
平成21年3月期 第3四半期決算短信 

平成21年2月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 アドバックス 上場取引所 東 

コード番号 4749 URL http://www.advax.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 小澤 雅治

問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 酒井 圭吾 TEL 03-6226-5661

四半期報告書提出予定日 平成21年2月13日

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 2,382 ― △28 ― △26 ― 51 ―

20年3月期第3四半期 2,074 △6.9 △129 ― △126 ― △244 ―

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 1.02 ―

20年3月期第3四半期 △5.04 ―

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 2,980 2,177 73.1 42.95
20年3月期 3,014 2,126 70.5 41.93

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  2,177百万円 20年3月期  2,126百万円

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  有  
 

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 3,300 13.6 1 ― 2 ― 8 ― 0.16

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、２ページ「定性的情報・財務諸表等4.その他」をご覧下さい。 

(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、２ページ「定性的情報・財務諸表等4.その他」をご覧下さい。 

(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．平成21年3月期の業績予想につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
２．上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性が
あります。 
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規則に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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  50,709,400株 20年3月期  50,709,400株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,630株 20年3月期  1,630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  50,707,770株 20年3月期第3四半期  48,507,770株



 当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31日）におけるわが国経済は、米国のサブプライム

ローンに端を発する未曾有の金融危機が世界中に波及し、主要各国の金融機関が巨額損失の計上や破綻に追い込まれ

るなど、急激かつ世界的な景気後退局面に入っております。これら金融市場発の世界的な経済危機は、円高、需要急

減による生産・雇用調整等、徐々に日本の実体経済に極めて深刻な影響を与えることが予想されており、年度末に向

けて経営環境はかつてない厳しさとなると認識しております。 

 このような環境ではありましたが、当企業グループの売上高は2,382百万円となり、昨年同期（売上高2,074百万

円）と比較して14.9％の増収となりました。これは、平成20年２月に連結子会社となった㈱ICTビジネスソリューシ

ョンズの売上高が寄与したほか、各事業の売上高が比較的堅調に推移したことによります。 

 また営業損失は28百万円、経常損失は26百万円となり、昨年同期（営業損失129百万円 経常損失126百万円）と比

較して損失幅は大幅に縮小いたしました。これはシステム開発事業におけるクライアント先常駐型システム開発案件

の稼働率の低下が 小限に留まったこと、ネット広告事業においては利益率の高い純広告媒体が堅調に推移したこ

と、人材派遣事業につきましては雇い止め等の影響を受けずに推移したことに加え、グループを挙げたコスト管理の

厳格化が奏功したことによります。  

 なお、四半期純利益は投資有価証券の減損処理のため投資有価証券評価損37百万円を特別損失に計上する等があっ

たものの、連結子会社による訴訟の和解等により貸倒引当金戻入額123百万円を特別利益に計上したことや、出資先

の事業法人からの受取配当金25百万円を特別利益に計上する等により、51百万円となりました。 

  

 事業の業種別セグメントの状況は概ね下記のとおりです。 

  

（1）システム開発事業 

 当該事業につきましては、子会社であるチャンスラボ㈱、㈱ビゼム、㈱ICTビジネスソリューションズの３社に

おいて展開しております。当第３四半期連結累計期間においては、10月に入ってから顕著になった世界的な景気減

速によるシステム開発環境の悪化が懸念されましたが、常駐技術者の実稼動日数が計画数値を若干下回る程度で推

移すると共に、受託開発案件の受注も継続するなど、業績は全般的に堅調に推移いたしました。 

なお、㈱ビゼムにおいて資本の充実を計ることを目的として、当社より貸付けた40百万円の有利子負債を株式化

するデット・エクイティ・スワップを実施いたしました。 

 これらの結果、システム開発事業における売上高は1,048百万円、営業利益は24百万円となりました。 

  

