連結子会社の第１四半期

決算日が第１四半期連結決

算日と異なる会社は次のと

おりです。 

会社名       決算日

㈱東京ｽﾉｰｳﾞｧ       ３月31日

㈲ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｽﾄ         １月31日

東都ｱｲ・ｴﾇ・ﾃｨｰ㈱  ３月31日

㈱ﾛﾑﾃｯｸｼﾞﾔﾊﾟﾝ     ９月30日

四半期連結財務諸表の作

成にあたっては、第１四半

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。 

 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

㈱ﾛﾑﾃｯｸｼﾞﾔﾊﾟﾝ     ６月30日

上記の４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。 

㈱ロムテックジャパンに

ついては、取得日である５

月16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 

第１四半期決算末日の

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 

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 
同左 

ロ たな卸資産 
同左 
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項目 
前第１四半期連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年６月30日)

 

当第１四半期連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年６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)

 
 (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。ただし、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 

  定率法によっておりま
す。ただし、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、主な耐用年数は次
のとおりであります。 
建物及び構築物 ３年～19年
   

イ 有形固定資産 
 定率法によっておりま
す。ただし、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。

 ロ 無形固定資産  
――――――― 

ロ 無形固定資産 
  定額法によっておりま
す。ただし、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)に基づく定額法によ
っております。 

 

ロ 無形固定資産 
同左 

 

 (3) 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 

(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) 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 

 消費税及び地方消費税の
会計処理は、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 
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項目 
前第１四半期連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年６月30日)

 

当第１四半期連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年６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)

 
５ 連結子会社の資産

及び負債の評価に関
する事項 

連結子会社の資産及び負
債の評価方法は、全面時価
評価法によっております。

同左 同左 

６ のれんの償却に関
する事項 

――――――― 
のれんは、５年間の均等

償却を行っております。 
――――――― 

７ 連結調整勘定の償
却に関する事項 

連結調整勘定は、発生時
より５年間の均等償却を行
っております。 

――――――― 
同左 

８ 利益処分項目等の
取扱いに関する事項 

連結会計期間中に確定し
た損失処理に基づいており
ます。 

――――――― 
連結会計年度中に確定し

た金額に基づいて作成して
おります。 

９  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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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の変更 

 
前第１四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日 ) 

 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年６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） 
第１四半期連結会計期間より、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）
当連結会計年度より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の
減損に係る会計基準の設定に関する
意見書」（企業会計審議会  平成14
年８月９日））及び「固定資産の減
損に係る会計基準の適用指針」（企
業会計基準適用指針第６号  平成15
年10月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はあ
りません。 

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、当第
1四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、47,832千円増加
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。 

 
――――――― 

 
――――――― 

 
――――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準） 
当第１四半期連結会計期間から

「貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準」（企業会計基準委
員会  平成17年12月９日  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等
の適用指針」（企業会計基準委員会
平成17年12月９日  企業会計基準適
用指針第８号）を適用しておりま
す。 
これによる損益に与える影響はあ

りません。 
  なお、従来の「資本の部」の合計
に相当する金額は1,001,037千円で
あります。 

 
――――――― 

 
――――――― 

（株主資本等変動計算書に関する会
計基準） 
当第１四半期連結会計期間から、

「株主資本等変動計算書に関する会
計基準」（企業会計基準委員会  平
成17年12月17日  企業会計基準第６
号）及び「株主資本等変動計算書に
関する会計基準の適用指針」（企業
会計基準委員会  平成17年12月27日
企業会計基準第適用指針９号）を適
用しております。 
これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 
――――――― 
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表示方法の変更 

 
前第１四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日 ) 

 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年６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)

 
「前払費用」については、当第

１四半期連結会計期間において資

産の合計の5/100以下となったた

め、流動資産「その他」に含めて

表示することといたしました。 

なお、当第１四半期連結会計期

間の流動資産「その他」に含まれ

ている「前払費用」は1,252千円で

あります。 

（四半期連結貸借対照表における

「のれん」の表示） 

中間連結財務諸表規則の改正に

よって、当第１四半期会計期間よ

り、「無形固定資産」に区分掲記

されていた「営業権」及び「連結

調整勘定」は、「のれん」として

表示されております。 

（四半期連結キャッシュ・フロー

計算書における「のれん」の表

示） 

中間連結財務諸表規則の改正に

よって、当第１四半期会計期間よ

り、「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」に区分掲記されてい

た「連結調整勘定償却額」は「の

れん償却額」として表示されてお

ります。 

 

―――――――― 

 
 

注記事項 

(四半期連結貸借対照表関係) 

 

前第１四半期連結会計期間 
（平成17年６月30日現在） 

当第１四半期連結会計期間 
（平成18年６月30日現在） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日現在） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、12,360千円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、38,377千円であります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、32,582千円であります。

 

※２      ――――――― ※２ 非連結子会社に対するもの

は、次のとおりであります。

投資有価証券(株式) 0千円
 

※２ 非連結子会社及び関連会社に

対するものは、次のとおりで

あります。 

投資有価証券(株式) 0千円
 

※３      ――――――― ※３      ――――――― ※３ 当社の発行済株式総数は、普

通株式31,076千株であります。 

※４（自己株式の保有数） 

  連結会社が保有する連結財務諸

表提出会社の株式の数は、以下の

とおりであります。 

普通株式 1千株 

  なお、当社の発行済株式総数

は、普通株式28,057千株でありま

す。 

 

※４      ――――――― 

 

※４  連結会社が保有する連結財務

諸表提出会社の株式の数は、

以下のとおりであります。 

普通株式 1千株
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(四半期連結損益計算書関係) 

 

前第１四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日 ) 

 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年６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。 

 

役員報酬 11,460千円 

給与手当 34,483千円 

消耗品費 11,139千円 

支払手数料 10,195千円 

貸倒引当金繰入額 1,408千円 

  
 

※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 16,843千円

給与手当 32,006千円

業務委託費 41,667千円

支払手数料 52,848千円

地代家賃 10,353千円

 
 

※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 16,843千円

給与手当 108,317千円

業務委託費 140,053千円

支払手数料 179,479千円

 
 

 

(四半期連結株主資本等変動計算書関係) 

当第１四半期（自平成18年４月１日  至  平成18年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末 

