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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 511 ― △61 ― △128 ― △116 ―

20年3月期第1四半期 442 ― △122 ― △143 ― △167 ―

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 △1.57 ―

20年3月期第1四半期 △2.26 ―

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 2,665 1,498 54.3 19.47
20年3月期 2,667 1,620 58.4 20.96

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,447百万円 20年3月期  1,557百万円

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
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 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 1,033 18.5 △95 48.9 △59 73.4 △92 51.7 △0.86

通期 2,682 40.2 87 129.2 130 137.7 24 104.3 0.34

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、５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、５～６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予想等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日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、実際の業績等はさまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
２．当連結会計年度より連結財務諸表を作成しており、前年第１四半期及び前期末の連結業績については記載しておりません。 
３．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 有

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  74,330,896株 20年3月期  74,330,896株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  19,579株 20年3月期  19,479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  74,311,325株 20年3月期第1四半期  74,312,217株
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【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１四半期連結累計期間における我が国の経済は、米国の金融システム不安による景気後退懸

念を発端とした世界同時株安、原油や鉄鋼製品等の資材・資源関連価格の高騰及び大豆・米等の食

糧価格等の急騰による食糧危機等の不安定な世界経済の中で、企業収益の伸び悩みや設備投資の抑

制等による企業景況感の減速下、消費者物価の上昇傾向等及び可処分所得の停滞等に伴い、個人消

費回復の減速の下で推移しました。 

このような状況下、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）

の経営成績は、売上高は511百万円と前年同期比68百万円（同15.5％増）の増収となり、利益面では

改善の兆しが見られ、営業損失61百万円（前年同期比61百万円損失減）となりましたが、過去の投

資事業の一つである持分法適用会社株式会社エー・エム・テクノロジーの投資損失（66百万円）を

計上したこと等により、経常損失128百万円（前年同期比14百万円損失減）となり、四半期純損失は

116百万円（前年同期比51百万円損失減）となりました。 

次に、事業の種類別セグメントの業績における概要は以下の通りです。 

① ＩＴ関連事業 

  ネットワークセキュリティ事業につきましては、当事業の合理化及び既存顧客の競合製品への

乗り換え等厳しい状況下にはありますが、計画通り堅調な業績で推移しております。 

ＶＯＤ（ビデオ・オン・デマンド）事業につきましては、前連結会計年度に当初予想していた

収益を上げるに至らず、当社グループとして当該事業の方向性を検討した結果、当社は当該事業

部門からの撤退を決定し、当社の子会社である株式会社シーサイドの株式を、平成20年４月17日

に一部を残し売却いたしました。これに関しましては平成20年４月16日に開示いたしました「連

結子会社の異動（譲渡）に関するお知らせ」をご覧ください。 

② セールスプロモーション事業 

  セールスプロモーション事業につきましては、メーリング事業では既存顧客への企画提案営業

の推進により計画通り堅調な売上の確保が出来たこと、マーケティング事業では前連結会計年度

より立ち上げを計画していた新規大口案件が結果を出しつつあり順調な推移を見せていること、

金融ソリューション事業では既存事業の安定確保と新規ビジネスへの企画提案による業務が計画

通り収益を上げたこと等により、堅調な業績で推移しました。 

③ 企業再生再編支援等・投融資関連事業 

  企業再生再編支援等事業につきましては、前連結会計年度より継続しております大型企業再生

支援案件の受注が好調であり、ほぼ計画通りの売上高を計上しておりますが、それに対して販売

費及び一般管理費が膨らんだこと等の理由により、当初計画の業績を達成するには至っておりま

せん。今後新規案件の受注が見込まれており、業績は回復傾向に向かっております。 

  また、資金調達仲介業務については、前連結会計年度から継続して行われてきたＭ＆Ａ資金調

達及び事業会社運転資金調達の案件が成果を生み出しつつあり、当初予想していた以上の収益を

上げることができました。 

また、前連結会計年度末に新規事業として進出しました人材紹介事業につきましては、事業の

立ち上げの初期段階としましては、求職者登録数・求人紹介契約先が予定を上回る順調な滑り出

しとなり、第２四半期より売上への貢献が計画通りに推移すると予測しております。これに関し

ましては平成20年２月８日に開示いたしました「当社子会社における新規事業への進出に関する

お知らせ」をご覧ください。 
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④ フィナンシャルサービス事業 

