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（訂正）平成19年６月期 決算短信(連結)の一部訂正について 
 
 
平成19年８月30日に公表いたしました平成19年６月期 決算短信に一部訂正すべき事項がありましたので、
下記のとおり訂正いたします。 
 

記 
 
Ⅰ「訂正内容」 
 
(1)  「平成 19 年６月期 決算短信」における３ページから 13 ページを別紙の通り差し替えるものです。 

 
上記訂正は、当該３ページから13ページが旧様式で作成されておりましたので、証券取引所が新たに見

直しました決算短信の様式及び作成要領に基づいた新様式に変更するものです。当社の経営成績、財政

状態、キャッシュフローの状況等業績に変更を与えるものではございません。 
 
 
 
 

本件に関するお問い合わせ先 
〔経営管理部 IR室 専用フリーダイヤル〕 

０１２０－６１６－１７７（土日祝祭日を除く１０：００～１９：００） 
上記の時間帯以外は、０７８－８５８－５７３０（代）までお願いいたします。 
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Ⅱ（別紙）「訂正箇所」 

１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、好調な外部環境を受けて企業の旺盛な投資意欲を反映し、設備投資は高水準にあり

ます。実質ＧＤＰについても 10 四半期連続でプラス成長を記録するなど、景気の拡大は緩やかながらも底堅い動きを続けて

います。このような経済情勢下、日本銀行は平成 18 年７月、平成 19 年２月と２度にわたる利上げを実施し、今後においても

さらなる金融引き締めが懸念されています。 

 一方、個人消費については所得税の定率減税廃止、住民税率の引き上げを受けてやや足踏み状態にあり、平成 19 年７月の

参議院議員選挙における与党の敗北による政局の混迷や、米国の住宅金融市場におけるサブプライムローンの破綻急増が株式

市場や為替相場に与える影響など、今後における不透明要因も浮上しています。 

 このような経済環境のもと、当社グループにおいては、平成 18 年６月１日より 100％子会社の㈱ＤＭＥＳを吸収合併し、純

粋持株会社から事業持株会社に移行しました。当社においては過去にＭ＆Ａによって事業規模を急拡大いたしましたが、Ｍ＆

Ａによって連結対象子会社化した会社の業績不振、マネジメントリソースの希薄化による基幹事業の採算悪化に加え、保守的

会計処理を実施したこと等を要因として前連結会計年度には、多額の損失を計上することとなりました。 

 その反省から、当連結会計年度においては事業再編及び財務基盤の強化に努め、平成 18 年６月末現在における連結対象子

会社 16 社のうち 14 社を売却する方針を打ち出すとともに、本業でありますＤＭＥＳ事業へ集中特化する方針を決定しており

ました。 

 上記方針に基づき、連結子会社については順次売却を進めた結果、ほぼ全ての事業について譲渡が完了し（平成 19 年８月

30 日現在 非連結化完了：10 社、事業譲渡完了：３社、売却交渉中：１社）、当初方針通りＤＭＥＳ事業に特化する体制が

整いました。住宅関連事業における連結子会社であります㈱ザウスコミュニケーションズにつきましても、現在売却先との間

で 終譲渡交渉を進めているところであります。 

 また、財務基盤強化の一環として、連結有利子負債の削減と単独ＤＥＲ（デッド・エクイティ・レシオ）の低減にも積極的

に取り組み、有利子負債は大幅に減少させることができましたが、事業再編にかかるコストや営業上の損失をカバーするまで

には至らず、当社は当決算期をもって債務超過に陥っております。一方、平成 19 年３月には資金繰りの安定化と財務基盤の

確保を図ることを目的として金融機関 18 行を対象として特定調停の申し立てを行い、債務弁済のリスケジュールを要請いた

しました。当特定調停につきましては、可能な限り早期の成立を目指しており、成立後は、当社弁済計画に基づいて借入金の

返済を行いながら、ＤＭＥＳ事業を中心として、収益体質の確保に努めることとなります。 

 当連結会計年度よりＤＭＥＳ事業に集中特化する方針を打ち出し、事業再編及び財務基盤の強化に努めておりますが、連結

子会社の譲渡が想定より長期化したことによる費用の発生に加え、ＤＭＥＳ事業において、FrameFree Holdings 社及び

FrameFree Global 社（以下、フレームフリー社）からの海外売上ロイヤリティについて、契約事項の全面的な見直しを行った

ことで決算までに新たな契約の締結が間に合わなかったため、当期での売上計上を見送っております。 

 また、自動車事業及び娯楽事業において、事業の譲渡に伴う一時的な販売不振による売上の減少などを要因とし、期初計画

を下回る結果となりました。 

 さらに、子会社売却や事業撤退、ＤＭＥＳ事業における不採算プロジェクト中止などを主たる要因とした資産売却や事業再

編にかかる特別損失を 5,890,012 千円計上しております。 