株式数（株） 

当第１四半期連結 

会計期間増加株式数

（株） 

当第１四半期連結 

会計期間減少株式数

（株） 

当第１四半期連結 

会計期間末株式数

（株） 

発行済株式  

普通株式（注） 31,078,000 1,000,000 － 32,078,000

合計 31,078,000 1,000,000 － 32,078,000

自己株式  

普通株式 1,630 － － 1,630

合計 1,630 － － 1,630

（注）普通株式の発行済株式数の増加1,000,000株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加でありま

す。 

 

２．新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

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 

前連結会計

年度末 

当第１四半

期連結会計

期間増加 

当第１四半

期連結会計

期間減少 

当第１四半

期連結会計

期間末 

当第１四半

期連結会計

期間末残高

（千円） 

提出会社

(親会社) 
第６回新株予約権 普通株式 3,000,000 － － 3,000,000 39,660

合計 － 3,000,000 － － 3,000,000 39,660

（注）上表の新株予約権は、権利行使の可能なものであります。 

 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前第１四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日 ) 

 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年６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第1四半

期末残高と第1四半期連結貸借対照

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 505,897千円 

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 505,897千円 

  

１ 現金及び現金同等物の第1四半

期末残高と第１四半期連結貸借対照

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 794,800千円

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 794,800千円
 

１ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲載されている

科目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 821,182千円

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 821,182千円
 

２       ―――――――― ２       ―――――――― ２ 株式交換により新たに連結子会

社となった会社の資産及び負債の

主な内訳 

  株式の取得により新たに㈱ロム

テックジャパンを連結したことに

伴う連結開始時の資産及び負債の

内訳並びに㈱ロムテックジャパン

株式の取得価格と㈱ロムテックジ

ャパン取得の為の支出(純額)との

関係は次のとおりであります。 

 

 流動資産 63,482千円

 連結調整勘定 80,150千円

 流動負債 △50,482千円

 株式交換による 

 資本金及び資本準

備金の増加 
△93,150千円

㈱ﾛﾑﾃｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ持分
の取得価格 

―千円

 ㈱ﾛﾑﾃｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ現金
及び 現金同等物 

△40,261千円

㈱ﾛﾑﾃｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ取得
による収入 

40,261千円

 
 

  ※株式交換により発行した株式は、

普通株式405,000株であります。 
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(リース取引関係) 

 

前第１四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日 ) 

 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年６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)

 
 

―――――――― 

 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 

 

 

 

車両

運搬具

工具器具

及び備品

ソフト

ウェア
合計 

取得価額

相当額 
7,461千円 1,680千円 2,950千円12,091千円

減価償却

累計額 

相当額 

1,897千円 588千円 1,032千円 3,517千円

期末残高

相当額 
5,564千円 1,092千円 1,917千円 8,574千円

 

 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 

 

 

 

ソフト 

ウェア 
 
工具器具 

及び備品 
 
車両運搬

具 
合計 

取得価額

相当額 
2,950千円 1,680千円  7,461千円 12,091千円

減価償却

累計額 

相当額 

885千円 504千円  1,517千円 2,906千円

期末残高

相当額 
2,065千円 1,176千円  5,944千円 9,185千円

 
   

 ２ 未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 2,428千円

１年超 6,282千円

合計 8,711千円
 

２ 未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 2,417千円

１年超 6,893千円

合計 9,311千円
 

   

 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 643千円

減価償却費 
相当額 

580千円

支払利息相当額 89千円
 

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 1,930千円

減価償却費 
相当額 

1,832千円

支払利息相当額 303千円
 

   

 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 

(減価償却費相当額の算定方法) 

同左 

 

 

(利息相当額の算定方法) 

同左 
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(有価証券関係) 

 

前第１四半期連結会計期間末（平成17年６月30日現在) 

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 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 

株  式 58 474 416

合   計 58 474 416

 

当第1四半期連結会計期間末 (平成18年６月30日現在) 

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 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 

株  式 58 369 310

合   計 58 369 310

 

前連結会計年度末 (平成18年３月31日現在) 

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 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 

株  式 58 431 372

合   計 58 431 372

 

 

 (デリバティブ取引関係) 

前第１四半期連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年６月30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１四半期連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年６月30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17年４月１日 至平成18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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(ストック・オプション等関係) 

当第１四半期連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年６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・オプションの内容及び規模 

種類 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

決議年月日 平成14年11月26日 平成15年６月30日 

付与対象者の区分及び人数 

①当社取締役           ２名 

②当社従業員、子会社従業員及び 

元従業員                15名 

①当社取締役          １名 

 

 

株式の種類及び付与数 普通株式    691株 普通株式    1,000,000株 

付与日 平成15年４月30日 平成15年11月28日 

権利確定条件 

①対象者に法令又は当社もしくは当社子

会社の内部規律に対する重大な違反行為

があった場合、対象者は新株予約権を行

使できないものとする。 

②対象者が死亡した場合、対象者の相続

人は新株予約権を行使することができる

ものとする。 

③この他の権利行使の条件は、株主総会

決義および取締役会決議にもとづき、当

社と新株予約権の割当を受けた者との間

で締結する新株予約権割当契約の定める

ところによるものとする。 

 

同左 

 

権利行使期間 
平成15年６月２日から 

平成24年11月30日まで 

平成16年１月５日から 

平成25年７月31日まで 

権利行使価格 42円 70円 

 
種類 第４回新株予約権 第５回新株予約権 

決議年月日 平成16年６月23日 平成17年６月29日 

付与対象者の区分及び人数 

①当社取締役           １名 

②当社従業員、元役員及び元従業員 

              ４名 

①当社取締役           ２名 

②当社社外協力会社      ２社 

 

株式の種類及び付与数 普通株式    1,600,000株 普通株式    2,000,000株 

付与日 平成16年７月30日 平成18年１月30日 

権利確定条件 

①対象者に法令又は当社もしくは当社子

会社の内部規律に対する重大な違反行為

があった場合、対象者は新株予約権を行

使できないものとする。 

②対象者が死亡した場合、対象者の相続

人は新株予約権を行使することができる

ものとする。 

③この他の権利行使の条件は、株主総会

決義および取締役会決議にもとづき、当

社と新株予約権の割当を受けた者との間

で締結する新株予約権割当契約の定める

ところによるものとする。 

 

同左 

 