  フィナンシャルサービス事業につきましては、前連結会計年度に連結子会社化した韓国の消費

者金融事業者であるYour Capital Co., Limited（以下「ユア・キャピタル社」）の営業貸付資金

の資金調達の遅れはあるものの、実績は堅調に推移しており、収益も計画どおりに確保されてお

ります。韓国における消費者金融事業の拡大基調により、ユア・キャピタル社は今後一層の事業

拡大が見込まれることから、平成20年７月４日に増資を行い、当社もその引き受けに応じ、同社

の株式数の当社所有割合は48.99％となりました。これに関しましては平成20年７月３日に開示い

たしました「子会社増資に関するお知らせ」をご覧ください。 

⑤ その他 

  その他事業につきましては、持分法適用会社の株式会社エー・エム・テクノロジーの業績不振 

 と量産化体制の遅れ等により、同社の事業継続性に疑義が生じているため、複合部材の販売事業 

 は見直しを検討しております。なお、同社の投資に対する再評価を実施し、前述の通りに投資損

失を計上しております。 

管理部門につきましては、前連結会計年度に行われた費用削減のためのリストラクチャリング

がほぼ完了し、当第１四半期は計画通りの推移となりました。今後も計画通りに推移すると予測

しております。 

 

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における総資産は、前連結会計年度末に比べ 2百万円減少し 2,665

百万円となりました。主な要因は、営業貸付金228百万円の増加、売掛金74百万円減少及び投資そ

の他の資産の57百万円減少等となっております。 

当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ 118百万円増加し 1,166

百万円となりました。主な要因は、一年以内返済予定の長期借入金 108百万円の増加と長期借入金

35百万円の増加及び買掛金36百万円の減少等となっております。 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ121百万円減少し1,498

百万円となりました。主な要因は、当第１四半期純損失が116百万円となったことによります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は 891百万円となり、前連結会計年度末に比

べ100百万円減少となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は 258百万円の減少となりました。主なプラス要因は、

売掛金の回収47百万円であり、主なマイナス要因は、税金等調整前四半期純損失115百万円の計上、

営業貸付金233百万円の増加であります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は７百万円の増加となりました。主な要因は、連結範囲

の変更を伴う子会社株式の売却収入による６百万円であります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は 149百万円の増加となりました。主な要因は、長期借

入金の調達206百万円と借入金の返済43百万円によるものであります。 

なお、営業活動によるキャッシュ・フローの資金減少の営業貸付金増加分 233百万円は、長期借

入金調達206百万円及び借入金返済43百万円を検証すると、実態の営業活動によるキャッシュ・フ

ローは改善の方向に向かっていると判断しております。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成20年５月16日の「平成

20年３月期 決算短信」にて発表の業績予想数値に変更はありません。 

 

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 

１．簡便な会計処理 

一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変

化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定し

ております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  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 

法人税等並びに納付税額の算定に関しては、加減算項目等を重要なものに限定し、法定実効 

税率により算出しております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、将来の業績予測等を基に回収可能性を判断し

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 平成19年

３月 14日)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 平成19年３月 14日)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．「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)を適用し、

