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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 1,331 ― △41 ― △113 ― △93 ―

20年3月期第1四半期 1,797 73.2 △237 ― △242 ― △195 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △2,725.46 ―

20年3月期第1四半期 △7,122.13 ―

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

21年3月期第1四半期 3,394 263 7.5 7,403.62
20年3月期 3,635 342 9.1 9,658.52

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  255百万円 20年3月期  331百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 2,800 △25.4 △75 ― △135 ― △140 ― △4,081.98

通期 6,400 △5.6 100 ― 45 ― 5 ― 145.78

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

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  34,447株 20年3月期  34,297株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  34,397株 20年3月期第1四半期  27,475株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間（平成20年４月から平成20年６月、以下「当第１四半期」という）におけるわが国の経

済は、停滞ムードが漂い始めた期間であったといえます。

　米国の金融不安が解消されないなか、株式市況も低迷し、投資マネーが商品先物に流れるようになりました。特に

原油価格の高騰はあらゆる物価を押し上げることに繋がり、また、穀物の価格上昇は我々の生活必需品価格に直接影

響を与え始めております。

　このような世界的な金融不安の状況、原油高や穀物高からくる消費者物価の高騰による消費行動の減退等は、今後

の日本経済が弱含みの展開になることを暗示していると考えられます。

　このような環境下、コンサルティング事業におきましては、前期より着手してきた、新サービスの「マネジメント・

アウトソーシング・サービス（Management Outsourcing Service 略称：MOS）」（専任のコンサルタントが顧客企業

内外でマネジメント業務を請負う）は、多くの企業ニーズにマッチしていると高く評価されており、順調に実績をあ

げております。

　また、同事業内に平成19年10月１日から「セールス・リソース・マーケティング事業本部」として機能していた部

署を平成20年４月より「事業開発本部」と名称を変更いたしました。これは、企業の成長に欠かせない［人材戦略＝

収益向上の源泉］とおき、当社のドメインに沿って営業・販売職に特化した採用支援・育成支援・求人・斡旋を行う

事業本部であります。営業販売の人材（＝収益の拡大に大きなウェイトを占める人材）を総合的に開発していく事業

と位置づけております。

　アウトソーシング事業におきましては、人材需要が逼迫しているサービス業領域への営業展開を強化しております。

コンビニエンスストアへの短期請負は、東京地区では更に需要が伸びており、単価のアップと契約店舗の増加も堅調

に進展し、収益も大きく伸びております。特に主要エリア（千代田区・港区・渋谷区・中央区・新宿区）では、契約

店舗のシェアは70％を超えております。また、港区では、ほぼすべてのコンビニエンスストアと契約にいたるまでに

認知されました（経済産業省　平成16年商業統計より）。現在では、江東区・中野区など、他のエリアも大きく伸び

ており、拠点戦略も大きく業績に貢献しております。秋葉原地区の拠点は、急成長するマーケット需要に対応すべく、

柔軟な供給体制の構築を図り、事業拡大の重点投資として位置付けておりましたが、見通しを上回る成長を見せてい

ます。

　そして、安定的に伸びていた横浜地区をさらに拡大するために、沿線強化を狙い、横浜の機能を渋谷で展開するこ

とを決め、拠点を移しさらなる大きなマーケットでの展開を図ることになりました。そして、この展開も順調なスター

トをきることができております。また、コンビニエンスストアと類似の業態にもサービスを展開し、新たな売上が計

上できつつあります。

　広告・フリーペーパーの配布業務も、積極的な営業展開を図り、顧客である媒体各社の旺盛な創刊意欲とあいまっ

て、順調に業績を伸ばすことができました。

　セールスプロモーション事業におきましては、株式会社国連社（平成19年９月に連結子会社から持分法適用会社に

移行しております）が、広告需要が減少した影響を受け、主要顧客の受注減を期間内に補完できずに、売上高の減少

となりましたが、組織体質の大幅な改善、利益率の高いプロジェクトへの営業体制のシフト、経費の見直しなど、思

い切ったリストラクチャリングを継続実行してきました。

　また、株式会社イーヴァム・インターナショナルは、イベントブースの制作事業で、企画力とデザイン力が高く、

顧客からも多大な評価を受けております。しかも、当社のイベントプロデュース部門との人材の融合も円滑に進み、

新たな商機も増加して、順調な受注拡大に成功しました。

　インキュベーション投資事業におきましては、セレブリックス・インベストメント株式会社が事業を行っておりま

すが、新規の投資はなく、現状においては特筆すべき動きはありません。

  その他事業におきましては、エックス・ネット・サービス株式会社が、従業員100名～300名規模の上場企業及び成

長企業に絞って営業展開を行いました。今後は、営業対象の再設定と利用メリットの出ている業種に絞った営業体制

の再構築を図り、安定的に利益が上がるような体制を構築してまいります。

  以上の結果、当第１四半期の売上高は1,331,295千円（前年同期比△25.9％）、営業損失41,534千円（前年同期は、

237,771千円の営業損失）、経常損失113,596千円（前年同期は、242,141千円の経常損失）、当四半期純損失93,747千

円（前年同期は、195,680千円の四半期純損失）となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金の減少等により前連結会計年度末比241,316千円減の

