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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 3,471 ― △86 ― △269 ― △130 ―

20年3月期第3四半期 5,219 △29.7 △342 ― △518 ― △873 ―

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3四半期 △3,789.94 ―

20年3月期第3四半期 △30,808.89 ―

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3四半期 2,909 192 6.6 5,580.79
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3四半期  192百万円 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 ― 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 5,064 △25.3 74 ― △80 ― 25 ― 726.02

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）  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。  

(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 1 社 （社名 株式会社イーヴァム・インターナショナル ）

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3四半期 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3四半期 ―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3四半期 34,430株 20年3月期第3四半期 28,363株



  当第３四半期（９ヶ月）におけるわが国の経済は、景気後退ムードが漂いはじめ、雇用調整や大手メーカーの減産

計画の発表なども相次ぎ、景気はあらゆる指標において下降局面に入ったと言えます。 

 米国の金融不安がなかなか解消されない中、更なる円高が追い討ちをかけ、輸出関連大手企業の収支が一気に悪化

したことで、株式市場がさらに低迷し、世界的な株安の不安は増大する一方です。 

 このようなドル安・円高からくる日本の大手メーカーなどの利益圧迫による収益の悪化は、雇用状況の悪化を生

み、雇用不安が増大しつつあります。このことが、国内消費の低迷へとつながり、物が売れない状況を生みつつあり

ます。今後の日本経済の先行きが不透明な状況から、更なる景気悪化への悲観状況になることを暗示していると考え

られます。 

 このような厳しい環境下、当社グループは一丸となって計画値の達成に向け取り組みました。この結果、当第３四

半期の売上高は3,471,526千円、営業損失86,890千円、経常損失269,272千円、四半期純損失130,487千円となりまし

た。 

 なお、株式会社イーヴァム・インターナショナルは、第２四半期より連結子会社から外れております。以下、それ

ぞれの事業についてご説明いたします。 

  

 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）は順調に売上を伸ばしております。 

 この新商品「MOS」は、固定費を増やさずに、売上を上げるというもので、今こそ多くの企業ニーズにマッチして

いると各顧客企業から評価されてきております。また、その提供できるサービス範囲は、従来の対象領域に比べて格

段に拡大され、対象の顧客数も今までの数十倍以上に拡大できる余地があるという実感を持つまでに到っておりま

す。 

 これは、このサービスが、顧客企業にとって、①採用・教育にかかるコストの変動費化がはかれ、②時間的ロスを

なくして、即マーケットにリーチでき、③採用・管理のリスクを軽減できるなど、多くのメリットがあるのがその大

きな理由であります。 

 さらに、次のことも、新商品の魅力と評価されています。 

  1． 営業チーム丸ごとプロジェクトを請け負うことも可能である。 

  2． 新規市場へのテストマーケティングなどを行えるので、顧客企業にとっての初参入機会を逃すリスクが減

る。 

  3． そのため、競合他社に一歩先んずるチャンスが生まれる。 

 これにより、当社は、顧客の収益拡大を図るサービスとして、幅広く多くの企業に、スムーズに営業展開すること

が可能になります。今まで着手できなかった優良ベンチャー企業への営業機会が大幅に増大しており、今後、大きな

効果が期待されます。  

 各企業の営業・販売セクションの強化は年々その重要性が増していますが、一方で、その手法が限られているとい

う実情もあります。このような中、当社コンサルティング事業が「営業マネジメント代行」という従来のドメインに

特化してサービス強化することで、数多くの企業の引き合いが急増しており、予想以上のニーズの高さを実感してお

ります。 

 また、同セグメント内の「事業開発本部」は、営業・販売職に特化した採用支援・斡旋・求人を行う事業部門であ

ります。 

 これは、企業の成長に欠かせない定義［人材戦略＝収益向上の源泉］により、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・斡旋を行う事業であります。また、［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]という考えの下、これを総合的に開発していく事業と位置づけております。 