（2）ネット広告事業 

 当該事業につきましては、子会社である㈱チャンスイットが運営するポータルサイト「チャンスイット!」並び

にアフィリエイト（成果報酬型）広告サイト「Get Money!」を主力サイトとして展開しております。また、チャン

スラボ㈱につきましてもASP（アフィリエイトサービスプロバイダ）の販売代理店となり事業展開を行っておりま

す。  

 当第３四半期連結累計期間においては、全般的に大手スポンサーの広告出稿が減少したことにより、自社純広

告・他社媒体広告販売の受注が伸び悩みましたが、広告効果の効果測定が行いやすいアフィリエイト（成果報酬

型）広告販売が予想を上回ることで、ほぼ計画数値どおりに推移いたしました。 

 これらの結果、ネット広告事業における売上高は1,261百万円、営業利益は40百万円となりました。 

  

（3）人材派遣事業  

 当該事業につきましては、子会社である㈱ADVAX－MASHと㈱ロムテックジャパンで展開しております。当第３四

半期連結累計期間においては、売上高はほぼ計画数値で推移したものの、経済状況の悪化により全般的に企業主催

のイベント開催が相次いで縮小や延期するなどの影響で、運営関連部門における受注単価の低下と、人件費を中心

とした運営関連費用が計画数値を上回ったことで営業利益を押し下げることとなりました。 

 これらの結果、人材派遣事業における売上高は340百万円、営業損失は0.3百万円となりました。 

  

（4）その他事業 

 当該事業につきましては、子会社であるチャンスラボ㈱が、東京タワー内における「東京カレーラボ」の飲食店

運営並びに中野サンプラザ（東京都中野区）において主にベンチャー企業に対してオフィスを賃貸するSOHO事業を

行っております。 

 当第３四半期連結累計期間における「東京カレーラボ」は、第３四半期会計期間中に開催された東京タワー50周

年イベントでは来塔者数の増加に比例して来場者も増加いたしましたが、SOHO事業において起業意欲の後退や契約

満了等で解約が成約を上回り、オフィス稼働率が低下いたしました。 

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 



 これらの結果、売上高は123百万円、営業損失は５百万円となりました。    

  

なお、当社は平成18年７月５日付で㈱DPGホールディングスと業務・資本提携を行い、インターネット広告市場

におけるアフィリエイト事業の拡大に努めてまいりましたが、２年以上に渡る当該提携による多様なノウハウの蓄

積で、当企業グループ独自の事業機会の拡大を実現するための体制構築が可能となったとの判断により、平成20年

11月７日付で同社のとの業務提携を解消いたしました。また、資本提携につきましても、アフィリエイト事業の拡

大を通じて両社の企業価値の向上に努めるという所期の目的を達成したとの認識に加え、同社の財務戦略上、当社

は既に主要株主に該当していないこと等を勘案し発展的解消を行いました。なお、当社は同社普通株式5,000株を

保有しておりましたが、平成21年１月13日付で売却をおこないました。 

  

（資産・負債及び純資産の状況） 

 当第３四半期連結会計期間末の財政状態については、資産合計が前連結会計年度末に比べて1.1％減少の2,980百万

円となりました。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて9.6％減少の803百万円となりました。  

  

 これらの結果、当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は2,177百万円、自己資本比率は73.1％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは94百万円の収入となりました。これは税

金等調整前四半期純利益が84百万円計上されると共に、売上債権の減少により105百万円の収入がある一方で、仕入

債務の減少等で59百万円の支出等があったことによります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは55万円の収入となりました。これは主に投資有価証券の清算により81百万円

の収入があった一方、無形固定資産の取得により56百万円の支出等があったことによります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは18百万円の支出となりました。これは長期借入金の返済により18百万円の支

出があったことによります。 

 以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ131百万円増

加し1,228百万円となりました。  

   

  

