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1.  20年12月期の連結業績（平成20年1月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期 13,301 △32.4 △6,241 ― △7,197 ― △8,917 ―
19年12月期 19,672 ― 10 ― 338 ― △87 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期

純利益
自己資本当期純利益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年12月期 △69.98 ― △178.9 △67.6 △46.9
19年12月期 △0.69 ― △0.9 2.1 0.1

（参考） 持分法投資損益 20年12月期  △151百万円 19年12月期  △269百万円

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

20年12月期 5,573 473 7.7 3.36
19年12月期 15,711 9,852 60.7 74.85

（参考） 自己資本   20年12月期  428百万円 19年12月期  9,538百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

20年12月期 △4,902 1,306 △326 535
19年12月期 △9 △1,729 △645 4,492

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額（年
間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

19年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
20年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

21年12月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ――― ― ―――

3.  21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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）

 

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 2,600 △64.1 △950 ― △1,100 ― △1,000 ― △5.63
通期 5,300 △60.2 △1,100 ― △1,200 ― △1,200 ― △6.20
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、23ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、55ページ「１株当たり情報」をご覧ください。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年12月期  127,932,223株 19年12月期  127,932,223株
② 期末自己株式数 20年12月期  506,857株 19年12月期  506,711株

（参考）個別業績の概要 

1.  20年12月期の個別業績（平成20年1月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期 5,543 △45.7 △4,965 ― △6,565 ― △8,640 ―
19年12月期 10,202 ― △508 ― 150 ― △1,099 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

20年12月期 △67.81 ―
19年12月期 △8.63 ―

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

20年12月期 4,434 △485 △10.9 △3.81
19年12月期 11,442 8,249 72.1 64.74

（参考） 自己資本 20年12月期  △485百万円 19年12月期  8,249百万円

2.  21年12月期の個別業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記記載の各数値は、現状での入手可能な情報に基づいた判断及び予測に基づき算出した見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。また、今後の当社の事
業を取り巻く環境の変化、市場の動向等により、実際の業績が現状の見通しの数値と大きく変わる可能性があります。  

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

第2四半期累計期間 1,100 △64.6 △900 ― △1,050 ― △1,120 ― △6.30
通期 2,300 △58.5 △1,400 ― △1,500 ― △1,600 ― △8.26
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(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社の利益配分に関する基本方針は、株主価値を高めるとともに常に安定した利益還元を継続して行

うことを重要課題と位置付け、会社の収益動向ならびに将来の事業展開に向けた内部留保資金とのバラ

ンスを総合的に勘案し、成果の配分を行うことを基本方針としております。 

しかしながら、当連結会計年度において多額の損失を計上したことから、利益配当は行えない状況が

続いております。株主の皆様には誠に申し訳ございませんが、当期および次期の配当については見送ら

せていただく所存であります。今後は、早期に配当原資とすべき利益の計上を行うことを、重要な目標に

掲げて参ります。 

 

 

(4) 事業等のリスク 

以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載してお

ります。なお、本項には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は発表日（平成21年２月24

日）現在において判断したものであります。 

 

①中堅中小企業向け情報提供分野におけるリスク 

当社の中心事業である中堅中小企業向け情報提供において、世界経済の低迷から、あらゆる業種に

おいて経営状況が悪化し、新規事業進出に対する意欲が減退している状況が続いております。ゆえに当

社が得意としている新規事業情報のニーズが回復せずに当社の業績に影響を与えるリスクがあります。ま

た当社グループの業績そのものによって、顧客が当社サービスを利用しなくなるリスクがあります。 

 

②提携企業および提携ＦＣ本部の経営上のリスク 

当社が提携している（していた）企業およびＦＣ本部の経営方針や経営環境の変化によって、当社が契

約を仲介した加盟店に不利益な状態が発生し、当社の顧客との信頼関係に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

 それに対して、当社は顧客第一主義の精神に則り、加盟店に対して好ましい経営環境を確保するため

の最大限の努力を行ってまいります。 

 

③進出している業界特有のリスク 

子会社ＦＣ本部が展開する業態が属する業界特有のリスクの影響を受ける可能性があります。 

これに対して、研究開発部門を強化するとともに、ひとつの業界に偏らず、今後成長の見込める複数の

事業分野（教育、食品流通、金融・不動産）において事業を展開することで、リスク分散を図っております。

また、加盟店の経営レベル向上を目的としたプログラムを実施し、加盟店自身の経営力を向上させること

により、これら外的要因リスクの回避に努める方針であります。 

 

