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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 1,016 ― △103 ― △168 ― △208 ―

20年3月期第2四半期 871 2.7 △186 ― △223 ― △190 ―

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2四半期 △2.80 ―

20年3月期第2四半期 △2.57 ―

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2四半期 2,507 1,463 51.9 17.51
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2四半期  1,300百万円 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 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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、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、実際の業績等は様々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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等に
ついて、２ページ「定性的情報・財務諸表等 ３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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2四半期  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2四半期  19,880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2四半期  74,311,240株 20年3月期第2四半期  74,312,166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２四半期（６か月）における我が国の経済は、米国のサブプライムローン問題を発端とした

金融市場の混乱、原油や鉄鋼製品等の資材・資源関連価格及び大豆・米等の食糧価格の一段の高騰

による不安定な世界経済の中で、企業収益の減少や設備投資の抑制等による企業景況感の減速下及

び消費者物価の上昇傾向や可処分所得の停滞に伴う個人消費回復の減速の下、国内景気は後退感を

強めた中で推移しました。 

このような状況下、当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）

の経営成績は、売上高は1,016百万円と前年同期比145百万円（同16.6％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103百万円（前年同期比83百万円損失減）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168百万円（前年同期比54百万円損失減）となり、四半期純損失

は208百万円（前年同期比17百万円損失増）となりました。 

なお、前年同期比は参考として記載しております。 

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、当事業の大口仕入先の事業再編、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。 

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ていること、マーケティング事業では前連結会計

年度より計画していた新規大口案件が収益を上げ順調な推移を見せていること等により、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、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当初の予想以上に増え、当初計画の業績を達成するには至って

おりません。第３四半期に向け大幅なリストラクチャリングを断行し、当初計画した業績を 低

限達成する見込みであります。 

  また、資金調達仲介業務については、Ｍ＆Ａ資金調達及び事業会社運転資金調達の案件が引き

続き好調であり、当初予想していた以上の収益を上げることができています。 

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

しをし、計画通りではありますが、 低限の業績を達成するに留まっております。第３四半期よ

り当社グループの売上への貢献が求められる状況となっております。 

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。しかし、米国発の金融不安により韓国ウォンも下落の一途を辿っており、今後当社グル

ープに与える影響を慎重に見極める必要があります。 
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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、引き続き見直しを検討しております。なお、前第１四半期連結累計期間に、同社の投資に対

する再評価を実施し投資損失を既に計上しております。これに関しましては平成20年７月31日に

開示いたしました「平成21年３月期 第１四半期決算短信」をご覧下さい。 

管理部門につきましては、当第２四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２四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 160 百万円減少し 2,507

百万円となりました。主な要因は、営業貸付金 313 百万円の増加、売掛金 88 百万円減少及び投資そ

の他の資産の 82 百万円減少等となっております。 

当第２四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 3 百万円減少し 1,043 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 137 百万円の増加と短期借入金 106

百万円の減少及び買掛金 29 百万円の減少等となっております。 

当第２四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 156 百万円減少し 1,463

百万円となりました。主な要因は、当第２四半期純損失が 208 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２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は 705 百万円となり、前連結会計年度末に比

べ 286 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 631 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 62 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 183 百万円の計上、

営業貸付金 576 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３百万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 358 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 408 百万円と借入金の返済 96 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 576 百万円は、長期借

入金調達 408 百万円及び借入金返済 96 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。 

 

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。 
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(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２四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２四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、297 百万円（うち、外部顧客に対する売上高は 297 百万円）減少し、営業費用、

営業利益は、それぞれ 252 百万円、45百万円減少しております。 

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
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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２四半期連結会計期間末 