 そして、この人材戦略が、各企業の事業発展に大いに貢献する事例を、前期（平成20年３月期）に多く残すことが

できました。そのため、単なる人材開発ではなく、[事業開発を支援するための人材サービス]とし、これを当社の商

品、重点事業として位置づけるため、本年度より名称を変更しました。 

  

 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。そのために、営業開拓に力点を置き、営業要員を増員し、マーケットの開拓に、今まで以上に注力いたしまし

た。これは、既存のサービスがまだ伸びると期待できるため、来期以降への更なる布石です。その結果も予想以上に

引き合いが多く、依然として拡張の余地が大きいと実感できます。 

 コンビニエンスストアへの派遣は、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

進展しておりました。しかし、第３四半期においては、雇用環境が激変し、アルバイト・パートの求人倍率が一気に

低下した影響を受けております。それは、1店舗当たりの利用時間にも影響を及ぼしております。従来採用できずに

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 



シフトが埋まらなかった時間が減少し当社のサービスを利用する時間が減っております。結果、予想収益も若干の減

少を余儀なくされております。しかし、主要エリア（千代田区・港区・渋谷区・中央区・新宿区）では、引き続き契

約店舗のシェアは50～70％を超えております。（当社独自調査による※当社独自調査とは、コンビニエンスストア各

社のHPよりその時点で店舗運営されている店舗数をすべて数え上げ集計するという方法で算出してあります。） 

 現在では、上記のような既存店での収益の減少に対応すべく、江東区・中野区等の他のエリアへの新規営業のシフ

ト、既存エリアにおける更なるシェアの拡大といった営業強化を進めており、その結果も出始めております。そし

て、ここ数年進めている人材の長期派遣化により、売上の安定化と利益率維持に対応できるサービスの柱にまで成長

してきており、その比率が着実に上がってきていることがこの厳しい環境下でも更なる成長に期待が持てる要因とな

っております。 

 また、広告・フリーペーパーの配布業務も、実績を積んだことで顧客からの信用が高まり、着実なリピートオーダ

ーが進み、安定的に業績を残すことができました。しかしながら、ここでも若干ではありますが現在の景気の影響を

受けており、コンビニスタッフプロモーションと同様に、1社あたりの受注単価は低下傾向にあります。 

 そこで、スタッフの質の向上を図り、現場で指揮をとるディレクターの教育・育成にさらなる注力をおこない、各

チーム別に編成し、質・量ともに顧客ニーズに対応できる体制が整備されたことで、新たな顧客企業からの受注を確

実に捉え新規拡販を行える体制を整備することができました。結果、単独企業におけるダイレクトマーケティングの

配布スタッフ業務の受注も始まり、顧客の裾野も広がり始めてきております。 

 アウトソーシング事業における更なる成長の鍵は、新たなサービス領域の開発であると考えております。それは、

各企業の広告による広報宣伝費や販売促進費を人材を活用したより有効な活動費用にリプレイス（置き換える）提

案、企画をいかに多く作るかにあります。今後は人材の登録を促進する媒体会社との連携など、現場ニーズに柔軟に

応える体制を整えてまいります。 

 

 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、当社各事業の顧客

企業、または既に協業している企業を対象に投資活動を行っております。 

 現在はベンチャー企業の３社に出資しており、営業・販売の支援と資金面の両方をバックアップし、インキュベー

ションすることにより、将来のキャピタルゲインが可能となります。また短期的には、新規上場株式への投資による

キャピタルゲインや配当収入を得ております。しかしながら、当第３四半期において新規の投資はなく、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、ワークスマネジメント株式会社（平成20年10月1日より、エックス・ネット・サービ

ス株式会社から商号変更いたしました。）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いきます。また、継続して新規商品の開発を行うとともに、手離れの良い、サー

ビス業向けの事業展開を行うことにより、当社顧客とのシナジー効果を狙っていく所存であります。 

   

  