当社グループが展開する事業については、以下のようなリスクがあります。 

ⅰ 教育事業分野 

学校法人や学習塾に生徒の道徳観を育成するプログラム「７つの習慣J(Ｒ)」などを提供する事業を展

開しております。導入いただいている学校などに対しては、教師（ファシリテーター）向け研修などを実施

しておりますが、ファシリテーターの育成度合いによって、当社が計画している生徒数に到達せず、当社

グループの業績に影響を与える可能性があります。 

また、学校法人や学習塾の生徒に対して、中学・高校生向け主要３教科（英語、数学、国語）の自立

学習プログラムソフトのＷｅｂを通じた直接販売を開始しておりますが、ソフトを導入する学校数や校舎数

が増加しても、需要を効果的に開拓できず利用生徒数が増加しない場合には、業績に影響を与える可

能性があります。 
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	⑨筆頭株主の異動による経営上のリスク
	本第三者割当増資が行われた場合、NISパートナーズ・ファンド1号投資事業組合の持株比率は29.0％となり、当社の筆頭株主となる見込みです。さらに平成21年３月31日の当社定時株主総会での特別決議による承認決議を条件として発行される本新株予約権を全て普通株式に転換した場合、同組合の持株比率合計は46％程度となる可能性があります。また、同組合からは当社定時株主総会での承認を前提として、当社へ取締役２名および監査役３名の派遣が予定されております。同組合からは、割当てを受ける新株式について安定保有する方針である旨、また当社の経営及びコーポレート･ガバナンスを支援していく考えを受けられる予定であり、同組合が過半数に近い当社株式を所有することは、当社グループの企業価値の向上につながるものと認識しております。しかし、諸事情により同組合の支援方針に変更が生じた場合、同組合が筆頭株主であることおよび同組合から取締役及び監査役の派遣を受けていることから、当社グループのコーポレート･ガバナンスに影響を及ぼす可能性があります。
	⑩当社企業再生計画および資本・業務提携に関するリスク
	当社グループは、平成20年12月期中間における多額の損失計上による業績悪化から、平成20年9月12日付けで公表した「業務提携を軸とした企業再生計画」を進めております。この企業再生計画においては、創業時より築いてまいりました中堅中小企業および地域金融機関のネットワークを基盤とした経営課題解決を図る情報・商品・サービスを提供する「原点回帰の経営体制」にスリム化し、早急に収益構造を改善することを目指しており、その他の事業領域は思い切った見直しを進め、子会社株式の売却や事業の譲渡を進めてまいりました。当社グループのコスト構造は人件費の比率が高いことから、経営効率化を進める過程で、業務提携関係にある複数の外部企業に対し、従業員の出向受入や、地方事業所について提携先既存オフィス内へ移転するなどの協力を受けております。しかしながら、平成20年12月期通期におきましても、貸倒引当金の増加や減損損失の計上などにより更なる損失を計上するに至りました。
	この厳しい市場環境を乗り越えるためには、自己資本増強により毀損した資本の増強を図ると共に、信用力の補完を図ることが最優先の経営課題であり、営業面でのシナジー効果を得られつつ、中長期的に当社の企業価値を高めていけるような資本提携先として、平成21年2月24日付で当社は、日本振興銀行株式会社およびNISパートナーズ・ファンド1号投資事業組合との間で、資本・業務提携の基本合意を締結するに至りました。かかる資本・業務提携の基本合意に基づき、本第三者割当増資により、自己資本の充実による財務体質の強化が図られるとともに、日本振興銀行株式会社から継続的な資金支援につき協力を得られることとなる予定です。さらに、NISパートナーズ・ファンド1号投資事業組合の出資者である、「中小企業に対するあらゆるサービスを提供できる体制を構築していく」というビジョンを共有する独立企業同士のネットワークとして創設された「中小企業振興ネットワーク」に属する中小企業支援機構株式会社、中小企業経営支援機構株式会社、中小企業保証機構株式会社、中小企業IT支援機構株式会社、中小企業人材機構株式会社、ビービーネット株式会社、およびNISグループ、ならびに当社は、共通の顧客層を対象にして事業展開をしており、各社顧客に最適なサービスやソリューションを提供し、もって、各社の事業・収益機会の拡大を図ることを目的として、これらの会社と業務提携の協議を開始します。これに加えて、当社は、中小企業振興ネットワークにおいて投資銀行事業を営んでいるNISグループとアドバイザリー契約を締結し、NISグループより、本資本・業務提携に関する今後のアレンジメントの遂行、中長期的な事業・財務戦略の策定･実行のためのアドバイザリー、および必要に応じた外部人材招聘等のサービスの提供を受けることを予定しております。なお、同契約に基づく対価として、NISグループに対し当事業年度に50百万円を支払う予定です。
	これらの再生計画および資本・業務提携を遂行することにより、当社グループのキャッシュフローは改善し、資金不足に陥る状況を防げるものと考えております。しかし、これら提携企業の経営方針の変更等によって、業務提携関係に見直しが生じたり、日本振興銀行株式会社の資金支援方針に変更が生じたり、資金支援が実行されない事情が生じた場合、当社グループの財政状態および経営成績に影響を与える可能性があります。
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	これらの再生計画および資本・業務提携を遂行することにより、当社グループのキャッシュフローは改善し、資金不足に陥る状況を防げるものと考えております。しかし、これら提携企業の経営方針の変更等によって、業務提携関係に見直しが生じたり、日本振興銀行株式会社の資金支援方針に変更が生じたり、資金支援が実行されない事情が生じた場合、当社グループの財政状態および経営成績に影響を与える可能性があります。