権利行使期間 
平成16年９月１日から 

平成26年６月30日まで 

平成18年４月１日から 

平成27年７月31日まで 

権利行使価格 122円 245円 
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（２）ストック・オプションの変動状況 

種類 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

決議年月日 平成14年11月26日 平成15年６月30日 

期首（持株） 691,000 1,000,000

権利確定（持株） － －

権利行使（持株） － 1,000,000

失効（持株） － －

未行使残（持株） 691,000 －

 

種類 第４回新株予約権 第５回新株予約権 

決議年月日 平成16年６月23日 平成17年６月29日 

期首（持株） 1,600,000 2,000,000

権利確定（持株） － －

権利行使（持株） － －

失効（持株） － －

未行使残（持株） 1,600,000 2,000,000
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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１四半期連結会計期間(自平成17年4月1日 至平成17年6月30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) 

その他 
事業 
(千円) 

計(千円) 
消去又は 
全社(千円) 

連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益    

売上高    

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

25,127 23,494 91,196 12,923 152,742 ― 152,742

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― 3,175 ― 3,175   (3,175) ―

計 25,127 23,494 94,372 12,923 155,917   (3,175) 152,742

営  業  費  用 24,135 31,106 90,806 29,411 175,459 51,643 227,103

営業利益又は営業損失(△) 991 △7,611 3,566 △16,488 △19,541 (54,819) △74,360

 

(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。 

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) 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、55,279千円であり、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1四半期連結会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年6月30日)   

 

 
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) 
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 

111,389 187,989 17,802 317,181 － 317,181

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

516 － 9,000 9,516 (9,516) －

計 111,906 187,989 26,802 326,698 (9,516) 317,181

営業費用 109,659 201,068 59,100 369,829 23,490 393,319

営業利益又は 
営業損失(△) 

2,246 △13,079 △32,297 △43,130 (33,007) △76,137

 
 
 (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。 

２ 各事業の主な製品及びサービス 

(1) 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 

(2) ホテル事業………………白浜スカイリゾートホテルの運営 

(3) その他事業………………宅地建物取引業、不動産賃貸業及び内装工事の請負等、広告代理事業、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、33,607千円であり、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。 

 

（事業区分の方法の変更） 

従来、事業区分としておりました「不動産関連事業」及び「広告関連その他事業」は、金額的重要性

が低下したため「その他事業」に含めて表示しております。この変更により、当第１四半期連結会計期

間の「その他事業」は売上高が10,560千円、営業費用が7,337千円、営業利益が3,222千円それぞれ増加

しております。 
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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) 

 

 
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 52,208 396,019 680,386 52,551 1,206,293

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

27,000 － 11,590 － － 38,590

計 52,127 52,208 407,609 680,386 52,551 1,244,883

営業費用 49,596 74,684 403,862 669,538 83,182 1,280,865

営業利益又は 
営業損失(△) 

2,530 △22,475 3,746 10,848 △30,631 △35,981

Ⅱ 資産、減価償却費 
及び資本的支出 

  

資産 88,524 767 93,947 94,182 52,256 329,678

減価償却費 7,942 － 1,335 5,935 7,273 22,488

資本的支出 － － 7,719 49,995 31,315 89,030

 

 
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 

－ 1,206,293

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

(38,590) －

計 (38,590) 1,206,293

営業費用 158,919 1,439,785

営業利益又は 
営業損失(△) 

(197,509) △233,491

Ⅱ 資産、減価償却費 
及び資本的支出 

 

資産 881,144 1,210,823

減価償却費 2,519 25,007

資本的支出 3,832 92,862

 
 

(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 
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(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、199,309千円であり、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。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、950,830千円であり、その主なものは、当

社の管理部門に係る資産等であります。 

 

ロ 所在地別セグメント情報 

前第１四半期連結会計期間、当第１四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１四半期連結会計期間及び当第１四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１四半期連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年６月30日 )

 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年６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株当たり純資産額 27円38銭 32円44銭 32円49銭

１株当たり第１四半期(当
期)純損失 

2円55銭 2円47銭 8円31銭

 

潜在株式調整後１株当たり
第１四半期(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益金額に
ついては、四半期純損失
を計上しておりますので
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１四半期（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１四半期連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年６月30日)

 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６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)

 

第１四半期(当期)純損失(千円) 71,044 78,345 239,146 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ― 

普通株式に係る第１四半期(当期)純損
失(千円) 

71,044 78,345 239,146 

普通株式の期中平均株式数(株) 27,857,304 31,779,666 28,780,701 

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１四半期(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 

4,810個 

 
新株予約権 

7,291個 

 

新株予約権 

8,291個 
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 (重要な後発事象) 

前第１四半期連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年６月30日） 

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、平成17年７月１日より営業を開

始しております。なお、詳細に関しましては前連結会計年度の[重要な後発事象]に記載のとおりであります。 

 

当第１四半期連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年６月30日） 

株式会社データプレイスとの業務・資本提携 

当社は、平成18年７月５日の取締役会におきまして株式会社データプレイス（名証セントレックス上場・

コード 番号3781 本社：東京都港区浜松町 代表取締役社長 藤田幹夫氏）との業務・資本提携を行うこ

とについて決議し、当社は株式会社データプレイスが平成18年７月５日付で実施した第三者割当増資に応じ、

同社の普通株式5,000株を保有いたしました。 

 

１．業務・資本提携の理由 

当企業グループは抜本的な企業再生を目的として、平成18年６月28日開催の定時株主総会において、株式

交換方式により複数の事業会社を子会社化することについて決議すると共に、グループ経営を強力に推進す

べく経営陣の拡充を図りました。 

これらの子会社となる事業会社のうち、チャンスラボ株式会社はアフィリエイト事業を主力事業として展

開し、一定の成果を上げており、今後一層の業容拡大・深耕を図るべく、効果的に経営資源を投下する方策

を模索しておりました。 

一方、株式会社データプレイスは独自の技術とノウハウを駆使してインターネット上で企業の与信情報の 

加工・配信を行うと共に、高度に統合されたソリューションツールの開発・販売を行うなど卓越したソフト

インフラを有しております。また、同社は平成18年７月５日付でＡＳＰのクロス・エー株式会社を完全子会

社化することを決議しており現在のビジネスモデルを一層強固かつ多面的に拡張していくものと思われます。 

従いまして、当社は、アフィリエイト事業における業務提携に留まらず、資本提携も含めた包括的なパー

トナーシップ体制を構築することにより、当企業グループにおける収益力強化と事業機会の拡大を迅速かつ 

発展的に実現することが可能になるとの判断のもと、今回の提携に至りました。 

 