こうした活動によって、当連結会計年度は、売上高 57,042,465 千円（前期比 37.3％減）、営業損失 4,626,234 千円（前期

は営業利益 403,704 千円）、経常損失 7,825,476 千円（前期は経常損失 411,015 千円）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。なお、当連結会計年度において金融事業を行う㈱クインランドキ

ャピタルの株式の一部を売却したことに伴い、連結の範囲から除外したため、当連結会計年度から「金融事業」セグメントを

廃止することにいたしました。また、当連結会計年度より「ＴＣＬＡ事業」を「自動車事業」に名称変更しております。当該

名称変更は、内部管理上の名称変更であり、セグメンテーションの方法等に与える影響はございません。 
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 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

  「ＤＭＥＳ事業」 

ＤＭＥＳ事業におきましては、ＩＣＴ(Information and Communication Technology)を活用した新しい形の企業ネットワー

クを構築してまいりますが、その一環として、次世代の映像技術として世界各国で注目されているフレームフリー技術のグロ

ーバルマーケティング戦略を世界規模で遂行しております、フレームフリー社との間で資本・業務提携関係を築き、商品の販

売にかかる売上増加や共同開発事業における海外ロイヤリティの安定収入が見込める体制を構築しております。 

 しかしながら、フレームフリー社からの海外売上ロイヤリティについて、ロイヤリティの権利獲得にあたり、FrameFree 事

業にかかるすべての利害関係者の間で、当連結会計年度におきまして、資産計上及び売上計上が可能となるよう契約事項や権

利関係の全面的な見直しを進めてまいりましたが、決算日までにこれらの条件を全て満たすような契約締結ができなかったこ

とで、当連結会計年度での売上計上並びに一部資産計上を見送っております。また、当初見込んでおりました大型マーケティ

ング売上につきましては、納品物の検収が 終的に間に合わず、規定どおりのタイミングでの入金が行われませんでしたので

売上計上を見送っております。なお、協議の結果、両案件ともに決済方法については確定しております。 

 ＳＩＰＳ事業では、プロジェクト採算管理を徹底し、当連結会計年度中に関連会社向け不採算プロジェクトの整理を完了し、

コスト体質の改善とプロジェクト当たりの収益性向上を実現いたしましたが、当社の方針であります事業再編のために主要な

マネジメントスタッフのリソースを集中的に投下したこと等により積極的な営業活動に注力できなかったことを主な要因と

して、プロジェクトの獲得件数及び売上単価が計画を下回る結果となりました。 

 現在、新規顧客の獲得については主にセミナーの開催、アライアンスパートナーからの紹介、顧客からの紹介の３つの手段

で開拓を行っております。また、当連結会計年度において、企業のＩＴ投資にかかるＲＯＩ診断プログラム他、合計５つの診

断プログラムに加え、企業のＷｅｂサイトの高収益化に向けたニーズの高い４つのパッケージ商品が完成したことから、現在

これらの拡販に鋭意努めております。セミナーにつきましては毎月順調に集客ができ、先の診断プログラム、高収益化パッケ

ージ商品の後押しもあり、新規受注の蓄積ができております。アライアンスパートナーにつきましてもＷｅｂを活用したプロ

モーションノウハウの薄い中堅広告代理店を中心に、毎月社数が増加しており、紹介社数も順調に増えております。 

 また、当連結会計年度において経営再建を果たしました、ＩＣＳカレッジオブアーツの生徒募集拡大支援の実績をもとに、

現在、大学、短大、専門学校のＷｅｂマーケティング支援を柱として打ち出しており、昨今の少子化の情勢から大変好調なセ

ミナーの集客、受注が進んでおります。 

 今後はこれらの施策に加えて、新たなプレゼン・プロモーションツールであるフレームフリー技術を取り込んだマーケティ

ングモデルの積極的な構築及び提案により、一層の受注率の促進、単価向上、安定収益基盤の構築を進めてまいります。 

 当事業に属する子会社である教習所向け教育システム販売の㈱ノイマンにつきましては、教習所向けの販売支援に関する新

商品投入が奏功し、業績に貢献しました。 

こうした諸活動の結果、当連結会計年度の売上高は 2,286,949 千円（前期比 52.4％減）、営業損失は 1,329,566 千円（前期

は営業利益 565,691 千円）となりました。（ＤＭＥＳ事業のうち、ポータル運営にかかる部分は次項の「ネット広告事業」に

区分して表示しております。なお、ＤＭＥＳ事業における「ネット広告事業」は、売上高 117,321 千円（前期比 92.9％減）、

営業損失は 815,974 千円（前期は営業利益 505,928 千円）であります。） 

 