	
	事業上のシナジー効果が発揮できる日本振興銀行株会社およびＮＩＳパートナーズ・ファンド1号投資事業組合との資本・業務提携により、自己資本の充実、ならびに、継続的な資金支援と収益機会の拡大が期待でき、経営の安定化と当社グループの企業価値の向上に一層努めてまいります。
	(4)　事業等のリスク
	以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。なお、本項には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は発表日（平成21年２月24日）現在において判断したものであります。
	①中堅中小企業向け情報提供分野におけるリスク
	当社の中心事業である中堅中小企業向け情報提供において、世界経済の低迷から、あらゆる業種において経営状況が悪化し、新規事業進出に対する意欲が減退している状況が続いております。ゆえに当社が得意としている新規事業情報のニーズが回復せずに当社の業績に影響を与えるリスクがあります。また当社グループの業績そのものによって、顧客が当社サービスを利用しなくなるリスクがあります。
	②提携企業および提携ＦＣ本部の経営上のリスク
	当社が提携している（していた）企業およびＦＣ本部の経営方針や経営環境の変化によって、当社が契約を仲介した加盟店に不利益な状態が発生し、当社の顧客との信頼関係に影響を及ぼす可能性があります。
	　それに対して、当社は顧客第一主義の精神に則り、加盟店に対して好ましい経営環境を確保するための最大限の努力を行ってまいります。
	③進出している業界特有のリスク
	子会社ＦＣ本部が展開する業態が属する業界特有のリスクの影響を受ける可能性があります。
	これに対して、研究開発部門を強化するとともに、ひとつの業界に偏らず、今後成長の見込める複数の事業分野（教育、食品流通、金融・不動産）において事業を展開することで、リスク分散を図っております。また、加盟店の経営レベル向上を目的としたプログラムを実施し、加盟店自身の経営力を向上させることにより、これら外的要因リスクの回避に努める方針であります。
	当社グループが展開する事業については、以下のようなリスクがあります。
	ⅰ　教育事業分野
	学校法人や学習塾に生徒の道徳観を育成するプログラム「７つの習慣J(Ｒ)」などを提供する事業を展開しております。導入いただいている学校などに対しては、教師（ファシリテーター）向け研修などを実施しておりますが、ファシリテーターの育成度合いによって、当社が計画している生徒数に到達せず、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
	また、学校法人や学習塾の生徒に対して、中学・高校生向け主要３教科（英語、数学、国語）の自立学習プログラムソフトのＷｅｂを通じた直接販売を開始しておりますが、ソフトを導入する学校数や校舎数が増加しても、需要を効果的に開拓できず利用生徒数が増加しない場合には、業績に影響を与える可能性があります。
	ⅱ　食品流通分野
	こだわりの豆腐、お茶、お米、漬物等の食材の小売店である「匠味本舗」および、食品製造業者のこだわり食品を相互流通する「生産者直売のれん会」を展開しておりますが、消費者の嗜好の特徴や変化等を十分に捉えることができず、適切な商品開発・投入が図れない場合、あるいは必要な物流網を継続して十分に確保できない場合、業績に影響を与える可能性があります。
	また、参画される食品製造業者のこだわり商品を相互流通致しますので、各食品製造業者において食品衛生上の問題が生じた場合、生産者直売のれん会全体の業績に影響を与える可能性があります。
	ⅲ　金融・不動産事業分野
	この分野においては来店型保険ショップ「ライフサロン」、および「店舗そのままオークション」を展開しておりますが、いずれも当社にとっては新規参入をした事業領域であり、不確定要素が多数存在するため、事業計画を予定どおりに達成できなかった場合は、業績に影響を与える可能性があります。
	④法的規制によるリスク
	当社グループが展開するフランチャイズ事業やライセンス事業においては、独占禁止法等の法的規制があります。
	また、金融商品取引、不動産取引など進出する業界毎の関連法規、ならびに個人情報保護法をはじめとした消費者保護に関する法規を遵守する必要があります。これらの法規を遵守するためのコスト増加の可能性や、また遵守できなかった場合には、当社グループの事業活動が制限されるなど業績に影響を与える可能性があります。