 連結業績予想については、当第３四半期連結累計期間末時点において、営業利益・経常利益は計画数値を下回って

おりますが、売上高・四半期純利益については、計画数値を上回って推移しております。 

 システム開発事業は、世界的な景気低迷の影響により受注環境が悪化しておりますが、第４四半期連結会計期間に

おいても受託開発案件を受注するなど比較的堅調に推移しております。クライアント先常駐型システム開発案件につ

きましても、常駐技術者の稼働日数の低下は 低限に留まっているものの、売上総利益が計画数値を若干下回ること

で、営業利益が計画数値を下回ることが見込まれます。 

 ネット広告事業は、広告業界全体が厳しい環境ではありますが、当企業グループのネット広告事業は、集客力に優

れた自社メディアを保有することによる高い競争力を背景に、売上高、営業利益共に計画数値の水準で推移してお

り、第４四半期会計期間においても大きく落ち込むことはないことを見込んでおります。 

  また、競争力を一層強化すべく相乗効果が見込める業務協力・業務提携等も積極的に活用しつつ新サービスの開発

に努めてまいります。 

 人材派遣事業は、売上高はほぼ計画数値となる見込みですが、企業主催のイベント開催が相次いで縮小や延期する

などの影響で、運営関連部門における受注単価の低下と、人件費を中心とした運営関連費用が計画数値を上回ったこ

とで営業利益を押し下げることとなる見込みです。 

 また、当社管理部門においてはグループ全体の管理コストを改めて見直し、徹底したコストマネジメントをグルー

プ全体で第４四半期連結会計期間においても継続的に推進してまいります。 

 なお、純利益につきましては当第３四半期連結会計期間末時点で既に通期業績予想の数値を上回って推移いたしま

したが、第４四半期連結会計期間において急激な市場環境の変化に伴う様々な不確定要素や、偶発的な障害や災害等

のリスクを鑑み、保守的に見通しております。 

  

 これらの状況により、売上高はほぼ予想数値どおり推移する見込みですが、売上総利益が計画数値を下回ることが

予想されるため、営業利益、経常利益共に下方修正を行うことといたします。 

 なお、純利益については訴訟の解決による和解金や投資有価証券の受取配当金およびポイント引当金戻入益等を特

別利益に計上したこともあり、第３四半期連結会計期間末時点で既に通期業績予想の数値を上回って推移いたしまし

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 



たが、第４四半期における市場環境の変化に伴う様々な不確定要素や、偶発的な障害や災害等のリスクを鑑み、保守

的に見通しており、予想数値を据え置いております。 

 なお、平成20年５月15日の決算短信で発表いたしました通期の連結業績予想との差異は以下のとおりです。  

  

（平成21年３月期通期連結業績予想数値の修正）  

  

 上記業績予想の修正に関する詳細につきましては、本日付で別途「業績予想の修正に関するお知らせ」において情

報開示をしております。 

  

  

該当事項はありません。   

   

 ①簡便な会計処理 

１）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出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出しております。 

２）固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している資産については、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する方法によ

っております。   

  

  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 

 前回発表予想（Ａ） 3,300 32 30 8 0.16 

 今回修正予想（Ｂ）  3,300 1 2 8 0.16 

増減額（Ｂ－Ａ） 0 △31 △28 0 － 

 増減率（％） 0 △96.9 △93.3  0.0  － 

 前期実績 2,904 △288  △284  △2,266  △46.37 

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） 

（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 

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

  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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均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、主として移動平均法による原価法（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。これによる損益への影響はありません。 

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、賃貸借取引にかか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）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）を第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係