２．業務・資本提携の内容 

株式会社データプレイスがクロス・エー株式会社を子会社化する統合効果により、ＡＳＰ機能の飛躍的な 

向上が見込まれております。一方、当企業グループにおけるアフィリエイト事業の位置づけは、ＡＳＰの販

売代理店であります。 

従いまして、本提携により双方が得意分野に注力することにより、協力体制のもとで総合的な事業展開を

図ることが可能になります。また、第三者割当増資に応じることにより、パートナーシップ体制の確立をベ

ースとして、当社の既存事業のシステム面への継続的な支援、アフィリエイト事業から派生する新事業開発

等、人的関係も含めた包括的な取組みを実行し、当社の企業価値向上に寄与することを企図しております。 

 

３．株式会社データプレイスの概要 

（１）商号 株式会社データプレイス 

（２）事業内容 企業情報の付加価値サービス・XMLデータベース構築・システム開発事業 

（３）設立 平成10年６月 

（４）本店所在地 東京都港区浜松町二丁目１番17号 

（５）代表者 代表取締役社長 藤田 幹夫 

（６）資本金 410,500千円 

（７）発行済株式数 34,000株 

（８）株主資本 948,528千円（平成18年３月末現在） 

（９）総資産 2,074,632千円（平成18年３月末現在） 

（10）決算期 12月31日 

（11）従業員数 ９名（平成18年３月末現在） 
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４．第三者割当増資による新株式の引受 

（１）取得株式の種類       普通株式 5,000株 

（２）発行価額             1株につき 40,000円 

（３）発行価額の総額 200,000,000円 

（４）異動前の所有株式数 0株（保有割合0.0％） 

（５）異動後の所有株式数 5,000株（保有割合10.8％） 

（６）申込期間 平成18年７月21日 

（７）払込期日 平成18年７月24日 

 

なお、本件により当社は株式会社データプレイスの発行済株式数の10％以上を保有する主要株主となりま

したが、持分法の適用はございません。 

 また、当該株式の引受に当っての資金調達の方法は自己資金によっております。 



ファイル名:060_0309200661412 更新日時:2006/08/14 12:46 印刷日時:06/08/14 13:09 

- 34 - 

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）株式交換方式による完全子会社化 

平成18年４月６日開催の取締役会において、株式交換によりチャンスラボ株式会社（本社：東京都中央区 

代表取締役社長 小澤雅治）及び株式会社アドクロス（本社：東京都中野区 代表取締役社長 中根慎一）

を完全子会社とすると共に、チャンスラボ株式会社の100％子会社である株式会社チャンスイット（本社：東

京都中央区 代表取締役社長 辻誠）を当社の孫会社とする基本合意書を３社との間で締結することについ

て決議し、同日付で基本合意書を締結いたしました。そして当該基本合意書に基づき、平成18年５月26日付

で株式交換契約を締結いたしました。 

１．株式交換による完全子会社化の目的 

当企業グループは平成12年の東証マザーズ上場以来、きわめて厳しい経営環境が継続しており、安定した

経営基盤の確立を実現するために、度重なる事業領域の見直しと、経営再建に向けての様々な新事業を模索

し、その開発及び育成に努めてまいりました。しかしながら、人材派遣事業等一部の事業部門においては黒

字基調が定着し、一定の成果が出始めたものの、グループ全体が構造的な赤字体質から完全に脱却し、収益

構造が良化するには至っておりません。 

かかる状況下、去る平成18年１月には平成19年３月期よりJ-SOX法（日本版企業改革法）に即して 適化さ

れた内部統制の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することを決定し、また平成

18年３月には臨時株主総会において当該事業を強力に推進すると共に、既存事業の一層の強化を図るべく、

取締役の増員を行い、企業再生をより迅速かつ確実なものとする体制の確立が完了いたしました。 

一方で、上述の内部統制に係るコンサルティング事業の主要なクライアントは、J-SOX法の適応が義務付け

られる予定の国内上場企業を想定しております。従いまして、その多くが既に何らかのシステムインフラを

整備しており、コンサルティングを行うに際しては、技術的なソリューションの提供が必要不可欠であると

の認識を有しております。 

同時に、収益基盤を早期に確立するには既存事業領域との相乗効果を図り、新規・既存の両事業を有機的

に展開することが当企業グループの更なる発展に資すると確信しております。 

従いまして、このような事業戦略を実施すべく、株式交換によりチャンスラボ株式会社、株式会社アドクロ

スを完全子会社とすると共にチャンスラボ株式会社の100％子会社である株式会社チャンスイットを当社の孫

会社とすることといたしました。 

 

２．株式交換の条件等 

（１）株式交換の日程等 

平成18年４月６日 株式交換覚書承認取締役会 

平成18年５月26日 株式交換契約書承認取締役会 

平成18年５月26日 株式交換契約書の締結 

平成18年６月28日 定時株主総会の開催 

平成18年８月１日 株式交換期日・株券交付 

 

（２）株式交換比率   

 株式会社アドバックス チャンスラボ株式会社 株式会社アドクロス 

株式交換比率 1 500 19,477 

（注）１．株式の割当比率 

チャンスラボ株式会社の株式１株に対して、株式会社アドバックスの株式500株を割当交付しま

す。 

株式会社アドクロスの株式１株に対して、株式会社アドバックスの株式19,477株を割当交付しま

す。 

   ２．株式交換比率の算定根拠 

上記比率算定に当たっては、第三者機関である株式会社キャピタル・フロンティアの株式交換比

率算定書を基に両社協議した結果、上記の通り合意いたしました。 
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   ３．第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠 

株式会社キャピタル・フロンティアは、株式会社アドバックスについては市場株価方式により、

チャンスラボ株式会社及び株式会社アドクロスについては、簿価純資産法、DCF法及び類似会社

比準法により、株式交換比率算定の基礎となる指標値を分析し、それらの結果を総合的に勘案し、

株式交換比率を算定しました。 

   ４．株式交換に際して割当てる株式数 

チャンスラボ株式会社 当社普通株式 12,536,000株 

株式会社アドクロス          当社普通株式  3,895,400株 

   ５．配当起算日 

     株式交換により発行する新株式に係る配当起算日は、平成18年４月１日であります。 

（３）取得する株式の数及び取得後の持分比率 

 チャンスラボ株式会社 株式会社アドクロス 

取得する株式の数 25,072株 200株 

取得後の持分比率 100％ 100％ 

 