	当社グループでは、法改正の動向等の情報をいち早くキャッチできるよう幅広く情報収集に努めるとともに、新規ビジネスの構築段階から顧問弁護士とともに法的リスクを回避できるよう対策を立てております。
	⑤人材育成に関するリスク
	当社グループでは、当社および子会社ＦＣ本部における事業構造構築や商品開発に取り組み、あるいは加盟店に対して経営指導を行えるなど、専門性の高い人材の育成に注力しております。しかしながら、最近の当社グループ業績悪化により、これら専門性の高い人材が流出し、必要とされる遂行体制を十分に確保できず、業績に影響を与える可能性があります。
	⑥情報管理に関するリスク
	当社グループでは顧客から入手した個人情報を保有しております。これらを厳重に管理するための情報管理にかかる具体的な施策として、個人情報保護十訓、個人情報保護規程、機密管理規則等を策定しており、また社員に対して勉強会や試験を実施し、情報管理の重要性を周知徹底しておりますが、万一それらの情報が外部へ漏洩した場合には、信用が低下し、業績に影響を与える可能性があります。
	⑦継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況の注記
	連結財務諸表中の「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」において記載されておりますとおり、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生じております。これは、平成20年12月期連結会計年度において売上高が著しく減少したこと、6,241百万円の営業損失、7,197百万円の経常損失および8,917百万円の当期純損失を計上したこと、ならびに4,902百万円の営業キャッシュフローのマイナスを計上したことによるものであります。また当社単体においても、売上高の著しい減少、4,965百万円の営業損失、6,565百万円の経常損失および8,640百万円の当期純損失を計上した結果、485百万円の債務超過になっており、継続企業の前提に関する重要な疑義が生じております。「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」に記載しておりますとおり、当該状況の解消を図るべく当社グループとして対策を講じてまいりますが、これらの対策が計画どおり進捗しない場合には、予想していた収益および利益が確保できない可能性があります。
	⑧株式の希薄化リスク
	平成21年２月24日開催の当社取締役会において、第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」という。）を行うことを決議いたしました。本第三者割当増資は、厳しい事業環境下での当社の経営安定に寄与するものと考えており、今後の業績及び企業価値の回復に一層注力する所存であります。本第三者割当増資では、現時点の発行済株式総数の64％に相当する82,000,000株を発行しますが、これによって１株当たりの株式価値が希薄化いたします。また、上記当社取締役会において、平成21年３月31日開催予定の当社定時株主総会での特別決議による承認決議を条件として、新株予約権（以下｢本新株予約権｣という。）の発行を決議しております。本新株予約権が全て行使された場合、本第三者割当増資と合わせて現時点の発行済株式総数の116％に相当する148,000,000株を発行することとなり、これによって１株当たりの株式価値が希薄化いたします。しかし、大幅に減少した自己資本の増強による財務体質の強化、中長期に亘るパートナーシップの構築により、継続的な資金支援につき協力を得ると共に収益機会の拡大や収益性の向上を図ることが喫緊の課題であり、そのためには本第三者割当増資等は必要不可欠と判断しており、株式の発行数量および希薄化の規模が合理的であると判断いたしました。今後は、事業の立て直しを行い、早期に株主価値の増大を実現できるよう努力してまいる所存であります。
	⑨筆頭株主の異動による経営上のリスク