る会計処理によっております。これによる損益への影響はありません。  



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 1,282,278 1,155,913

受取手形及び売掛金 345,649 454,252

商品 180 51

原材料 265 259

仕掛品 14,204 100

その他 230,135 90,884

貸倒引当金 △971 △1,269

流動資産合計 1,871,741 1,700,192

固定資産   

有形固定資産 104,045 121,779

無形固定資産   

のれん 592,304 630,242

その他 80,584 40,135

無形固定資産合計 672,889 670,377

投資その他の資産   

投資有価証券 35,998 172,678

長期未収入金 193,231 359,871

その他 162,167 217,802

貸倒引当金 △59,129 △228,478

投資その他の資産合計 332,267 521,873

固定資産合計 1,109,202 1,314,030

資産合計 2,980,944 3,014,222

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 97,913 161,122

1年内返済予定の長期借入金 20,200 22,080

未払法人税等 1,727 16,169

賞与引当金 18,789 35,010

ポイント引当金 79,312 88,562

その他 302,002 170,976

流動負債合計 519,945 493,921

固定負債   

長期借入金 36,906 53,386

長期未払金 219,219 313,719

引当金 21,092 20,355

その他 5,989 6,753

固定負債合計 283,207 394,214

負債合計 803,153 888,136



（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 1,996,516 1,996,516

資本剰余金 158,563 2,519,319

利益剰余金 23,044 △2,389,484

自己株式 △332 △332

株主資本合計 2,177,791 2,126,018

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 68

評価・換算差額等合計 － 68

純資産合計 2,177,791 2,126,086

負債純資産合計 2,980,944 3,014,222



（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 2,382,701

売上原価 1,507,273

売上総利益 875,428

販売費及び一般管理費 903,770

営業損失（△） △28,342

営業外収益  

受取利息 1,465

受取配当金 3

還付加算金 879

その他 1,796

営業外収益合計 4,144

営業外費用  

支払利息 1,229

商品廃棄損 300

その他 438

営業外費用合計 1,967

経常損失（△） △26,165

特別利益  

受取配当金 25,998

投資有価証券売却益 13

保険解約返戻金 13,452

貸倒引当金戻入額 123,062

ポイント引当金戻入額 28,784

特別利益合計 191,311

特別損失  

固定資産売却損 83

固定資産除却損 1,370

投資有価証券評価損 37,500

損害賠償金 32,000

訴訟関連損失 7,285

その他 2,049

特別損失合計 80,289

税金等調整前四半期純利益 84,857

法人税、住民税及び事業税 3,560

法人税等調整額 29,523

法人税等合計 33,083

四半期純利益 51,773



（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利益 84,857

減価償却費 37,302

のれん償却額 37,937

退職給付引当金の増減額（△は減少） 736

ポイント引当金の増減額（△は減少） △9,250

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,220

貸倒引当金の増減額（△は減少） △169,646

受取利息及び受取配当金 △27,467

支払利息 1,229

投資有価証券売却損益（△は益） △13

保険解約損益（△は益） △13,452

固定資産売却損益（△は益） 83

固定資産除却損 1,370

投資有価証券評価損益（△は益） 37,500

売上債権の増減額（△は増加） 105,838

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,248

仕入債務の増減額（△は減少） △59,863

その他 128,904

小計 125,596

利息及び配当金の受取額 20,170

利息の支払額 △1,229

法人税等の支払額 △71,130

法人税等の還付額 21,296

営業活動によるキャッシュ・フロー 94,703

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △1,430

定期預金の払戻による収入 7,000

有形固定資産の取得による支出 △5,527

有形固定資産の売却による収入 3

無形固定資産の取得による支出 △56,273

投資有価証券の取得による支出 △3

投資有価証券の売却による収入 79

投資有価証券の清算による収入 81,292

貸付けによる支出 △7,843

貸付金の回収による収入 5,885

長期未収入金の回収による収入 18,382

敷金及び保証金の差入による支出 △378

敷金及び保証金の回収による収入 1,591

保険積立金の解約による収入 13,528

その他 △716

投資活動によるキャッシュ・フロー 55,589

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △18,360

財務活動によるキャッシュ・フロー △18,360



（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) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 131,933

現金及び現金同等物の期首残高 1,096,670

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,228,604



 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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