（４）株式交換交付金  株式交換交付金の支払いは行いません。 

３．完全子会社及び孫会社となる会社の概要 

(１) 商号 チャンスラボ株式会社 株式会社チャンスイット 株式会社アドクロス 

(２) 事業内容 システム開発事業 ネット広告事業 ネット広告事業 

(３) 設立 昭和57年6月18日 平成11年9月21日 
平成18年3月1日 
(有限会社より株式会社へ組織変更) 

(４) 本店所在地 東京都中央区銀座7-13-10 東京都中央区銀座7-13-10 東京都中野区中野4-1-1 

(５) 代表者 小澤 雅治 辻 誠 中根 慎一 

(６) 資本金 236百万円(平成17年8月末現在) 211百万円(平成17年8月末現在) 10百万円(平成18年3月1日時点) 

(７) 発行済株式数 25,072株(平成17年8月末現在) 4,000株(平成17年8月末現在) 200株(平成18年3月1日時点) 

(８) 株主資本 838百万円(平17年8月末現在) 197百万円(平成17年8月末現在) 192百万円(平成18年3月1日時点)

(９) 総資産 1,031百万円(平成17年8月末現在) 409百万円(平成17年8月末現在) 201百万円(平成18年3月1日時点) 

(10) 決算期 8月31日 8月31日 3月31日 

(11) 従業員数 140名 18名 4名 

 

 

２）㈱東京証券取引所が発表した当社株式の猶予期間入りについて 

当社は、平成18年４月６日付で株式交換によりチャンスラボ株式会社・株式会社アドクロスを完全子

会社化すると共に、チャンスラボ株式会社の100％子会社である株式会社チャンスイットを当社の孫会

社とすることについて基本合意書を締結し、同日公表いたしました。 

これに伴い、当該株式交換が実施された場合、東京証券取引所は当社が実質的な存続会社ではないと

認定し、株式交換期日（平成18年８月１日予定）より平成22年３月31日まで「猶予期間」に入ることと

なる旨を同日付で発表いたしました。 

なお、株式交換期日以前において、「株券上場審査基準に準じて当取引所が定める基準」に適合する

と認められた場合には、猶予期間に入ることなく当社株式及び新株式の上場が継続されることとなりま

す。 

東京証券取引所の上場規則によれば、実質的な存続会社でないと判断された場合でも、直ちに上場廃

止となるのではなく、株式交換期日（平成18年８月１日予定）から 初に到来する決算日から３年間の

猶予期間中も上場は引続き維持されることとなります。また、猶予期間中に「株券上場審査基準に準じ

て当取引所が定める基準」に適合すると認められた場合には、猶予期間入りから解除され、当社株式の

上場が継続されることとなります。 

従いまして、当該株式交換が予定どおり実施された場合、当社株式は猶予期間に入り上場審査の対象

となります。 
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３）訴訟の提起 

当社は、平成18年４月３日に東京地方裁判所より訴状を受領いたしました。これは株式会社ワール

ドマークコンサルタンツを原告、当社を被告とするものであります。 

 

１．訴訟の原因及び提起に至った理由 

当社は、ホテル事業として平成17年７月より「白浜スカイリゾートホテル（千葉県南房総市・全

８階建）」の経営主体となり、運営を開始しておりますが、この度、原告である株式会社ワールド

マークコンサルタンツが、当該ホテルに関し、当社が権利を取得した際の仲介報酬料を求めるもの

であり、現在係争中であります。 

 

２．訴訟を提起した者 

（１）名 称  株式会社ワールドマークコンサルタンツ 

（２）代表者  代表取締役 三木 隆一 

（３）所在地  東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 

 

３．申立人による支払請求額の総額 

金１億4,175万円ならびに遅延損害金 

 

４．今後の見通しについて 

   本件については、平成18年６月９日に２回目の口頭弁論が行われる予定となっておりますが、当

社は引続き然るべき主張を行ってまいります。 
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平成 19 年３月期  第１四半期財務・業績の概況（個別） 
平成 18 年８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 ）  ＴＥＬ：（03）5216-1861 
問 合 せ 先       代表者役職・代表取締役社長 小澤 雅治 
              責任者役職・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 19 年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成 18 年４月１日～平成 18 年６月 30 日） 
(1) 経営成績の進捗状況 

 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   ％

19 年３月期第１四半期 199   347.2 △80   －  △81   －   △79   － 

18 年３月期第１四半期   44   68.8 △78   －  △73   －  △72   －  

(参考)18 年３月期 774 (  16.2) △241 ( － ) △239 ( － ) △234 ( － )

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 
 円    銭

19 年３月期第１四半期 △2    49 

18 年３月期第１四半期 △2    60 

(参考)18 年３月期 △8    13 

 (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 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 
１株当たり 
純 資 産 

 百万円 百万円 ％ 円    銭

19 年３月期第１四半期 1,063 960 86.7 29    96 

18 年３月期第１四半期 735   682   92.8  24    33 

(参考)18 年３月期 1,093 930 85.1 29    94 

 
３．平成 19 年３月期の業績予想（平成 18 年４月１日 ～ 平成 19 年３月 31 日） 

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

中  間  期 340 △75 △80 

通     期 710 △110 △115 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）△2円 37 銭（発行済株式数の増加による修正を加えております。） 

 

なお、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．配当状況 

・現金配当 1株当たり配当金（円） 

         中間期末 期末 年間 

18年３月期 ― ― ― 

19年３月期（実績） 

19年３月期（予想） 
― ― ― 

※上記に記載した業績予想数値につきましては、当社グループが現時点で入手可能な情報に基づき当社グループが
判断したものであり、多分に不確定な要素を含んでおります。従いまして、今後発生する状況の変化等によって
は、実際の業績等は上記予想数値と異なる場合があります。 

 

５．四半期財務諸表等 

(1) 四半期財務諸表 

 

前第1四半期会計期間末

（平成17年6月30日現在）

当第1四半期会計期間末 

（平成18年6月30日現在） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成18年3月31日現在）科目 

