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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 475 △64.3 △164 ― △181 ― △220 ―

21年3月期第1四半期 1,331 ― △41 ― △113 ― △93 ―

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

22年3月期第1四半期 △5,189.51 ―

21年3月期第1四半期 △2,725.46 ―

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

22年3月期第1四半期 2,428 77 3.2 1,818.67
21年3月期 2,792 297 10.6 7,002.78

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  77百万円 21年3月期  297百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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）

（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

第2四半期 
連結累計期間

1,468 △38.0 △80 ― △121 ― △165 ― △3,901.45

通期 3,514 △16.4 175 ― 113 ― 64 ― 1,527.31



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、５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） 

(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 

 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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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） 22年3月期第1四半期 42,447株 21年3月期  42,447株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 42,447株 21年3月期第1四半期 34,397株



 当第１四半期連結会計期間（平成21年４月から平成21年６月、以下「当第１四半期」という）におけるわが国の経

済は、ある程度の回復の兆しも見え始め、日経平均株価も１万円を越す場面も見られました。しかし、実体経済の先

行きは依然不透明であり、雇用調整や大手メーカーの減産計画の発表、業績の下方修正などもあり、未だ予断を許さ

ない状況だと言えます。 

 景気対策の影響もあり、株価も一時よりも上昇しておりますが、円高は継続しており、相変わらず、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、有効求人倍率は過去最悪の数値になっておりま

す。このことが、国内消費の低迷へとつながり、物が売れない状況となってきております。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懸念が、現実の問題として降りかかってきております。そして、政局の混

迷がさらに、今後の景気情勢を読みにくい状況にさせています。 

 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１四

半期の売上高は475,456千円（前年同期比35.7％)、営業損失164,497千円（前年同期は41,534千円の営業損失)、経常

損失181,622千円（前年同期は113,596千円の経常損失)、四半期純損失220,279千円（前年同期は93,747千円の四半期

純損失)となりました。 

 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、「マネジメント・アウトソーシング・サービス」（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）が順調に売上を伸ばしております。 

 この「マネジメント・アウトソーシング・サービス」は、固定費を増やさずに、売上高を上げるというもので、厳

しい経営環境にさらされている多くの企業ニーズにマッチしている商品であると、各顧客企業から評価されてきてお

ります。 

「マネジメント・アウトソーシング・サービス」を行う過程の中で、営業プロセス代行の需要も大変多く、当第１

四半期より「営業プロセス代行」を請負うセールスアウトソーシング事業本部を発足いたしました。 

これにより、その提供できるサービスが、今までのノウハウをさらに小口のパッケージ化ができたことにより、低

価格の商品もそろえることが出来ました。このことにより、利用対象企業の範囲が、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企業数が存在しております。この潜在マーケットの大

きさは、当社の成長の大きな源泉となると確信しております。 

 このサービスは、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る。②時間的ロスをなくし

て、即マーケットにリーチできる。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ことが現在の厳

しい環境にさらされている顧客企業にとっては更なるメリットとして映るため、潜在マーケットの顕在化が早く行わ

れるという実感を持っております。 

 さらに、次のことも、この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、今まで存在していなかった各企業の新プロジェクト、新会社にも利用されるようになりました。この

ことは、さらに対象企業が増えることを意味します。今まで着手できなかった優良ベンチャー企業や、大手企業の新

プロジェクト、新会社等への営業機会が大幅に増大し、当第１四半期において、すでに多くの受注が進んでおりま

す。 

 そして、国内の景気の悪化を受け、各企業で活躍した営業人材が当社で多数採用できるようになりました。これ

は、今まではプロジェクトを受注しても納品する営業マンがいなくて機会を逃していたところを一気に獲得できるこ

とになります。 

短期間で多くのプロジェクトをこなすことができる体制が出来たことは当第１四半期においては最大の特記事項だ

と思います。 

 以上の結果、当第１四半期のコンサルティング事業の売上高は181,517千円（前年同期比49.4％）、営業損失8,878

千円（前年同期は27,252千円の営業利益）となりました。 

  