「自動車事業」 

自動車事業におきましては、事業再編に伴う売却方針に従い、連結対象子会社７社について順次売却交渉を進めてまいりま

した。当期においては平成 18 年 12 月に Eugene＆Company㈱、平成 19 年１月にクインランド・カーズ㈱のアピス神戸事業及び

㈱ムーブを、３月にはオートキューブ㈱、４月にはクインランド・カーズ㈱の大阪地区における５店舗、及び名古屋地区にお

ける２店舗並びにアレーゼ名古屋事業、㈱ＡＣＬＡの４店舗を、６月には㈱ＴＣＬＡのオーラッシュ事業の事業譲渡が完了し

ております。また、平成 19 年７月には㈱ＴＣＬＡのサンク事業、クインランド・カーズ㈱の東京地区における事業譲渡が完

了し、すべての子会社について事業譲渡が完了いたしました。（平成 19 年８月 30 日現在 非連結化完了：３社、事業譲渡完

了：３社）この結果、当社は自動車事業より完全に撤退することとなりました。 
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こうした諸活動の結果、当連結会計年度の売上高は 23,168,722 千円（前期比 38.3％減）、営業損失は 1,445,291 千円（前

期は営業損失 1,061,651 千円）となりました。 

 

 「住宅関連事業」 

住宅関連事業におきましては、事業再編に伴う売却方針に従い、平成 18 年 12 月に㈱リック、平成 19 年２月に㈱わかたけ

の譲渡を完了いたしました。㈱ザウスコミュニケーションズについても早期の売却を目指して現在交渉中であります。 

こうした諸活動の結果、当連結会計年度の売上高は 1,241,017 千円（前期比 75.1％減）、営業損失は 182,610 千円（前期は

営業利益 116,321 千円）となりました。 

 

「娯楽事業」 

娯楽事業におきましては、事業再編に伴う売却方針に従い、上述のとおり平成 19 年４月に㈱ＮＥＳＴＡＧＥの株式の一部

（9,083,000 株、発行済株式総数に占める割合：33.19％）を、ジェイオーグループホールディングス㈱へ譲渡する契約を締結

しております。これにより㈱ＮＥＳＴＡＧＥは連結対象から外れ、持分法適用関連会社となりました。また、当社が保有する

残りの㈱ＮＥＳＴＡＧＥの株式（7,000,096 株、発行済株式総数に占める割合：25.58％）につきましても、引き続き当初方針

に基づき今後売却する予定であり、譲渡完了後は持分法適用関連会社から外れることとなります。 

こうした諸活動の結果、当連結会計年度の売上高は 30,224,712 千円（前期比 19.2％減）、営業利益は 52,043 千円（同 87.9％

減）となりました。 

 