 当企業グループは、前連結会計年度に288,032千円、当第３四半期連結累計期間に28,342千円の営業損失を計上

しております。当該状況により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。 

 当企業グループにおいてはシステム開発事業、ネット広告事業、人材派遣事業を主力事業領域と位置づけて着実

に以下の経営計画を実行してまいります。 

 システム開発事業は、よりエンドユーザーに近い法人との取引が活発化し契約単価も上昇傾向が見られますが、

昨今の景気後退局面では企業の設備投資意欲が減退することから、適正な人材の確保が極めて重要であると認識し

ております。従いまして、当企業グループでは企業ニーズを見極めた上で慎重に採用活動を行うだけでなく、人材

の育成にも注力した人員計画を推進しております。当企業グループにおいては３社のシステム開発会社を有してお

り、それぞれの得意分野での特徴を 大限に発揮しながら、顧客ニーズに幅広く対応可能な情報共有体制を構築

し、当企業グループの中核的な事業としての発展に努めてまいります。 

 ネット広告事業は周知のとおり、ウェブ環境の急速な発展と共にその市場規模が拡大しております。当企業グル

ープにおいては㈱チャンスイットのチャンスのポータルサイト「チャンスイット！」とポイントサイト「Get 

Money！」のウェブサイト（自社メディア）を有しつつ、純広告販売、他社広告販売、アフィリエイト（成果報酬

型）広告等を展開しておりますが、ネット広告業界においては世界的な経済危機の影響により業種を問わず広告出

稿が急減しております。このような環境下ではありますが、当企業グループは メディア機能と広告代理店機能の

両機能を備えることを強みとし、クライアントの幅広いニーズに対応し、景気減速の影響を 小限に抑えてまいり

ます。また、働き方の多様化・流動化に着目し、転職支援のポータルサイト「マイサーチ」、人材紹介会社の求人

情報を紹介する「みんジョブ」等を相次いで立ち上げる共に新サービスを相次いで開始するなど、収益源の多様化

を目指してまいります。 

 人材派遣事業は、あらゆる業界において人材の流動化が促進されていることを背景に、優秀な人材の確保が急務

となっております。その一方でクライアント企業側の継続的なコスト削減により、人件費は抑制傾向が続いており

ます。また、今後労働者派遣事業関連法規の一層の規制強化が実施される予定であることを認識しながら、求人側

のニーズの的確な把握とコンプライアンス重視の企業体質の構築に努めるとともに、特色のある人材派遣会社とし

て利益確保を図ってまいります。 

 なお、当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日～12月31日）においては8,772千円の営業利益を計上する

と共に、当第３四半期連結会計期間末時点の営業キャッシュ・フローは94,703千円の収入となりました。 

 これらは着実に企業再生のための様々な施策を実行した結果でありますが、引き続きグループ全体として営業利

益を確保できる経営基盤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。 

   



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) 

 （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．各事業の主な製品及びサービス 

(1) システム開発事業………オープン系アプリケーションシステム開発、ファームウェア開発、ネットワーク

の構築／保守運用事業 

(2) ネット広告事業…………チャンスのポータルサイト「チャンスイット!」、アフィリエイト広告サイト

「Get Money!」等のメディア運営、広告代理店業、ASPの販売代理店業 

(3) 人材派遣事業……………広告プロモーション、事務業関連職種・競馬場関連企業への人材派遣事業等 

(4) その他事業………………施設運営事業 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用146,263千円は、親会社（持株会社）に係

る費用であります。 

  

  

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）  

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

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） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
システム 
開発事業 
(千円) 

ネット広告
事業 
(千円) 

人材派遣
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 
 1,013,812  908,850  336,437  123,600  2,382,701    －  2,382,701

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 34,738  352,193  3,607    －  390,539  (390,539)    －

計  1,048,550  1,261,043  340,045  123,600  2,773,240  (390,539)  2,382,701

営業利益又は 

営業損失(△) 
 24,248  40,137  △343  △5,610  58,431  (86,773)  △28,342

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、平成20年６月27日付で、資本準備金の取崩しを行い欠損の填補に充当いたしました。この結果、資本