(平成 20 年９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 639,350 870,583

売掛金 169,315 257,917

棚卸資産 3,078 1,406

営業貸付金 1,257,449 943,509

その他 155,471 210,564

流動資産合計 2,224,665 2,283,981

固定資産 

有形固定資産 32,131 36,933

無形固定資産 

 のれん 65,872 71,772

 その他 13,580 21,130

 無形固定資産合計 79,453 92,903

投資その他の資産 171,317 253,929

固定資産合計 282,902 383,766

資産合計 2,507,568 2,667,748

負債の部 

流動負債 

    買掛金 87,255 116,312

  短期借入金 85,100 192,090

  一年以内返済予定の長期借入金 345,896 208,122

  未払法人税等 29,234 35,319

賞与引当金 11,170 10,709

その他 106,324 106,734

流動負債合計 664,981 669,287

固定負債 

 社債 62,123 92,001

長期借入金 308,610 279,411

退職給付引当金 1,627 649

役員退職慰労引当金 3,184 3,048

その他 3,350 3,350

固定負債合計 378,894 378,459

負債合計 1,043,876 1,047,747
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当第２四半期連結会計期間末 

(平成 20 年９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 △3,845,968 △3,640,348

自己株式 △2,851 △2,844

 株主資本合計 1,386,902 1,592,529

評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △654 △470

為替換算調整勘定 △85,251 △34,461

評価・換算差額等合計 △85,905 △34,931

新株予約権 12,050 23,800

少数株主持分 150,644 38,602

純資産合計 1,463,692 1,620,000

負債純資産合計 2,507,568 2,667,748
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(2) 四半期連結損益計算書 

  (第２四半期連結累計期間) 

（単位：千円） 

 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成 20 年４月１日 

至 平成 20 年９月 30 日) 

売上高 1,016,963

売上原価 583,055

売上総利益 433,908

販売費及び一般管理費 537,097

営業損失 103,189

営業外収益 

 受取利息 4,497

 その他 1,085

営業外収益計 5,582

営業外費用 

支払利息 128

持分法による投資損失 66,654

為替差損 1,839

その他 2,742

営業外費用計 71,365

経常損失 168,971

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 7,686

 特別利益計 39,363

特別損失 

 貸倒引当金繰入額 26,185

 投資有価証券評価損 21,423

 その他 6,013

 特別損失計 53,622

税金等調整前四半期純損失 183,230

法人税、住民税及び事業税 26,235

法人税等調整額 △8,763

法人税等合計 17,471

少数株主利益 7,635

四半期純損失 208,337
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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２四半期連結累計期間 

（自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 20 年９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 △183,230 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 46,435 

賞与引当金の増減額（△は減少） 461 

受取利息及び受取配当金 △4,498 

支払利息 128 

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 

投資有価証券評価損 21,423 

売上債権の増減額（△は増加） 62,723 

営業貸付金の増減額（△は増加） △576,441 

仕入債務の増減額（△は減少） △29,076 

その他 17,009 

小  計 △610,087 

利息及び配当金の受取額 6,347 

利息の支払額 △132 

法人税等の支払額 △27,468 

営業活動によるキャッシュ・フロー △631,340 

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 △2,859 

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,462 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増加額 △91,980 

長期借入れによる収入 408,800 

長期借入金の返済による支出 △96,328 

社債の償還による支出 △18,396 

少数株主からの払込による収入 156,832 

その他 △6 

財務活動によるキャッシュ・フロー 358,921 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17,218 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △286,175 

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 705,728 
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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２四半期連結累計期

間においても 103,189 千円の営業損失及び 631,340 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

業展開を進めております。 

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

タル社は当第２四半期連結会計期間も営業貸付金は順調に伸びております。平成 20 年７月には貸付資

金確保のため第三者割当増資を行い、当社の出資比率を 48.99％に引き上げました。今後も更なる営

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、事業収益拡大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、企業再生再編支援等・投融資関連事業の中核としてＭ＆Ａ仲介・資金調達仲介・事

業承継コンサルティング・経営管理機能構築及び事務処理受託等業務の各事業を強化するとともに情

報収集を強化し、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２四半期連結会計期間より当初の計画通り本格

的に事業をスタートさせ、既に売上実績を上げております。第３四半期連結会計期間以降更なる売上

拡大に向け、積極的な営業活動を図ってまいります。 

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った結果、平成 20 年 10 月

１日付で同社の 100％子会社であるコンテンツ・メディア・ミックス株式会社を吸収合併いたしまし

た。これにより当社グループ経営の効率化とスリム化を図るとともに、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サイト構築コンサルティング業務・金融

