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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 1,436 ― △112 ― △172 ― △267 ―

20年3月期第3四半期 1,366 △5.0 △239 ― △274 ― △263 ―

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 △3.59 ―

20年3月期第3四半期 △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3四半期 2,326 1,338 52.0 16.26
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3四半期  1,208百万円 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  

〔（注）  

(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、４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、４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 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3四半期  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3四半期  20,280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3四半期  74,311,060株 20年3月期第3四半期  74,312,038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３四半期累計期間における我が国の経済は、米国及び欧州に端を発した金融危機の影響によ

る世界的な景気減速が国内経済にも波及し、円高・株安が企業の業績に影響を及ぼすとともに、雇

用環境が著しく悪化する等、急速な景気後退感を一層強めた中で推移しました。 

このような状況下、当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）

の経営成績は、売上高は1,436百万円と前年同期比69百万円（同5.1％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112百万円（前年同期比127百万円損失減）となりましたが、持分

法による投資損失66百万円を計上したこと等により、経常損失172百万円（前年同期比102百万円損

失減）となり、加えて過去の投融資事業の損失による貸倒引当金繰入額33百万円、投資有価証券評

価損24百万円及び減損損失51百万円等の特別損失合計116百万円を計上したこと等により、四半期純

損失は267百万円（前年同期比３百万円損失増）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、大口仕入先の事業再編や、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、事業の合理化を進めた結果、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、景気後退による企業の販

売促進費及び広告宣伝費が見直し削減される中、当初見込んでいた売上を確保することが厳しい

状況にあります。が、他方マーケティング（Ｗｅｂサイト構築等）事業では、企画提案営業の推

進により高利益率の新規顧客を開拓することにより堅調な業績で推移しました。 

  その結果、セールスプロモーション事業全体としては、ほぼ計画通りの業績で推移しておりま

す。 

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たため、当初計画の業績を達成するには

至っておりません。しかし、第２四半期までに大幅なリストラクチャリングを断行した結果、当

第３四半期の業績に改善が見られるため、第４四半期にて当初計画した業績を達成できると予測

しております。 

  資金調達仲介業務については、景気後退による企業倒産件数の増加が追い風となり、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

上げることが出来ています。 

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

しをしました。しかし、以後景気後退による雇用状況の著しい悪化が、企業の採用活動を急減さ

せ、それに伴い当該事業の収益獲得も厳しい状況に至りました。当社は、当該事業の収益獲得及

びこれまで当該事業に投下した資金の回収には、当初の見込みより相当な期間が必要であると判

断し、現在の当社グループを取り巻く環境を総合的に勘案した結果、当該事業からの撤退を決定

いたしました。 

  これに関しましては平成21年１月５日に開示いたしました「連結子会社の異動（譲渡）に関す
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るお知らせ」をご覧下さい。 

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。前第２四半期以後、金融不安により韓

国ウォンが下落し、韓国国内での資金調達が困難な状況となりましたが、営業資金の不足を回避

することを目的として、ユア・キャピタル社の普通円建社債を当社が引き受けることで資金調達

を行い、既存の業績の確保に努めてまいります。 

また、当社グループとして、ユア・キャピタル社の内部統制上の管理強化を行い、来期以降の

収益の確保を確実にするための準備も推し進めております。 

⑤ その他 

  その他事業につきましては、平成17年より持分法適用会社となった株式会社エー・エム・テク

ノロジー（以下「エー･エム・テクノロジー社」）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の見直しを検討しておりました。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し

たが、当社グループにおける当該事業による収益獲得及び投下資金の回収には、当初の見込みよ

り相当な期間が必要であると判断し、現在の当社グループを取り巻く環境を総合的に勘案した結

果、エー・エム・テクノロジー社の全株式の譲渡を決定し売却いたしました。 

これに関しましては平成20年12月25日に開示いたしました「持分法適用会社の異動（譲渡）に

関するお知らせ」をご覧下さい。 

また、エー･エム・テクノロジー社の複合部材製品の販売業務提携先として平成17年３月に設立

しました連結子会社の株式会社エー･エム・コンポジット（以下「ＡＭＣ」）について、同社が当

該製品の販売による収益を獲得するまでには、相当な期間が必要であるとの判断に至りました。

他方、当社事業セグメントの企業再生再編支援等・投融資関連事業の中の資金調達仲介業務を担

う連結子会社Ｍ＆Ａグローバル・パートナーズ株式会社（以下「ＭＡＧＰ」）は、業績が好調な

うえ今後の事業の拡大が見込めるにもかかわらず、脆弱な財政状態が懸念事項となっておりまし

た。その結果、両社の事業効率を高めることを目的として、ＭＡＧＰを存続子会社としてＡＭＣ

の吸収合併を行うことを決定いたしました。 

 これに関しましては平成21年１月21日に開示いたしました「連結子会社の合併に関するお知ら

せ」をご覧下さい。 

管理部門につきましては、当第３四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３四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 341 百万円減少し 2,326