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  488,560 757,918  788,648

２ 売掛金  18,403 9,830  12,986

３ たな卸資産  2,861 7,568  9,953

４ 前払費用  3,230 1,715  2,268

５ 未収消費税等 ※２ 4,223 11,693  9,985

６ 関係会社短期貸付金  21,405 37,467  32,692

７ その他  11,764 48,333  38,346

貸倒引当金  △1,408 △900  △900

流動資産合計  549,041 74.7 873,627 82.2 893,980 81.8

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※１  

(1) 建物  23,618 58,168  60,967

(2) 工具器具及び備品  9,739 14,215  15,535

有形固定資産合計  33,357 4.5 72,384 6.8 76,502 7.0

２ 無形固定資産  495 0.1 495 0.0 495 0.0

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  474 369  489

(2) 関係会社株式  47,001 47,001  47,001

(3) 敷金及び保証金  30,547 15,810  15,810

(4) 関係会社長期貸付金  74,584 52,517  58,094

(5) 破産更生債権等  23,100 23,100  23,100

(6) その他  10 1,050  1,110

貸倒引当金  △23,100 △23,100  △23,100

投資その他の資産合計  152,618 20.7 116,748 11.0 122,506 11.2

固定資産合計  186,472 25.4 189,628 17.8 199,504 18.2

資産合計  735,514 100.0 1,063,255 100.0 1,093,485 100.0
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前第１四半期会計期間末

（平成17年6月30日現在）

当第１四半期会計期間末 

（平成18年6月30日現在） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成18年3月31日現在）科目 

金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比

 ％ ％ ％

(負債の部)  

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  19,182 40,966  55,666

２ 未払法人税等  237 2,170  2,643

３ 未払費用  29,633 53,258  56,745

４ その他  2,088 2,309  44,329

流動負債合計  51,141 7.0 98,704 9.3 159,385 14.6

Ⅱ 固定負債   

１ 預り保証金  1,567 3,567  3,567

２ その他  － 126  －

固定負債合計  1,567 0.2 3,694 0.3 3,567 0.3

負債合計  52,709 7.2 102,399 9.6 162,952 14.9

(資本の部)  

Ⅰ 資本金  1,756,117 238.7 －  1,961,516 179.4

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  6,500 －  210,399

資本剰余金合計  6,500 0.8 － － 210,399 19.2

Ⅲ 利益剰余金   

１ 第１四半期（当期）未処理損失 1,079,896 －  1,241,480

利益剰余金合計  △1,079,896 △146.8 － － △1,241,480 △113.5

Ⅳ その他有価証券評価差額金  416 0.1 － － 431 0.0

Ⅴ  自己株式  △332 △0.0 － － △332 △0.0

資本合計  682,804 92.8 － － 930,532 85.1

負債・資本合計  735,514 100.0 － － 1,093,485 100.0

(純資産の部)  

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  － － 1,996,516 187.8 － －

２ 資本剰余金  － － 245,399 23.1 － －

３ 利益剰余金  － － △1,320,570 △124.2 － －

４ 自己株式  － － △332 △0.0 － －

    株主資本合計  － － 921,012 86.7 － －

Ⅱ 評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金  － － 184 0.0 － －

    評価・換算差額等合計  － － 184 0.0 － －
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前第１四半期会計期間末

（平成17年6月30日現在）

当第１四半期会計期間末 

（平成18年6月30日現在） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成18年3月31日現在）科目 

金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比

 ％ ％ ％

Ⅲ 新株予約権   

新株予約権  39,660 3.7 

    新株予約権合計  － － 39,660 3.7 － －

純資産合計  － － 960,856 90.4 － －

負債及び純資産合計  － － 1,063,255 100.0 － －
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(2) 四半期損益計算書 

 

前第１四半期会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年６月30日)

 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年６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)

 
科目 

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  44,519 100.0 199,133 100.0 774,374 100.0

Ⅱ 売上原価  35,562 79.9 71,343 35.8 275,139 35.5

売上総利益  8,957 20.1 127,790 64.2 499,234 64.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費  87,314 196.1 208,521 104.7 740,694 95.7

営業損失  78,356 △176.0 80,730 △40.5 241,459 △31.2

Ⅳ 営業外収益 ※１ 4,895 11.0 2,882 1.4 12,702 1.6

Ⅴ 営業外費用 ※２ 294 0.7 3,396 1.7 11,083 1.4

経常損失  73,756 △165.6 81,244 △40.8 239,840 △31.0

税引前第１四半期(当期)
純損失 

 73,756 △165.6 81,244 △40.8 239,840 △31.0

法人税、住民税 
及び事業税 

 △1,262 △2.8 △2,155 △1.1 △5,762 △0.7

第１四半期(当期)純損失  72,493 △162.8 79,089 △39.7 234,078 △30.2

前期繰越損失  1,007,402 －  1,007,402 

第１四半期(当期)未処理
損失 

 1,079,896 －  1,241,480 

    

 



ファイル名:100_0309200661412 更新日時:2006/08/14 12:23 印刷日時:06/08/14 13:11 

- 42 - 

(3) 四半期株主資本等変動計算書 

当第1四半期会計期間（自平成18年４月１日  至 平成18年６月30日） 

（単位：千円) 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高 1,961,516 210,399 △1,241,480 △332 930,101 

当第１四半期中の変動額   

新株の発行 35,000 35,000 ― ― 70,000 

第１四半期純損失 ― ― △79,089 ― △79,089 

株主資本以外の項目の第１四半期 
会計期間中の変動額（純額） 

― ― ― ― ― 

当第１四半期中の変動額合計 35,000 35,000 △79,089 ― △9,089 

平成18年６月30日残高 1,996,516 245,399 △1,320,570 △332 921,012 

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

新株予約権 純資産合計 

平成18年３月31日残高 431 431 39,660 970,192 

当第１四半期中の変動額  

新株の発行 ― ― ― 70,000 

第１四半期純損失 ― ― ― △79,089 

株主資本以外の項目の第１四半期 
会計期間中の変動額（純額） 

△246 △246 ― △246 

当第１四半期中の変動額合計 △246 △246 ― △9,336 

平成18年６月30日残高 184 184 39,660 960,856 

 

 



ファイル名:110_0309200661412 更新日時:2006/08/14 12:49 印刷日時:06/08/14 13:11 

- 43 - 

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１四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年６月30日)

 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年６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)