ソリューション業務サービスに取組んで顧客網拡大と売上・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、市場の成熟化と競争激化のもと、継続して事業の採算性を確

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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日  至平成20年９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 
111,157 180,660 427,650 297,495 ― 1,016,963 ― 1,016,963

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
332 27,158 12,253 ― ― 39,743 △39,743 ―

計 111,489 207,818 439,904 297,495 ― 1,056,707 △39,743 1,016,963

営業損益(△は損失) △4,322 △6,656 16,141 45,236 △374 50,024 △153,214 △103,189

(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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日  至平成20年９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  

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
719,699 297,264 1,016,963 ― 1,016,963 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― 3,528 3,528 (3,528) ― 

計 719,699 300,793 1,020,492 (3,528) 1,016,963 

営業損益(△は損失) 10,712 31,565 42,278 △145,468 △103,189 

(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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日  至平成20年９月30日） 

アジア 計 
Ⅰ 海外売上高（千円） 297,264 297,264 

Ⅱ 連結売上高（千円） ― 1,016,963 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 29.2% 29.2% 

(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。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
12

(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 

１．Vertex Link (Asia) Limited（香港）の事業停止に伴う休業 

当社連結子会社 Vertex Link (Asia) Limited（香港）は、当社のＯＥＭ・ＯＤＭ事業の縮小に 

伴い、平成 20 年９月 30 日を持って事業を停止し、休業することといたしました。 

これに伴い、第３四半期以降、同社は当社の連結対象よりはずれることになりました。 

① 当該子会社の名称 Vertex Link (Asia) Limited 

② 所在地      中国香港 

③ 事業内容     ＩＴ関連事業（ＩＴ関連機器及びソフトの輸出入） 

④ 当第２四半期連結累計期間売上高 3,298 千円 

⑤ 損益に与える影響 

当該連結対象除外による連結業績に与える影響は軽微であります。 

 

２．コンテンツ・メディア・ミックス株式会社の株式会社ジオブレインへの吸収合併 

当社の連結子会社株式会社ジオブレインは、平成 20 年３月 19 日開催の取締役会の決議に基づ

き、同社 100％出資子会社コンテンツ・メディア・ミックス株式会社を平成 20 年 10 月１日付に

て吸収合併いたしました。 

① 合併当事会社の概要 

商号 
株式会社ジオブレイン 

（存続会社） 

コンテンツ・メディア・ミックス 

株式会社（被合併会社） 

事業内容 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 

設立年月日 平成 16 年４月９日 平成 17 年 11 月 15 日 

本店所在地 東京都千代田区神田錦町三丁目 15 番地 東京都千代田区神田錦町三丁目 15 番地 

代表者 代表取締役社長 南部 隆宏 代表取締役社長 山田 浩二 

資本金の額 4,000 万円 1,000 万円 

発行済株式総数 800 株 200 株 

大株主 

および持株比率 

株式会社バーテックス リンク 52.5％ 

中部産業株式会社 37.5% 

株式会社ジオブレイン 100％ 

 

② 合併の方式 

株式会社ジオブレインを存続会社とする吸収合併方式とし合併と同時にコンテンツ・メディ

ア・ミックス株式会社は解散いたします。また、被合併会社の従業員は存続会社に引き継がれ

ます。 

③ 合併比率 

株式会社ジオブレインおよび株式会社ジオブレインが 100%出資する子会社であるコンテン

ツ・メディア・ミックス株式会社との合併であるため、合併比率の取り決めはありません。ま

た、合併による新株式の発行および資本金の増加はありません。 

④ 損益に与える影響 

当該合併による連結業績に与える影響は軽微であります。 
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「参考資料」 

 前年同四半期にかかる財務諸表 

  (1) 中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成 19 年４月１日 

至 平成 19 年９月 30 日) 