評価基準については、原価法から原価法(収益性低下による簿価切下げの方法)に変更しており

ます。 

これによる損益に与える影響はありません。 

３．事業セグメントの新設と名称変更 

① 事業セグメントの新設 

従来、「企業再生支援・投融資関連事業」に区分しておりました消費者金融事業について、

顧客が企業（Ｂ to Ｂ）ではなく個人（Ｂ to Ｃ）であること及び受取利息の収益構造より

判断し、個人対象の消費者金融業の実態に合わせるため、「企業再生支援・投融資関連事業」

より分割し、「フィナンシャルサービス事業」として区分することにいたしました。この結果、

従来の方法に比較して当第１四半期連結累計期間の「企業再生再編支援等・投融資関連事業」

の売上高は、132百万円（うち、外部顧客に対する売上高は132百万円）減少し、営業費用、

営業利益は、それぞれ118百万円、13百万円減少しております。 
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② 事業セグメントの名称変更 

Ａ．企業再生再編支援等・投融資関連事業 

従来の「企業再生支援・投融資関連事業」につきましては、企業に対する「経営管理・

人材・財務」を中心としたサポート事業として、即ち、再生企業へのＭ＆Ａ・資金調達等

の仲介業務、事業承継企業等への企業価値算定のコンサルティング業務、経営管理機能構

築及び事務処理受託等業務、専門職・専任職等の人材紹介サポート業務を展開する事業と

して、「企業再生再編支援等・投融資関連事業」と変更いたしました。 

Ｂ．セールスプロモーション事業 

従来の「ロジスティックマネジメント事業」としていた事業はメーリング配送等を主体

としたクロスメディアプロモーション業務でありましたが、事業価値の向上を図るために、

メーリング配送業務については企画提案よりの営業推進による付加価値のアップ、Ｗｅｂ

サイト構築コンサルティング業務の拡張と金融ソリューション業務サービスの立ち上げに

より企画提案事業を主体とした事業への転換を図ったため、「セールスプロモーション事

業」に名称を変更いたしました。 
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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 851,141 870,583 

売掛金 183,773 257,917 

仕掛品 7,877 1,406 

営業貸付金 1,171,992 943,509 

その他 138,377 210,564 

流動資産合計 2,353,162 2,283,981 

固定資産   

有形固定資産 35,147 36,933 

無形固定資産   

 のれん 66,918 71,772 

 その他 13,755 21,130 

 無形固定資産合計 80,674 92,903 

投資その他の資産 196,478 253,929 

固定資産合計 312,301 383,766 

資産合計 2,665,463 2,667,748 

負債の部   

流動負債   

    買掛金 79,451 116,312 

  短期借入金 193,610 192,090 

  一年以内返済予定の長期借入金 317,051 208,122 

  未払法人税等 24,376 35,319 

賞与引当金 23,275 10,709 

その他 130,194 106,734 

流動負債合計 767,958 669,287 

固定負債   

 社債 79,482 92,001 

長期借入金 314,419 279,411 

退職給付引当金 984 649 

役員退職慰労引当金 360 3,048 

その他 3,350 3,350 

固定負債合計 398,596 378,459 

負債合計 1,166,554 1,047,747 
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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 

資本剰余金 

 

 

3,902,231 

1,333,491 

 

 

3,902,231 

1,333,491 

利益剰余金 △3,754,267 △3,640,348 

自己株式 △2,846 △2,844 

 株主資本合計 1,478,608 1,592,529 

評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 △326 △470 

為替換算調整勘定 △31,253 △34,461 

評価・換算差額等合計 △31,579 △34,931 

新株予約権 12,050 23,800 

少数株主持分 39,829 38,602 

純資産合計 1,498,908 1,620,000 

負債純資産合計 2,665,463 2,667,748 
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(2) 四半期連結損益計算書 

（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 511,653 

売上原価 295,262 

売上総利益 216,391 

販売費及び一般管理費 277,607 

営業損失 61,216 

営業外収益  

 受取利息 1,720 

 その他 479 

営業外収益計 2,200 

営業外費用  

支払利息 71 

持分法による投資損失 66,654 

為替差損 2,705 

その他 199 

営業外費用計 69,631 

経常損失 128,647 

特別利益  

 関係会社株式売却益 19,927 

 新株予約権戻入益 11,750 

 その他 7,678 

 特別利益計 39,356 

特別損失  

 貸倒引当金繰入額 21,860 

 その他 4,682 

 特別損失計 26,542 

税金等調整前四半期純損失 115,833 

法人税、住民税及び事業税 10,571 

法人税等調整額 △4,278 

法人税等合計 6,292 

少数株主損失 5,489 

四半期純損失 116,636 
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失 △115,833 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 32,039 