 
当社は、当四半期会計期間におい

て78百万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、不採算部門であっ

た直営施設「スノーヴァ香椎」を前
事業年度中に閉鎖いたしました。こ
れにより、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、

引続きテナントリーシング事業に注
力するとともに、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。 
人 材 派 遣 事 業 は 、 子 会 社 の 

㈱ADVAX－MASH、当四半期会計期間
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。 
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、前事
業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㈱を完全子会社化
するとともに、当四半期会計期間に
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。
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、平成17年７月１日からは子

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）を直営化して運営することを決

定しております。同ホテルは、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。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。 

当社は、当四半期会計期間におい
て80百万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。 
 
ホテル事業につきましては、今後

も同ホテルを取巻く様々な経営環境
を勘案し、展開を図ってまいりま
す。 
その他事業につきましては、東京

タワー内における甘味処「ふくあ
ん」の運営を行っており、同所は高
い集客力と知名度を誇りますので、
今後は抜本的な運営体制の変更も視
野に入れて、魅力ある店舗づくりに
努めてまいります。 
また、コンサルティング事業につ

きましても対象となるコアターゲッ
トの見直やサービス内容の再検討を
行い、建て直しを図ってまいりま
す。 
 
なお、当社は、平成18年４月６日

付で株式交換によりチャンスラボ
㈱・㈱アドクロスを完全子会社化す
ると共に、チャンスラボ㈱の100％
子会社である㈱チャンスイットを当
社の孫会社とすることについて基本
合意書を締結いたしました。 
その後、平成18年５月26日開催の

各々の取締役会における株式交換契
約の締結を経て、平成18年６月28日
開催の当社第14回定時株主総会にお
いて承認可決されております。 
チャンスラボ㈱は、専門的かつ高

度なシステム開発事業・ネットワー
ク構築・運用保守事業に強固な基盤
と実績を有しており、かつエンジニ
アが不足している現状においては、
同社を子会社化することにより、既
に当企業グループの主要な事業領域
となっている人材派遣事業との相乗
効果により、クライアントに対する
幅広いサービスの提供を推進するこ
とが可能になります。 
また、同社はアフィリエイト型

（成功報酬型）広告事業も行ってお
り、その100％子会社である㈱チャ
ンスイットにおいては、会員数320
万人を超える懸賞サイト「Chance 
It！」を運営し、各種ネット広告事
業を行っております。 

当社は、前期272百万円、当期241
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。 

当社において当期末現在行ってい
る事業（セグメント）は４事業です
が、ホテル事業以外の３事業は営業
損失を計上しておりますので、当該
状況を早期に解消すべく経営計画を
着実に実行してまいります。そのた
めに既存事業の強化と新規事業開発
に取り組んでまいります。 
 
（既存事業の強化について） 
不動産関連事業につきましては、

引続き採算管理を徹底し利益確保を
図ってまいります。 
広告関連その他事業は、平成18年

８月１日付で株式交換により、当社
の完全子会社及び孫会社となる予定
の３社のうち、２社がネット広告事
業を主力事業としておりますので、
同２社において一層の強化を図る予
定にしております。 
ホテル事業につきましては、当期

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」（千葉県南房総市・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。当社ではホテル事業のノウハウ
蓄積に努めるとともに、協力企業等
との関係も強化し一層の収益拡大を
図ってまいります。 

その他事業につきましては、特に飲
食関連事業に注力しており、当期に東
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、営業利益
ベースでは赤字基調となっております。
現在メニューの見直しや仕入ルートの
再検討、効率性を重視したスタッフの
再配置等コスト削減を中心とした採算
性向上に取り組んでおります。 

 
（新規事業開発について） 
当社は平成12年の東証マザーズ上

場以来、きわめて厳しい経営環境が
継続しており、安定した経営基盤の
確立を実現するために、度重なる事
業領域の見直しと、経営再建に向け
ての様々な新事業を模索し、その開
発および育成に努めてまいりまし
た。現在は、上述のとおり不動産関
連事業、広告関連その他事業、ホテ
ル事業、飲食関連事業等が主な事業
領域となっておりますが構造的な赤
字体質から完全に脱却し、収益構造
が良化するには至っておりません。
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前第１四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年６月30日)

 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年６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)

 
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。 

 

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財務諸表には反

映しておりません。 

さらに㈱アドクロスにおきまして
もアフィリエイト型（成功報酬型）
広告事業を展開し、会員数40万人を
超えるサイト「Get Money!」の運営
を行っております。このように、子
会社となる３社全てがネット広告事
業分野において高度な技術力と運営
ノウハウを有しており、今後、様々
な協調による多面的な事業領域の拡
大が可能になることで当企業グルー
プの一層の飛躍を見込んでおりま
す。 
 
当社は、これらの抜本的な企業再

生に向けた抜本的な取り組みを着実
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財務諸表には反
映しておりません。 

これらを背景に当社は、平成18年
１月には平成19年３月期よりＪ－Ｓ
ＯＸ法（日本版企業改革法）に即し
て最適化された内部統制の導入と連
結経営を強化するためのコンサルテ
ィング事業を開始することを決定い
たしました。また、平成18年３月に
は臨時株主総会において当該事業を
強力に推進すると共に、既存事業の
一層の強化を図るべく、取締役の増
員を行い、新体制を整えました。 
さらに平成18年５月26日には、こ

の新事業を技術面・人材面から強力
にサポートし、クライアントに対す
るワンストップサービスの提供を推
進すると共に、既存事業領域との相
乗効果を図り、企業再生をより迅速
かつ確実なものとすべく、株式交換
により、３社を子会社及び孫会社化
する株式交換契約を締結いたしまし
た。 

当社は、この株式交換の実施（平
成18年８月１日予定）により東京証
券取引所が定める猶予期間に入り、
上場審査を受ける予定であります
が、継続的かつ構造的な赤字体質か
ら脱却し、安定した経営基盤の確立
を実現するために、抜本的かつ包括
的な企業再生スキームを慎重かつ多
面的に検討し、猶予期間入りが見込
まれる可能性を十分に認識した上で
本件を実施するものであります。 

 
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。  

 
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１四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年６月30日)

 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年６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 有価証券の評価基準及

び評価方法 

子会社及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

 

子会社及び関連会社株式 

同左 

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 

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 

第１四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 

同左 

その他有価証券 

同左 

２ たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

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 

 