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



 アウトソーシング事業におきましては、人材供給が逼迫しているサービス業領域への営業展開に集中しておりま

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注力いたしました。これは、今後

の若年労働者数の激減を見越していくと、既存のサービスが必ず数年のうちには多くの企業で再び必要になると期待

できるためであります。 

しかしながら、現時点では景気の悪化に伴う雇用環境の急激な変化により、特に平成21年３月期第３四半期以降

は、当事業の収益に影響が出てきております。 

 コンビニエンスストアへの派遣は、東京地区では需要が伸びており、契約店舗の増加も堅調に進展しておりまし

た。しかし、平成21年３月期第３四半期以降、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、１店舗

当たりの利用時間にも影響を及ぼしております。従来採用できずにシフトが埋まらなかった時間が減少したことに伴

い、当社のサービスを利用する時間が減少し、その結果、前年度の実績を下回る結果となっております。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おります。） 

 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、着実な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

オーダーが進んでおりますが、ここでも現在の景気の悪化のあおりを受けた顧客企業の販売促進予算の削減等によ

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告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。 

 以上の結果、当第１四半期のアウトソーシング事業の売上高は291,930千円（前年同期比38.0％）、営業損失

27,963千円（前年同期は80,249千円の営業利益）となりました。 

  

 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、ここ直近では、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。 

 以上の結果、当第１四半期のインキュベーション投資事業の売上高は11千円（前年同期比0.5％）、営業損失43千

円（前年同期は573千円の営業損失）となりました。 

  

 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、安定的に利益が挙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。 

 以上の結果、当第１四半期のその他事業の売上高は1,997千円（前年同期比7.1％）、営業損失3,753千円（前年同

期は3,662千円の営業損失）となりました。 

    



 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の減少により前連結会計年度末比364,234千円減の

2,428,384千円となりました。有利子負債は、前連結会計年度末比129,400千円減の2,206,540千円となりました。純

資産は、四半期純損失等により前連結会計年度末比220,049千円減の77,197千円となり、自己資本比率は3.2％となり

ました。 

  

 平成21年５月15日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、現時点におい

て変更はありません。   

  

 該当事項はありません。  

  

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。 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

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）

（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



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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,362,996 1,672,117

受取手形及び売掛金 187,272 292,833

有価証券 48,552 －

営業投資有価証券 9,391 9,301

仕掛品 500 1,347

その他 175,937 262,974

貸倒引当金 △13,048 △15,678

流動資産合計 1,771,603 2,222,895

固定資産   

有形固定資産 57,082 29,154

無形固定資産 40,868 32,248

投資その他の資産   

その他 552,146 499,831

貸倒引当金 △4,489 △4,489

投資その他の資産 547,656 495,342

固定資産合計 645,607 556,745

繰延資産 11,173 12,978

資産合計 2,428,384 2,792,619

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,362 28,683

短期借入金 1,646,540 1,765,940

1年内返済予定の長期借入金 40,000 40,000

未払法人税等 3,376 5,137

その他 123,908 125,612

流動負債合計 1,831,187 1,965,372

固定負債   

社債 490,000 490,000

長期借入金 30,000 40,000

固定負債合計 520,000 530,000

負債合計 2,351,187 2,495,372

純資産の部   

株主資本   

資本金 750,429 750,429

資本剰余金 753,967 753,967

利益剰余金 △1,423,711 △1,203,432

株主資本合計 80,685 300,964

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,487 △3,717

評価・換算差額等合計 △3,487 △3,717

純資産合計 77,197 297,247

負債純資産合計 2,428,384 2,792,619



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,331,295 475,456

売上原価 909,501 322,444

売上総利益 421,793 153,011

販売費及び一般管理費 463,327 317,508

営業損失（△） △41,534 △164,497

営業外収益   

受取利息 11,224 2,137

受取配当金 2,763 10

債務時効益 － 1,001

その他 8,589 286

営業外収益合計 22,577 3,436

営業外費用   

支払利息 20,361 18,294

持分法による投資損失 71,666 －

その他 2,612 2,268

営業外費用合計 94,640 20,562

経常損失（△） △113,596 △181,622

特別利益   

貸倒引当金戻入額 8 2,630

特別利益合計 8 2,630

特別損失   

本社移転費用 － 37,104

前期損益修正損 157 －

その他 － 623

特別損失合計 157 37,727

税金等調整前四半期純損失（△） △113,745 △216,720

法人税、住民税及び事業税 1,813 3,559

法人税等調整額 △18,352 －

法人税等合計 △16,539 3,559

少数株主損失（△） △3,458 －

四半期純損失（△） △93,747 △220,279



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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