百万円となりました。主な要因は、売掛金 98 百万円減少、のれん 62 百万円減少及び投資その他の

資産 87 百万円減少等となっております。 

当第３四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 60 百万円減少し 987 百万

円となりました。主な要因は、一年内返済予定の長期借入金 200 百万円の増加と短期借入金 119 百

万円の減少、社債 70 百万円の減少及び買掛金 33 百万円の減少等となっております。 

当第３四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 281 百万円減少し 1,338

百万円となりました。主な要因は、当第３四半期純損失が 267 百万円となったことによります。 
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は 811 百万円となり、前連結会計年度末に比

べ 180 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 552 百万円の減少となりました。主なプラス要因は、

売上債権の減少額 72 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 193 百万円の

計上、営業貸付金の増加 458 百万円であります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は 49 百万円の増加となりました。主な要因は、関係会社

株式の売却による収入による 43 百万円であります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は 398 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 550 百万円と長期借入金の返済 170 百万円によるものであります。 

なお、当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの資金の減少 552 百万円

のうち、消費者金融事業会社ユア・キャピタル社の営業貸付金増加分 458 百万円を除くと、営業活

動によるキャッシュ・フローの資金の減少は 93 百万円となり、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 

 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３四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 

法人税等の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、前連結会計年度末以降に経営環境等かつ一時

差異の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末において使用した

将来の事業予測やタックスプランニングを利用する方法によっております。 

 

(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。 
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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、「企業再生再編支援等・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３四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、425 百万円（うち、外部顧客に対する売上高は 425 百万円）減少

し、営業費用、営業利益は、それぞれ 314 百万円、111 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の位置づけを明確にするために、「企業再生再編

支援等・投融資関連事業」に名称を変更いたしました。 

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、

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5



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 612,358 870,583

売掛金（純額） 159,883 257,917

たな卸資産 19,287 1,680

営業貸付金 1,026,767 943,509

その他 288,598 210,290

流動資産合計 2,106,895 2,283,981

固定資産   

有形固定資産 30,569 36,933

無形固定資産   

のれん 9,481 71,772

その他 12,433 21,130

無形固定資産合計 21,914 92,903

投資その他の資産 166,644 253,929

固定資産合計 219,129 383,766

資産合計 2,326,025 2,667,748

負債の部   

流動負債   

買掛金 82,859 116,312

短期借入金 72,700 192,090

1年内返済予定の長期借入金 408,417 208,122

未払法人税等 34,081 35,319

賞与引当金 7,835 10,709

その他 121,809 106,734

流動負債合計 727,703 669,287

固定負債   

社債 21,810 92,001

長期借入金 230,445 279,411

退職給付引当金 1,110 649

役員退職慰労引当金 2,994 3,048

その他 3,350 3,350

固定負債合計 259,710 378,459

負債合計 987,414 1,047,747
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（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 3,902,231 3,902,231

資本剰余金 1,333,491 1,333,491

利益剰余金 △3,892,803 △3,640,348

自己株式 △2,856 △2,844

株主資本合計 1,340,062 1,592,529

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,032 △470

為替換算調整勘定 △130,470 △34,461

評価・換算差額等合計 △131,502 △34,931

新株予約権 － 23,800

少数株主持分 130,051 38,602

純資産合計 1,338,611 1,620,000

負債純資産合計 2,326,025 2,667,748
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（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 1,436,721

売上原価 814,501

売上総利益 622,219

販売費及び一般管理費 734,339

営業損失（△） △112,120

営業外収益  

受取利息 7,068

為替差益 245

その他 1,774

営業外収益合計 9,088

営業外費用  

支払利息 174

持分法による投資損失 66,654

その他 2,469

営業外費用合計 69,298

経常損失（△） △172,329

特別利益  

関係会社株式売却益 63,277

新株予約権戻入益 23,800

その他 7,696

特別利益合計 94,773

特別損失  

貸倒引当金繰入額 33,564

減損損失 51,237

投資有価証券評価損 24,092

その他 7,505

特別損失合計 116,398

税金等調整前四半期純損失（△） △193,954

法人税、住民税及び事業税 50,726

法人税等調整額 △10,366

法人税等合計 40,359

少数株主利益 32,725

四半期純損失（△） △267,039
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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) 