区分 金額（千円） 百分比

（％）

Ⅰ 売上高 871,888 100.0

Ⅱ 売上原価 577,628 66.2

売上総利益 294,260 33.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 480,785 55.2

営業損失 186,524 △21.4

Ⅳ 営業外収益 

 １．受取利息 2.279

 ２．為替差益 3,157

 ３．その他 2,560 7,997 0.9

Ⅴ 営業外費用 

 １．支払利息 732

 ２．持分法による 
   投資損失 42,059

 ３．その他 2,433 45,225 5.2

経常損失 223,752 △25.7

Ⅵ 特別利益 

 １．投資有価証券売却益 20,506

 ２．関係会社株式売却益 58,389

 ３．前期損益修正益 124,651 203,547 23.3

Ⅶ 特別損失 

 １．投資有価証券評価損 51,360

 ２．その他の関係会社 
有価証券売却損 4,000

 ３．固定資産除却損 23,257

 ４．貸倒引当金繰入額 47,541

 ５．商品廃棄損 12,523

 ６．減損損失 25,317

 ７．その他 2,499 166,500 19.0

  税金等調整前中間 
  純損失 186,705 △21.4

 法人税・住民税及び 
  事業税 7,834

  法人税等調整額 △17,696 △9,861 △1.1

少数株主利益 13,997 1.6

中間純損失 190,841 △21.9
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(2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 19 年９月 30 日) 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前中間純損失 △186,705

減価償却費 24,277

貸倒引当金の増減額 64,665

受取利息 △2,279

支払利息 732

持分法による投資損失 42,059

投資有価証券評価損 51,360

関係会社株式売却益 △58,389

投資有価証券売却益 △20,506

減損損失 25,317

前期損益修正益 △124,651

固定資産除却損 23,257

売上債権の増減額 182,939

たな卸資産の増減額 6,937

営業貸付金の増減額 △252,378

仕入債務の増減額 △75,883

その他 △2,001

小  計 △301,248

利息の受取額 2,993

利息の支払額 △600

法人税等の支払額 △30,095

営業活動によるキャッシュ・フロー △328,950

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 △13,544

無形固定資産の取得による支出 △10,857

投資有価証券等の売却による収入 60,000

連結範囲の変更を伴う子会社株式の 

売却による収入 
6,788

貸付金の回収による収入 8,613

差入保証金の返還による収入 16,562

その他 1,800

投資活動によるキャッシュ・フロー 69,363

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増加額 △4,080

社債の発行による収入 31,110

長期借入金の返済による支出 △9,545

自己株式の取得による支出 △5
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前中間連結会計期間 

(自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 19 年９月 30 日) 

区分 金額（千円） 

財務活動によるキャッシュ・フロー 17,480

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △111

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △242,219

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,305,517

Ⅶ 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金 

  同等物の増加額 
24,432

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,087,731
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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〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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) 

売上高    

(1) 外部顧客に対する売上

  高 
200,843 176,687 494,357 － 871,888 － 871,888

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高
967 1,116 － － 2,083 (2,083) －

   計 201,810 177,803 494,357 － 873,972 (2,083) 871,888

営業費用 290,283 190,610 488,399 990 970,283 88,130 1,058,413

営業損益(△は損失) △88,472 △12,806 5,957 △990 △96,311 (90,213) △186,524

(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 

・セキュリティコンサルティング 
・デジタルメディアプレイヤー 
・接骨院レセプトシステム 
・セットトップボックス端末、ビデオ・オン・デマンドシステム、 
 デジタルコンテンツ、無線ＬＡＮ機器 

企業再生支援・投融資関連事業 ・企業再生支援（投資、再生コンサルティング）、会計業務支援業務

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163,805千円であり、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〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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  

(1) 外部顧客に対する売上 

  高 
792,033 79,854 871,888 － 871,888 

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
2,677 19,000 21,678 (21,678) － 

   計 794,711 98,855 893,567 (21,678) 871,888 

営業費用 851,618 64,668 916,287 142,127 1,058,413 

営業損益(△は損失) △56,907 34,187 △22,720 (163,805) △186,524 

(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〕 
前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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。 
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