「ネット広告事業」 

 当事業におきましては、地域生活情報ポータルサイト「Ｑｌｅｐ」事業におきまして、全国的な利用者増とネット広告の

拡販に注力しております。Ｗｅｂ２．０モデルの普及など劇的な進化を遂げる昨今のインターネット事情の中で、メディアと

しての高付加価値を維持すべく新たな機能を加えるなど、Ｑｌｅｐとしてサイト全体での収益モデルの再構築を図ることで、

加盟済みのフランチャイジーの収益化を図っております。当連結会計年度においては、不採算エリアでのフランチャイズ契約

の獲得を一旦休止し、既存フランチャイジーの育成、サポートに注力してまいりました。この結果、加盟金収入について獲得

しておりません。広告収入についても、当初計画では、東京エリアにおいて既存のＱｌｅｐに加え、ニューモデルである都市

対応型のＱｌｅｐの展開開始を予定しておりましたが、この見送りにより計画対比で未達となっております。 

 今後におきましては、大手アライアンス先との提携を図り、プロモーション活動を行っていくことに加えて、引き続きフラ

ンチャイジーの収益性確保のためのスーパーバイザー業務に努め、ロイヤリティ収入の拡大を図ってまいります。 

 なお、当事業におきましては、平成19年７月２日付で、㈱Ｑｌｅｐを設立し、地域生活情報ポータルサイト「Ｑｌｅｐ」事

業を独立した子会社として運営開始いたしました。現在「Ｑｌｅｐ」事業は、紙媒体を有するメディア企業などから地域情報

に根ざした配信モデルとして高い評価を得ており、当事業を独立させることによって提携等の柔軟性を確保してまいります。

また、当事業の独立採算制を採ることによって、業務執行担当者の経営責任を明確化し、収益力強化を加速するものと期待し

ております。 

こうした諸活動の結果、当連結会計年度の売上高は 117,321 千円（前期比 95.1％減）、営業損失は 815,974 千円（前期は営

業利益 1,156,018 千円）となりました。 

 

「その他事業」 

当事業におきましては、臭気判定キット販売有限責任事業組合の業績等が含まれておりますが、臭気判定キット販売有限責

任事業組合は平成 18 年８月をもって非連結化いたしました。 

当連結会計年度の売上高は3,742千円（前期比99.4％減）、営業損失は10,466千円（前期は営業損失103,102千円）となりまし

た。 
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②次期の見通し 

当社グループにつきましては、売却対象である連結子会社については、ほぼすべての事業について譲渡が完了し（平成19年

８月30日現在 非連結化完了：10社、事業譲渡完了：３社、売却交渉中：１社）、当初方針通りＤＭＥＳ事業に特化する体制

が整いました。 

当期において計上予定でありました、フレームフリー社からの海外売上ロイヤリティについても、契約事項や権利関係の見

直しが完了しており、決済方法や入金についても確約を頂いております。 

 SIPS事業におきましては、企業のＩＴ投資にかかるＲＯＩ診断プログラム他、合計５つの診断プログラムに加え、企業の

Ｗｅｂサイトの高収益化に向けたニーズの高い４つのパッケージ商品が完成しております。当期に引き続きセミナーの開催を

行うとともに、先の診断プログラム、高収益化パッケージ商品の展開により、新規受注の拡大に努めてまいります。 

 Qlep事業におきましては、大手アライアンス先との提携やプロモーション活動を行っていくことに加えて、引き続きフラ

ンチャイジーの収益性確保のためのスーパーバイザー業務に努め、ロイヤリティ収入の拡大を図ってまいります。 

さらに上記に加えて、動画、静止画に限らず、映像の世界で「安い・軽い・簡単・きれい」を実現した、次世代映像技術で

あるフレームフリー技術のマーケティングモデルを積極的に構築し、ディファクトスタンダードを目指すと同時に、安定した

収益基盤の構築に努めてまいります。 

当社では現在陥っております債務超過の解消が、当社の存続のための 重要課題と認識し、純資産増強の実現に向けた施策

を投資家との間で協議中であり、協議が整い次第実行したいと考えております。併せて、当社自身得意とするＩＴ分野に集中

特化して収益力の回復を目指し、財務健全性の回復、強化に努めてまいります。 

なお、次期の連結業績見通しにつきましては、売上高48億円、営業利益5億5千万円、経常利益3億円、当期純利益5千万円を

予想しております。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

(イ)資産の部 

 当連結会計年度末の総資産残高は、前連結会計年度末に比べて35,618,978千円減少し、17,106,229千円となりました。これ

は主として、当連結会計年度において前連結会計年度末に連結対象であった子会社９社(㈱クインランドキャピタル、㈱Ｎ

ＥＳＴＡＧＥ及び㈱ムーブ他６社)を連結対象から除外したことに伴い総資産額が全体的に減少したためであります。 

 

(ロ)負債の部 

 当連結会計年度末の負債残高は、前連結会計年度末に比べて24,089,759千円減少し、20,055,648千円となりました。これは

主として、資産の部と同様に当連結会計年度において前連結会計年度末に連結対象であった子会社９社(㈱クインランドキ

ャピタル、㈱ＮＥＳＴＡＧＥ及び㈱ムーブ他６社)を連結対象から除外したことに伴い、負債総額が全体的に減少したため

であります。 

 

(ハ)資本の部 

 当連結会計年度末の純資産残高は、前連結会計年度末の純資産残高8,579,800千円に比べて11,529,219千円減少し、債務超

過額が2,949,418千円となりました。これは、主に当期純損失10,142,190千円を計上したことにより利益剰余金が大きく減

少したことによるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

  当連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、投資活動によるキャッシュ・フローが増加しま

したが、営業活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローが減少したことにより前連結会計年度

に比べて4,478,617千円減少し、期末残高は1,176,464千円（前年同期比79.2％減）となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度において営業活動による資金の減少は、△2,073,613千円（前年同期比5,390,505千円減）となりました。 