 当第３四半期末の総資産は、前期末比725,997千円減の2,909,822千円となりました。有利子負債は、前期末比

300,300千円減の2,462,740千円となりました。純資産は、四半期純損失等により前期末比150,737千円減の192,241千

円となり、自己資本比率は6.6％となりました。 

  

  

 平成20年10月30日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

 平成20年９月12日に株式会社イーヴァム・インターナショナルの当社が保有する株式をすべて売却したため、

第２四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。  

   



①固定資産の減価償却費の算定方法 

 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  

 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定にあたり、加味する加減算項目や税額控除項目を重要

なものに限定しております。 

   

（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 

（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、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、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。 

  



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３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31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 1,710,583 1,574,381 

受取手形及び売掛金 342,174 660,438 

営業投資有価証券 11,475 41,860 

仕掛品 384 13,161 

その他 180,905 221,073 

貸倒引当金 △14,747 △4,848 

流動資産合計 2,230,774 2,506,067 

固定資産   

有形固定資産 45,121 51,645 

無形固定資産   

のれん － 122,198 

その他 31,937 31,454 

無形固定資産合計 31,937 153,653 

投資その他の資産   

関係会社長期貸付金 277,166 520,726 

その他 314,297 390,078 

貸倒引当金 △4,489 △7,406 

投資その他の資産 586,974 903,398 

固定資産合計 664,033 1,108,697 

繰延資産 15,014 21,054 

資産合計 2,909,822 3,635,819 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 43,204 202,172 

短期借入金 1,882,740 2,143,040 

1年内返済予定の長期借入金 40,000 50,000 

未払法人税等 7,453 4,781 

賞与引当金 30,322 60,949 

安全協力会費等返還損失引当金 － 30,344 

その他 173,860 230,049 

流動負債合計 2,177,580 2,721,336 

固定負債   

社債 490,000 490,000 

長期借入金 50,000 80,000 

その他 － 1,503 

固定負債合計 540,000 571,503 

負債合計 2,717,580 3,292,840 



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31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 △1,222,771 △1,092,283 

株主資本合計 206,300 335,228 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,058 △3,969 

少数株主持分 － 11,720 

純資産合計 192,241 342,978 

負債純資産合計 2,909,822 3,635,819 



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 3,471,526 

売上原価 2,363,050 

売上総利益 1,108,475 

販売費及び一般管理費 1,195,365 

営業損失（△） △86,890 

営業外収益  

受取利息 36,158 

受取配当金 3,651 

その他 22,425 

営業外収益合計 62,235 

営業外費用  

支払利息 59,377 

持分法による投資損失 177,537 

その他 7,703 

営業外費用合計 244,618 

経常損失（△） △269,272 

特別利益  

関係会社株式売却益 86,256 

その他 17,887 

特別利益合計 104,144 

特別損失  

投資有価証券評価損 500 

税金等調整前四半期純損失（△） △165,628 

法人税、住民税及び事業税 5,444 

法人税等調整額 △37,180 

法人税等合計 △31,736 

少数株主損失（△） △3,404 

四半期純損失（△） △130,487 



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）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。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第10四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  5,219,469

Ⅱ 売上原価  3,864,901

売上総利益  1,354,568

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,697,416

営業損失  342,848

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息   5,170

２．受取配当金   5,850

３．投資有価証券売却益   6,449

４．レジ共済   4,716

５．自社広告手数料収入  4,185

６．その他   8,143

Ⅴ 営業外費用      

１．支払利息   32,850

２．投資有価証券売却損   7,401

３．持分法による投資損失   161,876

４．その他   8,488

経常損失  518,949

Ⅵ 特別利益      

１．貸倒引当金戻入益   3,521

２．その他   21,200

Ⅶ 特別損失      

１．関係会社株式売却損   192,829

２．持分法による投資損失   143,402

３．その他   20,995

税金等調整前四半期純損失  851,455

税金費用  25,634

少数株主損失  3,257

四半期純損失  873,832
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