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（△） △193,954

減損損失 51,237

のれん償却額 15,062

貸倒引当金の増減額（△は減少） 53,117

受取利息及び受取配当金 △7,068

支払利息 174

持分法による投資損益（△は益） 66,654

新株予約権戻入益 △23,800

関係会社株式売却損益（△は益） △63,277

投資有価証券評価損益（△は益） 24,092

売上債権の増減額（△は増加） 72,248

営業貸付金の増減額（△は増加） △458,384

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,700

仕入債務の増減額（△は減少） △33,471

その他 △4,912

小計 △519,983

利息及び配当金の受取額 7,261

利息の支払額 △179

法人税等の支払額 △39,467

営業活動によるキャッシュ・フロー △552,368

投資活動によるキャッシュ・フロー  

関係会社株式の売却による収入 43,350

連結の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 △519

投資活動によるキャッシュ・フロー 49,152

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（△は減少） △82,620

長期借入れによる収入 550,800

長期借入金の返済による支出 △170,962

社債の償還による支出 △55,998

少数株主からの払込みによる収入 156,832

その他 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー 398,039

現金及び現金同等物に係る換算差額 △70,438

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △175,614

現金及び現金同等物の期首残高 991,903

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △4,404

現金及び現金同等物の四半期末残高 811,883
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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 3 四半期連結累計期

間においても 112,120 千円の営業損失及び 552,368 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３四半期連結累計期間も営業貸付金残高は増加しております。今後も更なる営業貸付金

の拡大に努める一方、世界規模での景気後退という経済環境を踏まえ、与信審査を厳しくし債権管理

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おり、昨今の世界規模での景気後退に伴う企業の経

営環境の急激な変化によりそのニーズは高まってきております。なお、人材紹介事業を手懸ける日本

キャリア・パートナーズ株式会社は、当３四半期連結会計期間に入り、経済環境の急速な変化により

バックオフィス系の人材募集も急減するなど、当初見込みを大幅に下回る結果となり、平成 21 年１月

５日付で同社の株式を譲渡いたしました。 

また、既存事業会社の株式会社ジオブレインは、平成 20 年 10 月１日付で同社の 100％子会社コン

テンツ・メディア・ミックス株式会社を吸収合併し、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。 

なお、持分法適用会社でありました株式会社エー・エム・テクノロジーは、複合部材の量産化がい

まだに未成熟であることから、量産化には至っておらず、更には事業継続性に疑義が生じていること

も考慮し、同社の全株式を平成 20 年 12 月 25 日に売却いたしました。 

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） 

 
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 
162,997 243,668 604,175 425,879 ― 1,436,721 ― 1,436,721

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
984 47,937 15,103 ― ― 64,025 △64,025 ―

計 163,981 291,605 619,279 425,879 ― 1,500,746 △64,025 1,436,721

営業損益(△は損失) △7,360 △4,923 18,782 111,265 △731 117,033 △229,153 △112,120

(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） 
 

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 
1,010,841 425,879 1,436,721 ― 1,436,721 

(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 1,010,841 429,408 1,440,249 △3,528 1,436,721 

営業損益(△は損失) 12,813 93,561 106,375 △218,495 △112,120 

(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） 

アジア 計 
Ⅰ 海外売上高（千円） 425,879  425,879 

Ⅱ 連結売上高（千円） ― 1,436,721 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 29.6 29.6 