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,566 

受取利息及び受取配当金 △1,721 

支払利息 71 

持分法による投資損失 66,654 

新株予約権戻入益 △11,750 

関係会社株式売却益 △19,927 

売上債権の増減額（△は増加） 47,762 

営業貸付金の増減額（△は増加） △233,759 

仕入債務の増減額（△は減少） △36,883 

その他 17,528 

小  計 △243,251 

利息及び配当金の受取額 1,946 

利息の支払額 △73 

法人税等の支払額 △17,022 

営業活動によるキャッシュ・フロー △258,402 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 6,322 

その他 764 

投資活動によるキャッシュ・フロー 7,086 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 206,200 

長期借入金の返済による支出 △43,454 

社債の償還による支出 △13,403 

その他 △1 

財務活動によるキャッシュ・フロー 149,341 

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,973 

現金及び現金同等物の増減額 △100,001 

現金及び現金同等物の期首残高 991,903 

現金及び現金同等物の四半期末残高 891,901 
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当社グループは、前連結会計年度まで継続的に営業損失を計上しており、当第１四半期連結累計期

間においても61,216千円の営業損失及び258,402千円の営業キャッシュ・フローの支出を計上してお

ります。 

これにより、当社グループには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。 

連結財務諸表提出会社である当社は当該状況を早期に解消すべく、当連結会計年度より積極的な事

業展開を進めてまいります。 

前連結会計年度に株式を取得し連結子会社といたしました韓国の消費者金融事業会社ユア・キャピ

タル社への積極的な投資を行い、営業貸付金の拡大に努めるとともに債権管理の強化を図って、事業

収益拡張に努めるとともに確実な営業利益の増進を図ってまいります。 

国内においては、連結子会社のＭ＆Ａグローバル・パートナーズ株式会社と株式会社アガットコン

サルティングは、企業再生再編のＭ＆Ａ仲介・資金調達仲介・事業承継ビジネスサポート・経営管理

コンサルティング・管理機能サポートの各事業を強化して、売上・営業利益の拡大を図ってまいりま

す。また、新規事業として人材紹介事業を開始した日本キャリア・パートナーズ株式会社は、第２四

半期より当初計画の事業スタートが出来る体制を整えましたので、売上拡大への役割を担えるものと

期待しております。 

なお、既存事業会社の株式会社ジオブレインは、事業内容の見直しを行い、メーリング配送中心の

事業より企画営業提案事業による付加価値向上を目指すために、セールスプロモーション事業として

メーリング事業の企画提案営業業務への転換・Ｗｅｂサイト構築業務・金融ソリューション業務に取

組んで売上拡大と収益増進を図ってまいります。 

当社事業のＩＴ関連事業については、事業の採算性を確保するために個別顧客のサポート体制の整

備と営業力を強化し、ＯＥＭ・ＯＤＭ販売についても採算性重視の取引を行っております。 

経営管理面では、当社を中心としたグループ統制の機能を強化して、管理業務のスリム化と情報の

共有化及び事業シナジーを発揮する体制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、上記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。 
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(5) セグメント情報 

 【事業の種類別セグメント情報】 

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） 

 
ＩＴ関連事業 

(千円) 

企業再生再編 

支援等・投融資 

関連事業 

(千円) 

セールスプロモ

ーション事業 

(千円) 

フィナンシャル

サービス事業 

（千円） 

その他事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 

全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高及び営業損益         

売上高         

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
72,563 90,302 216,357 132,429 ― 511,653 ― 511,653 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
95 10,179 2,525 ― ― 12,800 （12,800) ― 