これは主に、税金等調整前当期純損失を10,554,633千円計上したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度において投資活動による資金の増加は、4,504,949千円（前年同期比15,939,624千円増）となりました。 

これは主に、有形固定資産の売却による収入3,044,046千円、連結範囲変更を伴う子会社株式の売却による収入2,703,744千

円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度において財務活動による資金の減少は、△6,937,083千円（前年同期比11,377,122千円減）となりました。 

これは主に、短期借入金純減額△6,463,423千円によるものであります。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成15年6月期 平成16年6月期 平成17年6月期 平成18年6月期 平成19年6月期 

自己資本比率（％） 33.5 57.6 16.2 13.5 △17.2

時価ベースの自己資本比率

（％） 
141.0 517.4 77.2 31.9 12.3

債務償還年数（年） 52.6 － － 10.8 －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
1.1 － － 5.3 －

自己資本比率：自己資本/総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

債務償還年数：有利子負債/キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー/利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

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

（注３）キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」を使用しており

ます。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

（注５）キャッシュ・フローがマイナスの期につきましては、債務償還年数及びインタレスト・ガバレッジ・レシオの記載

は「－」としております。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針 

当社は永続的な事業の成長と株主価値の向上につなげるべく、利益配分と内部留保とのバランスを十分考慮しつつ、配当性

向を当社当期純利益の 10％～15％といたしまして安定的に配当を実施していくことを基本方針としております。しかしながら

前決算期および当決算期におきまして、当期純利益において赤字を計上いたしましたことから、誠に遺憾ではございますが、

配当を見送らせていただくこととなりました。今後は、ＤＭＥＳ事業に集中特化し財務基盤、収益体質を強化することによっ

て、早期の黒字転換及び復配を目指してまいる所存でございます。 
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(4) 事業等のリスク 

以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。ま

た、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資家の投資判断上、重要と思われる主な事項については、投資

家に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。なお、当社は、これらのリスク発生可能性を認識したうえで、発

生の回避、発生した場合の対応に努める方針でありますが、本株式に関する投資判断は、本項目以外の記載内容もあわせて、

慎重に検討の上で行われる必要があると考えております。 

 

① ＤＭＥＳ事業について 

(イ) 営業施策について 

ＤＭＥＳ事業の新規顧客開発営業については、当社クライアント、取引銀行・証券会社あるいはベンチャーキャピタルから

の紹介に多く依存しており、今後自社での営業体制を確立していく必要があります。営業体制の確立に際しては、営業マンの

確保に加え、マーケティングの企画、立案に携わる人材の確保も欠かせません。このような人材が十分に確保できない場合、

あるいは紹介元から安定的なクライアントの紹介が継続されない場合は同事業の業績が影響を受ける可能性があります。 

また、技術力やデザインセンスを有した開発要員の人材の確保及び採用が順調に進まない場合には業務に支障をきたす可能

性があるとともに、他の事業者が提供するサービスと差別化を図れない可能性があります。 

 

（ロ）フレームフリー事業について 

 平成 18 年 8 月より、次世代の映像技術として世界各国で注目されているフレームフリー技術のグローバルマーケティン

グ戦略を世界規模で遂行しております、フレームフリー社との間で資本・業務提携関係を築き、商品の販売にかかる売上増加

や共同開発事業における海外ロイヤリティの安定収入が見込める体制を構築しております。当事業では、海外における同社の

マーケティング支援活動を行うとともに、国内でも同製品、技術の普及に努めております。しかしながら、競合製品の出現や、

技術革新が進むことによる陳腐化などの理由により同製品、技術の普及が進まない場合、当社グループの経営成績に影響が及

ぶ可能性があります。 

 

（ハ）競合について 

ＤＭＥＳ事業は、デジタル分野でのマーケティング展開を提供するサービスであり、現状競合する企業が少ないことから、

高い利益率を維持しております。しかしながら、今後広告代理店やコンサルティング会社などが、同事業分野へ進出してくる

ことにより競争が激化し、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。 

 

（ニ）売掛金の増加について 

ＤＭＥＳ事業の売掛金につきましては、売掛債権の早期回収のための施策を実施し、債権回収が長期化している案件につい

ては規定に定められた引当処理を行っておりますが、売掛金の増加と共に貸倒リスクも増加し、売掛債権が不良債権化した場

合、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。 

 