商品 

同左 

原材料 

同左 

商品 

同左 

原材料 

同左 

３ 固定資産の減価償却の

方法 

(1) 有形固定資産 

定率法によっております。

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。 

 

(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、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

 

建物及び構築物 ３年～18年 

 

(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、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。 

 

 (2) 長期前払費用  

定額法 

(2) 長期前払費用  

同左 

(2) 長期前払費用  

同左 

４ 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 

 

５ 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 

 

６ その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成の為

の基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会

計処理は、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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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

前第１四半期会計期間末 

( 平成17年６月30日現在) 
 

当第１四半期会計期間末 

(平成18年６月30日現在)
 

前事業年度末 

(平成18年３月31日現在)
 

（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。 

（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） 
当第１四半期会計期間から「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する
会計基準」（企業会計基準委員会
平成17年12月９日  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等の適用
指針」（企業会計基準委員会  平成
17年12月９日  企業会計基準適用指
針第８号）を適用しております。 
これによる損益に与える影響はあ

りません。 

  なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は921,196千円であ

ります。 

 

 

 

 

（株主資本等変動計算書に関する会
計基準） 
当第１四半期会計期間から、「株

主資本等変動計算書に関する会計基
準」（企業会計基準委員会  平成17
年12月17日  企業会計基準第６号）
及び「株主資本等変動計算書に関す
る会計基準の適用指針」（企業会計
基準委員会  平成17年12月27日  企
業会計基準第適用指針９号）を適用
しております。 
これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 

 

 

注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 

 
前第１四半期会計期間末 

( 平成17年６月30日現在) 
 

当第１四半期会計期間末 

(平成18年６月30日現在)
 

前事業年度末 

(平成18年３月31日現在)
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

3,695千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

21,425千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

17,306千円

※２ 消費税等の取扱 

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。 

※２ 消費税等の取扱 

同左 

※２ 消費税等の取扱 
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(四半期損益計算書関係) 

 

前第１四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年６月30日)

 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年６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 営業外収益の主要項目 

受取利息 747千円 

 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取家賃 1,781千円

 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 3,271千円

 

※２ 営業外費用の主要項目 

新株発行費 259千円 

 

※２ 営業外費用の主要項目 

新株発行費 3,340千円

 

※２ 営業外費用の主要項目 

新株発行費 9,908千円

 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 2,032千円 

  
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 4,118千円

 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 15,643千円

 

 

(四半期株主資本等変動計算書関係) 

 

当第１四半期（自平成18年４月１日  至  平成18年６月30日） 

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 

 前事業年度末 

株式数（株） 

当第１四半期 

会計期間増加株式数

（株） 

当第１四半期 

会計期間減少株式数

（株） 

当第１四半期 

会計期間末株式数

（株） 

発行済株式  

普通株式（注） 31,078,000 1,000,000 － 32,078,000

合計 31,078,000 1,000,000 － 32,078,000

自己株式  

普通株式 1,630 － － 1,630

合計 1,630 － － 1,630

（注）普通株式の発行済株式数の増加1,000,000株は、新株予約権の権利行使による増加であります。 

 

２.新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

新株予約権の内訳 
新株予約権の目的

となる株式の種類 前会計年度

末 

当第１四半

期会計期間

増加 

当第１四半

期会計期間

減少 

当第１四半

期会計期間

末 

当第１四半

期会計期間

末残高（千

円） 

第６回新株予約権 普通株式 3,000,000 － － 3,000,000 39,660

合計 － 3,000,000 － － 3,000,000 39,660

（注）上表の新株予約権は、権利行使の可能なものであります。 
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(リース取引関係) 

 

前第１四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年６月30日)

 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年６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 

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 

 

 

車両

運搬具

工具器具

及び備品

ソフト

ウェア
合計 

取得価額

相当額 
7,461千円 1,680千円 2,950千円12,091千円

減価償却

累計額 

相当額 

1,897千円 588千円 1,032千円 3,517千円

期末残高

相当額 
5,564千円 1,092千円 1,917千円 8,574千円

 

 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 

 

 

ソフト 

ウェア 
 
工具器具 

及び備品 
 
車両運搬

具 
合計 

取得価額

相当額 
2,950千円 1,680千円 7,461千円 12,091千円

減価償却

累計額 

相当額 

885千円 504千円 1,517千円 2,906千円

期末残高

相当額 
2,065千円 1,176千円 5,944千円 9,185千円

 
   

 ２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 2,428千円

１年超 6,282千円

合計 8,711千円
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 2,417千円

１年超 6,893千円

合計 9,311千円
 

   

 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 643千円

減価償却費 
相当額 

580千円

支払利息相当額 89千円
 

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 1,930千円

減価償却費 
相当額 

1,832千円

支払利息相当額 303千円
 

   

 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 

(減価償却費相当額の算定方法) 

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。 

 (利息相当額の算定方法) 

同左 
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(有価証券関係) 

前第１四半期会計期間末(平成17年６月30日現在) 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

当第１四半期会計期間末(平成18年６月30日現在) 

    子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前 事 業 年 度 末(平成18年３月31日現在) 

   子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

(１株当たり情報) 

 

項目 
前第１四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年６月30日)

 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年６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 24円 33銭 29円 95銭 29円 94銭

１株当たり第1四半期 

(当期)純損失 
2円 60銭 2円 49銭 8円 13銭

潜在株式調整後１株当たり 

第1四半期(当期)純利益 

 潜在株式調整後１株当

たり第1四半期純利益金額

については、第1四半期純

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１四半期（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１四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年６月30日)

 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年６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株当たり第1四半期(当期)純損失  

第1四半期(当期)純損失(千円) 72,493 79,089 234,078

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式に係る第1四半期(当期)純損失(千

円) 
72,493 79,089 234,078

普通株式の期中平均株式数(株) 27,857,304 31,779,666 28,780,701

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1四半期(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 

4,810個 
 

   

新株予約権 

7,291個 

   

新株予約権 

8,291個 
 

 

(重要な後発事象) 

前第１四半期会計期間（自平成17年４月１日至平成17年６月30日） 

連結資料の記載と同様であります。 

当第１四半期会計期間（自平成18年４月１日至平成18年６月30日） 

         連結資料の記載と同様であります。 

前 事 業 年 度（自平成17年４月１日至平成18年３月31日） 

         連結資料の記載と同様であります。 

 

 