(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 

１．日本キャリア・パートナーズ株式会社の株式譲渡 

当社連結子会社である日本キャリア・パートナーズ株式会社の株式については、平成 21 年１月５日開

催の取締役会の決議に基づき、全株式を譲渡いたしました。 

なお、本取引後、当該会社は当社の連結子会社より除外されます。 

① 譲渡の理由 

当社は、当社グループの事業セグメントの一つである企業再生再編支援等事業の柱として、人材

紹介事業に参入しました。平成 20 年４月に商号を日本キャリア・パートナーズ株式会社に変更のう

え、平成 20 年５月に厚生労働大臣による有料職業紹介事業の事業許可を取得し、平成 21 年３月期

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開始いたしました。 

人材紹介事業（以下「当該事業」）への当初の参入の狙いは、経済環境に左右されにくく、高い需

要があるにもかかわらず流動性の乏しいバックオフィス系の人材、かつ当社事業セグメントである

企業再生再編支援事業における再生企業先への適切な人材の確保を狙ったものでありました。従い

まして現在の経済環境のなかでは、当社の狙う人材の確保の確率は更に高くなるものと予想されま

した。 

しかしながら、当第３四半期連結累計期間におけるこの経済環境の急速な変化は、バックオフィ

ス系の人材募集も急減するなど、参入当初の前提条件を覆すほど大きなものでありました。 

また求人企業に対する人材紹介会社間の競争も一層激しさを増していることから、当該会社にお

ける当該事業による収益獲得、及びこれまでの投下資金の回収（初期費用約８百万円、運転資金 50

百万円、総額約 58 百万円）には当初の見込みより相当な期間が必要であると考えております。当社

は、このことを踏まえ、現在の当社グループを取り巻く環境を総合的に勘案した結果、当該事業へ

の投資効率を見直すべきであると判断し、当該会社の全株式の売却に至りました。 

② 異動する連結子会社の概要 

  Ａ．商     号    日本キャリア・パートナーズ株式会社 

Ｂ．代  表  者    代表取締役社長 藤浦 宏史 

Ｃ．本 店 所 在 地    東京都千代田区神田錦町三丁目 15 番地 名鉄不動産竹橋ビル４階 

Ｄ．設 立 年 月 日    平成 17 年８月 18 日 

  Ｅ．主な事業内容     有料職業紹介（厚生労働省大臣許可番号 13-ﾕ-303135) 

許可年月日 平成 20 年５月１日 

  Ｆ．事業年度の末日    ３月 31 日 

  Ｇ．従  業  員  数    13 名 

  Ｈ．主 な 事 業 所    東京都千代田区 

  Ｉ．資 本 金 の 額    10,000,000 円 

  Ｊ．発行済株式数     200 株 

  Ｋ．大株主構成および所有割合 

株式会社バーテックス リンク 200 株（100%） 
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  Ｌ． 近事業年度における業績の動向（単位：千円） 

  平成 20 年３月期 
平成 21 年３月期 

（平成 20年 12 月末現在） 

売 上 高 0 7,084 

経 常 利 益 △2,311 △53,263 

当 期 純 利 益 △2,327 △53,401 

総 資 産 5,511 5,761 

純 資 産 4,395 △49,041 

③ 株式の譲渡先 

Ａ．氏    名   小林 周介（当該会社 執行役員） 

Ｂ．当社との関係   取引関係・関連当事者関係はございません。 

④ 譲渡株式数、譲渡価格および譲渡前後の所有株式の状況 

Ａ．異動前の所有株式数  200 株（所有割合 100％） （議決権の数 200 個） 

Ｂ．譲渡株式数      200 株（譲渡価格   0 千円）（議決権の数 200 個） 

Ｃ．異動後の所有株式数    0 株（所有割合  －％） （議決権の数 200 個） 

⑤ 売却価格の算定根拠 

株価の算定根拠に関しましては、当社において検討の結果、当該会社の現時点での一株あたり純

資産額をもとに算出し、現在債務超過であること、また当社より貸し付けた運転資金 50 百万円を譲

渡先が承継することを考慮し、売却価格を無償とすることといたしました。 

⑥ 譲渡の日程 

平成 21 年１月５日    取締役会決議、株式譲渡契約書締結、株式譲渡 

 
２．株式会社エー・エム・コンポジットのＭ＆Ａグローバル・パートナーズ株式会社への吸収合併 

当社は、平成 21 年１月 21 日開催の取締役会において、当社連結子会社であるＭ＆Ａグローバル・パ

ートナーズ株式会社（以下「ＭＡＧＰ」）および株式会社エー・エム・コンポジット（以下「ＡＭＣ」、

双方で「両子会社」）を合併し、存続会社をＭ＆Ａグローバル・パートナーズ株式会社とする旨を決議い

たしました。 

① 合併の目的 

このたびの両子会社の合併は、当社が目下推進しております不採算事業部門からの撤退や関連子

会社からの再編成を通じた事業ポートフォリオの再構築の一環として行うものであり、今後の企業

再生再編支援等・投融資関連事業に対する大きな需要を見込めるものの、旧事業であるＩＴ関連事

業の負債により、未だ脆弱な財政状態にあるＭＡＧＰの財務基盤を強化し、事業効率を高めること

を目的として、両子会社の合併を行うこととした次第であります。 
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② 合併当事会社の概要 