剰余金が第１四半期連結会計期間において2,360,755千円減少し、当第３四半期連結会計期間末において158,563

千円となっております。 

  



（７）重要な後発事象 

第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至平成20年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

１．投資有価証券売却益の発生 

 当社が保有する投資有価証券を売却したことにより、下記のとおり平成21年３月期第４四半期（連結およ

び個別）において投資有価証券売却損が発生いたしました。  

(1)投資有価証券売却の年月日 

平成21年1月13日 

(2)投資有価証券売却の理由 

保有資産を有効活用し、財務体質の強化を図るためであります。 

(3)投資有価証券売却損の内容 

①売却資産の種類 上場有価証券１銘柄の全所有株式 

②売却損     26百万円 

(4)今後の業績に与える影響 

 当社は有価証券の減損処理について四半期切放し法を採用しております。今回の売却により、平成21年

３月期第４四半期中に投資有価証券売却損26百万円を特別損失として計上する予定であります。  

 

２．訴訟の判決言渡し 

 当社は、平成19年５月11日付（訴状到達日は平成19年５月28日）で株式会社プラス・ワントータルプラン

ニングより２億2,437万9,211円（後に２億1,211万8,830円に減額）の損害賠償請求訴訟を提起され、東京地

方裁判所において係争中でありましたが、下記の判決言渡を受けましたのでお知らせいたします。 

(1)判決言渡しの年月日 

平成21年２月12日 

(2)訴訟の提起から判決に至るまでの経緯 

 当社は、平成17年７月よりホテル事業として「白浜スカイリゾートホテル（千葉県南房総市白浜町・全８

階建）」の経営主体となり、運営を行っておりました。（平成19年３月には当該事業から撤退をしておりま

す。） 

 当該ホテルに関連して、本件訴訟の原告であり運営業務委託先であった株式会社プラス・ワントータルプ

ランニングが、業務委託契約解除が不当であるとして損害賠償を請求したものであります。 

 これに対し当社は、平成19年12月19日付で１億208万9,840円の損害賠償請求の反訴を提起しておりまし

た。 

(3)判決の内容 

 東京地方裁判所は21年２月12日付で、株式会社プラス・ワントータルプランニングに対する金64百万円の

支払いを当社に命じました。 

(4)今後の見通しと業績に及ぼす影響 

 当社は控訴の可能性を検討すべく受領した判決書の内容を精査しておりますが、現時点において、本件訴

訟に関する旧ホテル事業の資産・負債を清算した場合、第４四半期会計期間に27百万円を特別損失に計上す

る予定であります。また控訴がなされた場合の取扱い方法等については、確定次第速やかに開示いたしま

す。 

  

  



「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3四半期連結累計期間（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  2,074,096