	本第三者割当増資が行われた場合、NISパートナーズ・ファンド1号投資事業組合の持株比率は29.0％となり、当社の筆頭株主となる見込みです。さらに平成21年３月31日の当社定時株主総会での特別決議による承認決議を条件として発行される本新株予約権を全て普通株式に転換した場合、同組合の持株比率合計は46％程度となる可能性があります。また、同組合からは当社定時株主総会での承認を前提として、当社へ取締役２名および監査役３名の派遣が予定されております。同組合からは、割当てを受ける新株式について安定保有する方針である旨、また当社の経営及びコーポレート･ガバナンスを支援していく考えを受けられる予定であり、同組合が過半数に近い当社株式を所有することは、当社グループの企業価値の向上につながるものと認識しております。しかし、諸事情により同組合の支援方針に変更が生じた場合、同組合が筆頭株主であることおよび同組合から取締役及び監査役の派遣を受けていることから、当社グループのコーポレート･ガバナンスに影響を及ぼす可能性があります。
	⑩当社企業再生計画および資本・業務提携に関するリスク
	当社グループは、平成20年12月期中間における多額の損失計上による業績悪化から、平成20年9月12日付けで公表した「業務提携を軸とした企業再生計画」を進めております。この企業再生計画においては、創業時より築いてまいりました中堅中小企業および地域金融機関のネットワークを基盤とした経営課題解決を図る情報・商品・サービスを提供する「原点回帰の経営体制」にスリム化し、早急に収益構造を改善することを目指しており、その他の事業領域は思い切った見直しを進め、子会社株式の売却や事業の譲渡を進めてまいりました。当社グループのコスト構造は人件費の比率が高いことから、経営効率化を進める過程で、業務提携関係にある複数の外部企業に対し、従業員の出向受入や、地方事業所について提携先既存オフィス内へ移転するなどの協力を受けております。しかしながら、平成20年12月期通期におきましても、貸倒引当金の増加や減損損失の計上などにより更なる損失を計上するに至りました。
	この厳しい市場環境を乗り越えるためには、自己資本増強により毀損した資本の増強を図ると共に、信用力の補完を図ることが最優先の経営課題であり、営業面でのシナジー効果を得られつつ、中長期的に当社の企業価値を高めていけるような資本提携先として、平成21年2月24日付で当社は、日本振興銀行株式会社およびNISパートナーズ・ファンド1号投資事業組合との間で、資本・業務提携の基本合意を締結するに至りました。かかる資本・業務提携の基本合意に基づき、本第三者割当増資により、自己資本の充実による財務体質の強化が図られるとともに、日本振興銀行株式会社から継続的な資金支援につき協力を得られることとなる予定です。さらに、NISパートナーズ・ファンド1号投資事業組合の出資者である、「中小企業に対するあらゆるサービスを提供できる体制を構築していく」というビジョンを共有する独立企業同士のネットワークとして創設された「中小企業振興ネットワーク」に属する中小企業支援機構株式会社、中小企業経営支援機構株式会社、中小企業保証機構株式会社、中小企業IT支援機構株式会社、中小企業人材機構株式会社、ビービーネット株式会社、およびNISグループ、ならびに当社は、共通の顧客層を対象にして事業展開をしており、各社顧客に最適なサービスやソリューションを提供し、もって、各社の事業・収益機会の拡大を図ることを目的として、これらの会社と業務提携の協議を開始します。これに加えて、当社は、中小企業振興ネットワークにおいて投資銀行事業を営んでいるNISグループとアドバイザリー契約を締結し、NISグループより、本資本・業務提携に関する今後のアレンジメントの遂行、中長期的な事業・財務戦略の策定･実行のためのアドバイザリー、および必要に応じた外部人材招聘等のサービスの提供を受けることを予定しております。なお、同契約に基づく対価として、NISグループに対し当事業年度に50百万円を支払う予定です。
	これらの再生計画および資本・業務提携を遂行することにより、当社グループのキャッシュフローは改善し、資金不足に陥る状況を防げるものと考えております。しかし、これら提携企業の経営方針の変更等によって、業務提携関係に見直しが生じたり、日本振興銀行株式会社の資金支援方針に変更が生じたり、資金支援が実行されない事情が生じた場合、当社グループの財政状態および経営成績に影響を与える可能性があります。