Ｍ＆Ａグローバル・パートナーズ 株式会社エー・エム・コンポジット
株式会社（合併会社） （被合併会社）

事業内容
Ｍ＆Ａアドバイザリー、事業承継・
企業提携・企業再生支援等

複合部材の加工製造販売

設立年月日 平成17年２月21日 平成17年３月16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 早川 良一 代表取締役社長 早川 良一
資本金の額 50,000 千円 200,000 千円
発行済株式総数 1,000 株 40,000 株
大株主および持
株比率

株式会社バーテックスリンク100％ 株式会社バーテックスリンク 100％

商号

 

③ 合併の日程 

平成 21 年１月 21 日 当社取締役会決議・両子会社株主総会 

平成 21 年１月 21 日 合併契約書締結 

平成 21 年３月１日（予定）合併期日（効力発生日） 

④ 合併の方式 

ＭＡＧＰを存続会社とする吸収合併方式とし、合併と同時にＡＭＣは解散いたします。 

⑤ 合併比率 

当社の完全子会社同士の合併であるため、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額の増加はありません。 

⑥ 合併後のＭ＆Ａグローバル・パートナーズ株式会社（存続会社）の状況 

商号 Ｍ＆Ａグローバル・パートナーズ株式会社
主な事業内容 Ｍ＆Ａアドバイザリー、事業承継・企業提携・企業再生支援等
本店所在地 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　早川　良一
資本金の額 50,000千円
事業年度の末日 ３月31日
大株主
および持株比率

株式会社バーテックス リンク　100％
 

※存続会社の内容に、変更はありません。 
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「参考資料」 

 前年同四半期にかかる財務諸表 

  (1) 四半期連結損益計算書 

                 （単位：千円） 

前第３四半期連結累計期間

(自 平成 19 年４月 １日 

  至 平成19年12月31日)科  目 

金  額 

Ⅰ 売上高 1,366,782

Ⅱ 売上原価 876,943

売上総利益 489,838

Ⅲ 販売費及び一般管理費 729,060

営業損失 239,221

Ⅳ 営業外収益 18,007

Ⅴ 営業外費用 53,126

経常損失 274,340

Ⅵ 特別利益 241,533

Ⅶ 特別損失 209,227

  税金等調整前四半期 
  純損失 242,034

  税金費用 1,935

少数株主利益 19,126

四半期純損失 263,095
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(2) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

                      （単位:千円） 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成 19 年 ４月 １日 

至 平成 19 年 12 月 31 日)科 目 

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 △242,034

減価償却費 17,004

のれん償却額 16,894

受取利息及び受取配当金 △7,648

支払利息 1,003

投資有価証券売却益 △41,940

持分法による投資損失 49,688

売上債権の増減額 175,727

たな卸資産の増減額 35,748

営業貸付金の増減額 △386,617

仕入債務の増減額 △59,420

その他 △24,515

小  計 △466,109

利息及び配当金の受取額 8,255

利息の支払額 △890

法人税等の支払額 △30,528

営業活動によるキャッシュ・フロー △489,271

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 △14,844

無形固定資産の取得による支出 △23,373

投資有価証券等の売却による収入 120,000

貸付金の回収による収入 10,983

差入保証金の払込による収入 △3,267

差入保証金の返還による収入 20,315

その他 8,411

投資活動によるキャッシュ・フロー 118,225

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の増減額 △376,080

自己株式の取得による支出 △16

社債の発行による収入 96,650

長期借入金の返済による支出 △14,340

長期借入による収入 420,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 126,213

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,327

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △247,159

17



 

 

 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成 19 年 ４月 １日 

至 平成 19 年 12 月 31 日)科 目 

金 額 

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

増加額 
24,432

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,082,790
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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３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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 
297,490 352,648 716,644 ― 1,366,782 ― 1,366,782

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高
22,275 22,425 4,646 ― 49,346 △49,346 ―

   計 319,765 375,073 721,290 ― 1,416,128 △49,346 1,366,782

営業費用 399,843 371,772 721,936 990 1,494,543 111,460 1,606,003

営業損益(△は損失) △80,078 3,301 △646 △990 △78,414 △160,807 △239,221

(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235,087千円であり、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３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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 
1,157,137 209,644 1,366,782 ― 1,366,782 

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
5,284 19,000 24,285 △24,285 ― 

   計 1,162,422 228,645 1,391,067 △24,285 1,366,782 

営業費用 1,218,654 176,546 1,395,200 210,803 1,606,003 

営業損益(△は損失) △56,232 52,098 △4,133 △235,088 △239,221 

(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〕 
前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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。 

19



 

 

 

６．その他の情報 
 該当事項はありません。 
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