（ホ）ビジネスモデル特許等について 

ＤＭＥＳ事業では、ビジネスモデルとして、特許権の対象になる可能性があるものについては、その取得を目指し既に申請

し対応しております。平成 19 年 3月には米国特許商標局におきまして特許の取得に至りましたが、現在までのところ、その

他の海外、ならびに国内においては特許権取得には至っておらず、また、今後も特許権を取得できる保証はありません。 

当社のノウハウ等が特許権として保護されず、他社が類似のノウハウ等を考案した場合、競争が激化し、当社グループの経

営成績に影響が及ぶ可能性があります。また、当社類似ノウハウ等に対し、当社より先に他社がビジネスモデル特許として出

願し登録された場合、当社への差止請求、あるいはライセンス料の負担、訴訟の発生等により、当社グループの経営成績に影

響が及ぶ可能性があります。 
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② 子会社事業の譲渡について 

（イ） 子会社の売却について 

当社グループでは、収益構造ならびに財務体質の早急なる改善に向けて、自動車事業、住宅関連事業、娯楽事業に属する子

会社群をすべて当連結会計年度中に売却するべく活動し、当該売却が概ね完了いたしましたが、残された事業の売却が順調に

進まない場合、対象子会社の営業の進捗状況や株式の評価価格の変動により売却価値が毀損し、当社連結決算に影響が及ぶ可

能性があります。 

 

（ロ） 売却先への保証について 

子会社の売却・営業譲渡に際しましては、売却先に対して一般的に公正妥当とされる範囲での保証表明事項が付記されてお

ります。売却した事業に当該保証表明事項に違反する事実が発見された場合、当社は保証債務の履行を請求され、当社グルー

プの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。 

 

③ 法的規制等について 

（イ） 古物営業法について 

当社グループが行っている中古車の買取、売却事業は、古物営業法の規制を受けております。監督官庁は営業所の所在地を

管轄する都道府県公安委員会であり、各々で許可を取得しておりますが、同法による規制に違反した場合には、許可の取消又

は営業停止等の処分を命ぜられ、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。 

 

（ロ） その他適用法令について 

近の地球環境問題の高まりを受け、フロン類回収破壊法、使用済み自動車の再資源化法、廃棄物処理法等環境関連法令に

よる規制が強化されております。当社グループはフロン類回収破壊法第 25 条に基づく登録を行っております。 

また、当社グループの営業上の取引行為には各種の消費者関連法が適用されることがあります。消費者契約法は消費者であ

る個人との契約に適用されます。当社グループが、中古車取引等で個人の顧客と各種契約を締結したとき、当該顧客が事実を

誤認し、または困惑していた場合には、当該契約が取り消されることがあります。 

当社グループはこれら各種の消費者関連法の遵守に努めております。しかし、何らかの理由で契約が取り消されたり、当社

グループが法律上の制裁を受けた場合には、当社グループの事業活動に影響が及ぶ可能性があります。 

また、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等について、平成 15 年５月に『個人情報の保護に関する法律』が制定

されております。 

当社グループでは、自動車事業において、車輌の売買に伴い、顧客の個人情報を取り扱っております。また、ＤＭＥＳ事業

においても、クライアント企業の委託で、インターネットを経由して多数の個人情報の収集を行っており、その他事業でも多

数の顧客に関する個人情報を保有しております。 

当社グループでは、個人情報が第三者へ漏洩する危険を回避するために技術面及び運用面で防止手段を講じておりますが、

不測にも個人情報が漏洩した場合、当社グループが法律上の制裁を受けたり、法的責任を問われない場合であっても、企業イ

メージの悪化などにより、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

④ シンジケートローンについて 

平成 18 年１月 25 日に締結したシンジケートローン契約（借入枠 2,300,000 千円、借入実行額 2,300,000 千円）には、下

記の財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの借入人に対する通知

により、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちに借入金及び利息を支払うことになっております。 

（イ）各決算期末及び中間決算期末における単体及び連結貸借対照表上の資本の部の金額が、直前の決算期末、中間決算期

末又は平成 17 年６月期末における当該単体及び連結の貸借対照表上の資本の部の金額のいずれか大きい方の 75％の金額以上

にそれぞれ維持すること。 
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（ロ）各決算期及び中間決算期における単体及び連結の営業損益及び経常損益に関して、それぞれ２半期連続して損失を計