Ⅱ 売上原価  1,196,095

売上総利益  878,001

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,007,771

営業利益 △129,770

Ⅳ 営業外収益  3,612

受取利息   1,728

受取配当金   8

還付加算金   725

その他   1,150

Ⅴ 営業外費用  517

支払利息   488

その他   29

経常利益 △126,675

Ⅵ 特別利益  75,261

貸倒引当金戻入益   40

保険解約返戻金   10,875

新株予約権戻入益   39,660

受取損害賠償金   20,000

債務免除益   4,686

Ⅶ 特別損失  159,282

過年度消費税等   1,302

固定資産売却損   21

固定資産除却損   168

投資有価証券評価損   125,992

本社移転費用   1,700

貸倒引当金繰入額   29,000

その他   1,098

税金等調整前四半期純利益 △210,697

税金費用  33,854

四半期純利益 △244,551



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  
前年同四半期 

（平成20年３月期第３四半期） 
  

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー      

税金等調整前四半期純損
失  

△210,697

減価償却費   41,791

のれん償却額   109,378

退職給付引当金の増減額
（減少：△）   1,088

ポイント引当金の増加額  20,393

賞与引当金の増減額 
（減少：△）  

△15,211

貸倒引当金の増減額  
（減少：△）   28,959

受取利息及び受取配当金 △1,736

支払利息   488

保険解約返戻金  △10,875

新株予約権戻入益  △39,660

受取損害賠償金  △20,000

固定資産売却損   21

固定資産除却損   168

投資有価証券評価損   125,992

本社移転費用   1,700

売上債権の増減額 
（増加：△）   51,608

たな卸資産の増減額 
（増加：△） 

△1,773

仕入債務の増減額 
（減少：△）  

△16,375

その他  △23,356

小計  41,904

利息及び配当金の受取額  1,546

利息の支払額  △380

損害賠償金の受取額   20,000

本社移転による支出  △1,700

法人税等の支払額  △50,629

法人税等の還付額   20,794

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  31,534



  