計 72,659 100,481 218,883 132,429 ― 524,454 （12,800) 511,653 

営業費用 63,329 115,931 215,676 118,753 147 513,838 59,031 572,870 

営業損益(△は損失) 9,329 △15,449 3,207 13,676 △147 10,615 △71,831 △61,216 

(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．事業区分の新設と名称の変更について 

      ①事業セグメントの新設 

        フィナンシャルサービス事業を新設いたしました。詳細は４．その他（３）四半期連結財務諸表

作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の３を参照してください。 

      ②事業セグメントの名称変更 

        企業再生再編支援等・投融資関連事業及びセールスプロモーション事業に名称変更をいたしまし

た。詳細は４．その他（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

変更の３を参照してください。 
３．各区分に属する主要な製品又は事業の内容等 

事業区分 主要な製品又は事業の内容等 

ＩＴ関連事業 

・ＵＲＬフィルタリング、コンテンツセキュリティ、レポーティン
グ、暗号、コンピュータペスト対策、遠隔監視システム 

・リチウムイオンバッテリー他電子部品 
・パソコン用内蔵電源装置 

企業再生再編支援等・ 

投融資関連事業 

・企業再生再編支援（Ｍ＆Ａ仲介、資金調達仲介、再生コンサルテ
ィング、事業承継コンサルティング、企業調査）事業 

・会計等業務アウトソーシング事業 
・人材（専門職、専任職等）紹介事業 
・その他投融資関連事業 

セールスプロモーション事業 

・メーリング事業 
・マーケティング（Ｗｅｂサイト構築等）事業 
・金融ソリューション事業 

フィナンシャルサービス事業 ・消費者金融事業 

その他事業 ・複合部材事業 
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【所在地別セグメント情報】 

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） 
 

日本 
(千円) 

アジア 
(千円) 

計(千円) 
消去又は 
全社(千円) 

連結(千円) 

売上高及び営業損益      

売上高      

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
379,331 132,322 511,653 ― 511,653 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― 1,729 1,729 (1,729) ― 

計 379,331 134,051 513,383 (1,729) 511,653 

営業費用 378,585 121,955 500,540 72,329 572,870 

営業損益(△は損失) 746 12,096 12,842 △74,059 △61,216 

(注) １．国又は地域の区分の方法 

地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア：中国（香港）、韓国 

 

【海外売上高】 
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） 

アジア 計 
Ⅰ 海外売上高（千円） 132,322 132,322 

Ⅱ 連結売上高（千円） ― 511,653 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 25.9% 25.9% 

(注) １．国又は地域の区分の方法 

地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
アジア：中国（香港）、韓国 

      ３．海外売上高は、連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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(6) 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。 

 

(7) 重要な後発事象 

当社の連結子会社であるYour Capital Co.,Limitedは、平成20年７月３日開催の同社取締役会 

決議に基づき、第三者割当による新株の発行を行いました。その概要は次のとおりです。 

①発行する新株式数    3,064,000 株 

②発行価額        1株につき1,000 ウォン（102.35 円） 

③発行価額の総額     3,064 百万ウォン（約313 百万円） 

④発行価額中資本に組入れる額 

              1株につき1,000 ウォン（102.35 円）  

⑤資本組入額の総額    3,064 百万ウォン（約313 百万円） 

⑥増資後発行株式数    4,000,000 株 

⑦増資後の資本金の総額   3,532 百万ウォン（約361 百万円） 

⑧払込期日        平成20年７月７日 

   ⑨割当先、株式数及び引受価額 

Onuri International Inc（韓国） 1,504 ,560 株（49.10%） 

1,505 百万ウォン（約153 百万円） 

当社               1,559,440 株（50.90%） 

1,559 百万ウォン（約159 百万円） 

なお、新株発行後の当社所有株式数および所有割合は以下のとおりです。 

① 当社所有株式数   1,959,440 株 

     ② 当社所有割合    48.99% 
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「参考資料」 

 前四半期にかかる財務諸表 

  (1) （要約）四半期連結損益計算書 

    前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

（単位：千円） 
前年同四半期 

(平成20年3月期 

第1四半期) 