上しないこと。 

（ハ）各決算期及び中間決算期における単体及び連結の貸借対照表における有利子負債の合計金額から現預金の合計金額を

差し引いた金額を資本の部の金額で除した数値を 2.5 以下にそれぞれ維持すること。 

平成 18 年２月 10 日に締結したシンジケートローン契約（借入枠 2,700,000 千円、借入実行額 2,700,000 千円）には、下記

の財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの借入人に対する通知に

より、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちに借入金及び利息を支払うことになっております。 

（イ）各決算期末及び中間決算期末における単体及び連結貸借対照表上の資本の部の金額が、直前の決算期末、中間決算期

末又は平成 17 年６月期末における当該単体及び連結の貸借対照表上の資本の部の金額のいずれか大きい方の 75％の金額以上

にそれぞれ維持すること。 

（ロ）各決算期及び中間決算期における単体及び連結の営業損益及び経常損益に関して、それぞれ２半期連続して損失を計

上しないこと。 

（ハ）各決算期及び中間決算期における単体及び連結の貸借対照表における有利子負債の合計金額から現預金の合計金額を

差し引いた金額を資本の部の金額で除した数値を 2.5 以下にそれぞれ維持すること。 

当社グループは当該状況を踏まえ、グループ会社の事業の見直しを行い、自動車事業、娯楽事業、住宅関連事業、金融事業

については順次売却を進めてまいりました。また、平成 19 年３月には資金繰りの安定化と財務基盤の確保を図ることを目的

として金融機関 18 行を対象として特定調停の申し立てを行い、債務弁済のリスケジュールを要請いたしました。当特定調停

につきましては、可能な限り早期の成立を目指しており、成立後は、当社弁済計画に基づいて借入金の返済を行いながら、Ｄ

ＭＥＳ事業を中心として、収益体質の確保に努めることとなります。 

 

⑤ １株当たりの株式価値の希薄化について 

当社はＣａｎｙｏｎ Ｃａｐｉｔａｌに対して平成 18 年 10 月 16 日に第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（権利行

使価格 41,475 円、総額 10 億円）、平成 19 年４月 12 日に第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（権利行使価格 5,904 円、

総額 20 億円）を割当てております。また、取締役、従業員、顧問及び社外協力者に対しインセンティブ付与のため、ストッ

クオプション制度を採用しており、これらの新株予約権の行使が行われた場合には、当社の１株当たりの株式価値は希薄化す

る可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

 当企業集団は当社、子会社６社（連結子会社６社）、関連会社９社（持分法適用会社８社、持分法非適用会社１社）で構成

されております。 

 当社グループは、「21世紀の情報コンツェルン」を標榜し、ＤＭＥＳ事業において事業化、体系化したＩＴによる生産向上

ノウハウであるＩＣＴ（インフォメーション･コミュニケーション・テクノロジー）によるグループ統治を目指しております。

そのために、各子会社にはＤＭＥＳ事業で開発した各種システム・ポータルサイト・ノウハウを提供することで生産性の向上

をはかっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 持分法適用会社 

※なお、金融事業につきましては、平成18年７月に㈱クインランドキャピタルの株式を売却したため、事業セグメントから

は除外しております。また、当連結会計年度より「ＴＣＬＡ事業」を「自動車事業」に名称変更しております。当該名

称変更は、内部管理上の名称変更であり、セグメンテーションの方法等に与える影響はございません。 

㈱ノイマン 

ＤＭＥＳ事業 

・ＩＴ技術を駆使したマーケティング戦略の

企画、構築、運営支援事業 

・次世代映像技術「FrameFree」の普及事業

・教習所向けシステムの開発・販売事業 

・マーケティングコンサルティング事業 

自動車事業 

・輸入車に特化した新車、中古車カーディーラ

ー事業 

クインランド・カーズ㈱ 

㈱ＴＣＬＡ 

㈱ＡＣＬＡ 

㈱ザウスコミュニケーションズ 住宅関連事業 

㈱ＮＥＳＴＡＧＥ（注） 
娯楽事業 

・住宅プロデュース事業 

 

・ゲームソフトの小売、マルチメディア商品

の開発・販売・フランチャイズ本部事業 

・複合カフェのプロデュース事業 

・ロボット事業 

ネット広告事業 （各子会社のポータルを運営） 

・ポータルサイト開発・運営 

・フランチャイズ本部事業 

（株）クインランド 
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３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