  
前年同四半期 

（平成20年３月期第３四半期） 
  

区分 金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー   

定期預金の預入による支
出 

△1,417

有形固定資産の取得によ
る支出 

△17,508

有形固定資産の売却によ
る収入  28

無形固定資産の取得によ
る支出 

△6,964

投資有価証券の取得によ
る支出 

△2

貸付金の貸付による支出 △10,000

貸付金の回収による収入  51,664

敷金及び保証金の差入れ
による支出 

△624

敷金及び保証金の回収に
よる収入  11,182

保険積立金の解約による
収入   10,875

その他 △46

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー  37,187

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

短期借入金の純減少額
（減少：△）  

△30,000

長期借入金の返済による
支出 

△19,847

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△49,847

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額  18,875

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高  1,102,477

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半
期末残高  1,121,352



（３）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

平成20年３月期第３四半期連結会計期間（自 平成19年10月１日 至平成19年12月31日） 

 当企業グループは、前連結会計年度109,740千円、当第３四半期連結会計期間129,770千円の営業損失を計上して

おります。当該状況により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。 

 当企業グループにおいては前連結会計年度に抜本的な企業再編を実施いたしました。当連結会計年度におきまし

ては、システム開発事業、ネット広告事業、人材派遣事業、施設運営事業を主力事業領域と位置づけて着実に以下

の経営計画を実行してまいります。 

 システム開発事業は、よりエンドユーザーに近い法人との取引が活発化し契約単価も上昇傾向が見られますが、

人手不足感が顕著であり、エンジニアの「売手市場化」に伴い活発化する人材異動への対応が業界全体に求められ

ております。従いまして、当企業グループでは従来の中途採用に加え、新卒採用に注力した人員計画を推進してお

ります。 

 当第３四半期連結会計期間においても各種システムの受託開発を行う㈱ビゼムを設立し、平成20年２月にはエン

ドユーザーおよび大手SI（システムインテグレータ）に対して、情報・通信分野におけるワンストップのSIソリュ

ーションをコンサルテーションフェイズから運用フェイズまで提供するビジネスモデルを有する㈱ICTビジネスソ

リューションズ（旧商号 ㈱ITマーケティングインテグレーションズ）を子会社化しております。 

 ネット広告事業は周知のとおり、WEB環境の急速な発展と共にその市場規模が拡大しております。当企業グルー

プにおいては純広告、アフィリエイト（成果報酬型）広告を展開しておりますが、一層の競争力強化を図るべく、

平成20年４月１日を効力発生日として㈱チャンスイットと㈱アドクロスを合併し、新たなコンテンツ開発や他社媒

体広告の販売代理店営業など収益基盤の拡大に向けた取り組みを実行してまいります。 

 人材派遣事業は、あらゆる業界において人材の流動化が促進されていることを背景に、優秀な人材の確保が急務

となっております。その一方でクライアント企業側の継続的なコスト削減により、人件費は抑制傾向が続いており

ます。 

 また、労働者派遣事業関連法規の一段の規制強化も予想されます。従いまして、求人側のニーズの的確な把握と

優秀な人材確保に留まらず、コンプライアンス重視の企業体質の構築をに努めるとともに、特色のある人材派遣会

社として利益確保を図ってまいります。 

 その他事業は、飲食を中心とする施設運営事業とオフィスを賃貸するSOHO事業等を行っておりますが、施設運営

事業は抜本的な事業再編に着手しております。 

 まず、業績の低迷していた競馬場での飲食店運営を行う東都アイ・エヌ・ティー㈱の全株式を平成20年２月に譲

渡するなど、経営資源を主力事業に一層集中いたします。次に翌連結会計年度に当社が純粋持株会社となることに

伴い、平成20年２月に当社の運営する施設運営事業「東京カレーラボ」を当社の連結子会社であるチャンスラボ㈱

に譲渡いたしました。 

 なおSOHO事業につきましては、100％近い稼働率で推移いたしましたので今後も入居者のニーズに即した運営を

行ってまいります。 

 当社は上述のとおり４つの事業領域（システム開発事業、ネット広告事業、人材派遣事業、施設運営事業）に経

営資源を集中し、新たな成長軌道に向かって企業再建に継続的に取り組んでおります。 

これらの取り組みの過程において、不採算事業からの撤退、子会社間の合併の決議などグループ再編行為を積極的

に実施した結果、当第３四半期連結会計期間において、当社は売上規模が連結売上高の5.2％、連結子会社の全て

が完全子会社（当社が100％の株式を所有）である管理機能中心の事業持株会社となっております。 

 当社はこれらの状況を鑑み、グループの更なる企業価値向上を目指し、平成19年12月19日には純粋持株会社体制

へ移行することを決議いたしました。 

 純粋持株会社体制への移行を実施することにより、持株会社は財務・法務・IR 等の公開会社としてのガバナン

スの一層の強化を図ると共に、事業会社は執行に集中し、より積極的かつ迅速な事業展開を推進することが可能に

なり、グループ全体の経営資源の 適化と成長機会の確保を図ることが可能になると認識しております。 

 なお、当第３四半期連結会計期間における当企業グループの営業キャッシュ・フローは31百万円の収入となり、

事業活動における現金収入が現金支出を上回って推移いたしました。これは着実に企業再生のための経営計画を実

行した結果でありますが、引き続きグループ全体として営業利益を確保できる経営基盤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、こ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。 



前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  

（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．各区分の主な製品及びサービス 

      (1) システム開発事業………オープン系アプリケーションシステム開発、ファームウェア開発、ネットワー

                  クの構築/保守運用事業        

      (2) ネット広告事業…………懸賞サイト「Chance It!」、アフィリエイト広告サイトGet Money!」、広告代

                  理店業 

      (3) 人材派遣事業……………広告プロモーション、製造業関連職種への人材派遣事業等  

      (4) その他事業………………施設運営事業、広告代理事業、人工雪「SNOVA」の供給等 

     ３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用66,115千円の主なものは、当社本社の経

       営管理部門に係る費用であります。 

     ４．前連結会計年度まで独立セグメントとしていた「ホテル事業」は、平成19年３月に撤退しております。 

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

  

（４）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
システム 
開発事業 
（千円） 

ネット広告 
事業 

（千円） 

人材派遣 
事業 

（千円） 

その他 
事業 

（千円） 

計  
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  573,969  958,669  368,306  173,151  2,074,096

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 5,400  153,987  1,469  3,338  164,195

計  579,369  1,112,656  369,775  176,490  2,238,291

営業費用  642,061  1,086,999  366,510  213,163  2,308,734

営業利益又は営業損失（△）  △62,691  25,656  3,265  △36,673  △70,443

  
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  －  2,074,096

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
(164,195)  －

計 (164,195)  2,074,096

営業費用 (104,868)  2,203,866

営業利益又は営業損失（△） (59,326)  △129,770

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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