3,394,503千円となりました。有利子負債は、前連結会計年度末比82,800千円減の2,712,240千円となりました。純資

産は、四半期純損失等により前連結会計年度末比79,684千円減の263,294千円となり、自己資本比率は7.5％となりま

した。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期の業績は、概ね想定していた範囲内で推移しているため、平成20年５月15日に公表いたしました業績

予想から変更はありません。　

４．その他

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

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

簡便な会計処理

①固定資産の減価償却費の算定の方法

　減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期

間按分して算定しております。

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目のうち、重要性の乏しいものを除

いて算定しております。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められる場合に、前事業年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用しております。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりました

が、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７

月５日）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これによる損益に与える影響はありません。

③リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財財務諸表から適用することができることになっ

たことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理

によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法につい

ては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。これによる損益に与える

影響はありません。

　なお、平成20年３月31日以前に取引を開始した所有権移転外ファイナンス・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。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,539,004 1,574,381 

受取手形及び売掛金 545,697 660,438 

営業投資有価証券 40,155 41,860 

仕掛品 5,772 13,161 

その他 223,067 221,073 

貸倒引当金 △10,304 △4,848 

流動資産合計 2,343,392 2,506,067 

固定資産   

有形固定資産 50,809 51,645 

無形固定資産   

のれん 112,551 122,198 

その他 30,869 31,454 

無形固定資産合計 143,421 153,653 

投資その他の資産   

関係会社長期貸付金 445,804 520,726 

その他 399,385 390,078 

貸倒引当金 △7,406 △7,406 

投資その他の資産 837,782 903,398 

固定資産合計 1,032,013 1,108,697 

繰延資産 19,097 21,054 

資産合計 3,394,503 3,635,819 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 128,476 202,172 

短期借入金 2,074,240 2,143,040 

1年内返済予定の長期借入金 46,000 50,000 

未払法人税等 3,232 4,781 

賞与引当金 96,304 60,949 

安全協力会費等返還損失引当金 17,744 30,344 

その他 204,309 230,049 

流動負債合計 2,570,308 2,721,336 

固定負債   

社債 490,000 490,000 

長期借入金 70,000 80,000 

その他 900 1,503 

固定負債合計 560,900 571,503 

負債合計 3,131,208 3,292,840 



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 712,766 711,986 

資本剰余金 716,304 715,524 

利益剰余金 △1,186,030 △1,092,283 

株主資本合計 243,040 335,228 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,992 △3,969 

少数株主持分 8,261 11,720 

純資産合計 263,294 342,978 

負債純資産合計 3,394,503 3,635,819 



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 1,331,295 

売上原価 909,501 

売上総利益 421,793 

販売費及び一般管理費 463,327 

営業損失（△） △41,534 

営業外収益  

受取利息 11,224 

受取配当金 2,763 

その他 8,589 

営業外収益合計 22,577 

営業外費用  

支払利息 20,361 

持分法による投資損失 71,666 

その他 2,612 

営業外費用合計 94,640 

経常損失（△） △113,596 

特別利益 8 

特別損失 157 

税金等調整前四半期純損失（△） △113,745 

法人税、住民税及び事業税 1,813 

法人税等調整額 △18,352 

少数株主損失（△） △3,458 

四半期純損失（△） △93,747 



（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期

第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,797,135

Ⅱ　売上原価 1,365,206

売上総利益 431,928

Ⅲ　販売費及び
一般管理費

669,699

営業損失 237,771

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 198

２．受取配当金 3,425

３．投資有価証券売却益 6,449

４．安全協力会費 2,001

５．自社広告手数料収入 955

６．その他 3,677

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 11,371

２．投資有価証券売却損 7,401

３．その他 2,306

経常損失 242,141

Ⅵ　特別利益  

１．貸倒引当金戻入益 3,585

Ⅶ　特別損失  

１．投資有価証券評価損 4,995

２．その他 999

税金等調整前四半期純損失 244,552

法人税、住民税及び事業税 3,528

法人税等調整額 △53,400

少数株主利益 1,001

四半期純損失 195,680
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