 当社は以下の「社是」および「経営理念」に基づき事業展開を行っております。 

「社是」 おもしろ楽しく。 

「経営理念」 

【お客様のエージェント】 

『お客様以上にお客様の利益を考え、一度お会いしたお客様とは一生涯のお付き合いを約束する』 

【パッケージング・プロフェッショナル】 

『常に 新の技術・ノウハウ・情報を収集比較検討し、お客様の為の 善のパッケージングを行う』 

【オムニ・パートナーシップ】 

『５つの利害関係者（株主,顧客,取引先,社員,社会）と一体化し、ユートピアランドを創出する』 

【「深化」と「速成」】 

『自らの独自性と優位性を高め続けるために、我々は常に「深化」と「速成」の努力を惜しまない』 

 

 (2) 目標とする経営指標 

当連結決算期をもって、当社は債務超過に陥っております。従いまして、当社ではまず第一に債務超過の解消を目標といた

します。その後、財務基盤の強化を目指し、有利子負債の絶対額の減少、並びにＤＥＲ（デットエクイティレシオ、負債比率）

の低減に取り組んで参ります。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社は平成 18 年３月より従来の“資本による企業支配”から新たに、ＩＣＴによるグループ統治＝「21 世紀型情報コンツ

ェルン」を標榜し、企業集団の統合、再編を進めてきました。同年６月にはグループ経営のコアコンピタンスであるＤＭＥＳ

事業子会社を合併、さらに自動車、娯楽、住まいといった実業子会社群についても、マーケティング戦略・システム構築の面

での関係は継続するものの、持ち株の売却による資本の切り離しを推進しております。 

今後、情報、人材、ブランド、ノウハウ、ビジネスモデルを、ＩＣＴ（インフォメーション･コミュニケーション･テクノロ

ジー：ＩＴ技術を活用して効率的・効果的に行うコミュニケーションの仕組み）によって司り、主にこうしたソフト面での企

業間シナジーの発揮・享受を目指す統治スタイルを標榜し、本業のＤＭＥＳ（デジタル・マーケティング・エンジニアリング・

サービス）で顧客企業のマーケティング高度化に努める一方で、先の事業会社群への継続的なシステム提供・改善を通じて安

定的・恒常的な収益を得るばかりでなく、各事業会社の実践での試行錯誤を通して、当社自身の技術力の向上に貢献するとい

うシナジーを追及してまいります。今後はこれらの施策に加えて、動画、静止画に限らず、映像の世界で「安い・軽い・簡単・

きれい」を実現した、次世代映像技術であるフレームフリー技術のマーケティングモデルを積極的に構築し、ディファクトス

タンダードを目指すと同時に、安定した収益基盤の構築に努めてまいります。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

・ＤＭＥＳ事業への経営資源の集中 

ＤＭＥＳ事業の早期収益化に向け、切離し対象の子会社群との不採算システム事業をすみやかに整理するとともに、当社の

コアコンピタンスであるＳＩＰＳ事業を中心にフレームフリー事業、Ｑｌｅｐ事業においても、商品力強化並びに広告代理店、

金融機関等の営業拠点の関係強化並びににその他の独自営業構造確立にむけ、積極的な営業展開を図る方針でおります。 

・財務体質の強化 

平成 17 年６月期から平成 18 年６月期にわたり、当社が強力に推進してきました企業買収による事業拡大と企業グループ形

成は、買収対象事業が主に自動車販売業やＴＶゲーム小売業であったために、この期間に有利子負債を増やすこととなりまし
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た。また、あまりに急激な拡大を目論んだために十分なマネジメントの浸透が図れず、結果として当初目標の利益を得ること

ができず、多額の営業権の償却を余儀なくされました。また、2期連続で大幅な赤字を計上したことによって、当社は債務超

過に陥っております。 

当社では現在陥っております債務超過の解消が、当社の存続のための 重要課題と認識し、純資産増強の実現に向けた施策

を投資家との間で協議中であり、協議が整い次第実行したいと考えております。併せて、当社自身得意とするＩＴ分野に集中

特化して収益力の回復を目指し、財務健全性の回復、強化に努めてまいります。 

・優秀な人材の確保と育成 

ＤＭＥＳ事業に集中特化する当社においては、その規模もグループ管理部門、事業部門ともにこれまで以上にブラッシュア

ップし、少数精鋭の組織編制・人材育成を図っていく所存です。もちろん今後の安定的な成長に向けては、当社の経営理念を

十分に理解し、当該事業について深い知識と経験を持つあらたな人材の確保・育成は必須でありますので、優秀な人材の確保

に向けて、企業としてのブランド力強化にさらに注力してまいります。 

 

(5) その他、会社の経営上重要な事項 

該当ございません。 

 

 

以上 