科  目 

金  額 
Ⅰ 売上高 442,971 

Ⅱ 売上原価 303,869 

売上総利益 139,101 

Ⅲ 販売費及び一般

管理費 261,640 

営業損失 122,538 

Ⅳ 営業外収益 2,586 

Ⅴ 営業外費用 23,650 

経常損失 143,603 

Ⅵ 特別利益 5,418 

Ⅶ 特別損失 7,899 

税金等調整前 
四半期純損失 

146,084 

税金費用 12,252 

少数株主利益 9,381 

四半期純損失 167,718 
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(2) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

    前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

（単位：千円） 

 

前年同四半期 

(平成20年3月期 

第1四半期) 

区  分 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失 △146,084 

減価償却費 12,586 

賞与引当金の増減額 △3,166 

退職給付引当金の増減額 △2,964 

役員退職慰労引当金の増減額 366 

受取利息及び受取配当金 △799 

支払利息 149 

持分法による投資損失 22,022 

固定資産除却損 7,899 

売上債権の増減額 81,436 

たな卸資産の増減額 △6,879 

仕入債務の増減額 △58,932 

その他の資産の増減額 △2,920 

その他の負債の増減額 11,195 

その他 42 

小  計 △86,048 

利息及び配当金の受取額 1,212 

利息の支払額 △149 

法人税等の支払額 △34,536 

営業活動によるキャッシュ・フロー △119,521 

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 △4,964 

無形固定資産の取得による支出 △12,123 

貸付金の回収による収入 5,248 

差入保証金の払込による支出 △4,401 

差入保証金の返還による収入 1,642 

長期前払費用の取得による支出 △1,394 

その他 △111 

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,104 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額 30,000 

長期借入金の返済による支出 △3,465 

財務活動によるキャッシュ・フロー 26,535 
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前年同四半期 

(平成20年3月期 

第1四半期) 

区  分 金  額 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 68 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △109,022 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,305,517 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物 

の増減額 
1,241 

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,197,736 
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(3) セグメント情報 

   〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

 
ＩＴ関連事業 
(千円) 

企業再生支 
援・投融資 
関連事業 
(千円) 

ロジスティッ
クマネジメン

ト事業 
(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 
122,825 42,354 277,792 ― 442,971 ― 442,971 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
205 8,320 ― ― 8,525 （8,525) ― 

計 123,030 50,674 277,792 ― 451,496 （8,525) 442,971 

営業費用 178,032 47,346 249,506 135 475,020 90,489 565,510 

営業損益(△は損失) △55,001 3,327 28,286 △135 △23,524 △99,014 △122,538 

(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．各区分に属する主要な製品又は事業の内容等 

事業区分 主要な製品又は事業の内容等 

ＩＴ関連事業 

・ＵＲＬフィルタリング、コンテンツセキュリティ、レポーティン
グ、暗号、コンピュータペスト対策、遠隔監視システム 

・接骨院レセプトシステム 
・リチウムイオンバッテリー他電子部品 
・デジタルメディアプレイヤー、パソコン用内蔵電源装置 

企業再生支援・投融資関連事業 

・企業再生支援（Ｍ＆Ａ仲介、資金調達仲介、再生コンサルティン
グ）事業、 

・会計等業務アウトソーシング事業 
・その他投融資関連事業 

ロジスティックマネジメント事業 
・セールスプロモーション事業 
・クロスメディアプロモーション事業 

その他事業 ・複合部材事業 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めました配賦不能営業費用の金額は96,781千円であり、その主

なものは当社グループの管理部門に係る費用であります。 

 

〔所在地別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 
      本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、該当事項  

     はありません。 

 

〔海外売上高〕 
前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

      本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、該当事項  

     はありません。 
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６．その他の情報 
 該当事項はありません。 

 


