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事業の現状、今後の展開等について 

 
 当社は、本日、事業の現状、今後の展開等について、下記のとおり株式会社名古屋証券

取引所に対し、同社株券上場廃止基準第２条の２第３号に定める書面として本書面を提出

いたしましたのでお知らせいたします。 

 本書面の提出により、同社株券上場廃止基準第２条の２第３号に定まる期間は９ヶ月と

なりました。したがって平成 22 年１月末までのいずれかの月において、月間平均上場時価

総額及び月末上場時価総額が所要額(注)以上となったときは同上場廃止基準に該当しないこ

とになります。 

 (注) 名古屋証券取引所より、平成 21 年１月より同年 12 月末までの間、一時的に時価

総額基準を 3億円から 1.8 億円に変更がなされております。 

当社では、下記の今後の展開に記載した事業計画を推進することにより業績の改善を図

り、上場時価総額を回復すべく市場から評価を向上させることによって、今後とも上場を

維持するよう努めてまいる所存であります。 

 
 
Ⅰ．事業の現状 

 １ 事業の内容 

 当社グループは、当社及び連結子会社２社（株式会社インスタイル、株式会社ビーフォ

ーシー。いずれも当社完全子会社）で構成され、顧客企業の有する経営リソースである事

業アイデア、商品・サービス、販売網、ブランド、遊休資産、人材などを活用し、総合的

に戦略および戦術を立案・実行することで顧客企業の事業および収益の拡大を支援する一

連のサービス活動をセールスプロデュース事業と称し、これを主たる事業としております。 

 セールスプロデュース事業は、「収益モデルの再構築を目指したプロデュース事業」と「モ

バイルコンテンツの企画・制作及び運営を主軸としたプロデュース事業」に大別されます。 

 当社が中心となって展開する「企業収益モデルの再構築を目指したプロデュース事業」

においては、顧客企業とのネットワークおよび既存案件から得たノウハウを活用すること
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で、従来、新規事業進出や拡販を図る際に企業が個別に発注していた各種専門サービス（コ

ンサルティング、広告、販促、企画・制作・開発など）を、顧客のニーズや課題に応じて、

効果的に組み合わせて実行することを特徴としております。プロジェクトの遂行に要する

こうした機能を一元管理することにより、費用対効果の最適化や、期間短縮、外注管理に

伴う顧客企業の負担軽減を実現しております。事業のスタイルは、顧客企業の「パートナ

ー」として、当社の保有するマーケティングノウハウやネットワークを活かした戦略の策

定や実行支援を行なっております。代表的な事例としては、販売計画立案からイベントの

企画・運営、パブリシティーを活用した需要創出、販路開拓までを一貫して行い、ブラン

ド資産の有効活用と拡販を実現した事例や、顧客囲い込みのためのフリーペーパーの企画

制作を実施した事例などがあります。 

また、当社子会社株式会社インスタイルを中心に展開する「モバイルコンテンツのプロ

デュース事業」は、コンテンツプロバイダーからの発注を受け、移動体通信事業者への企

画提案から外部制作スタッフ・システム開発会社を活用した制作・開発の進行管理、提供

コンテンツの管理・更新・運用を行っております。 

その他、当社子会社株式会社ビーフォーシーにおいて、Ｗｅｂサイトやイベントなどの

プロデュースを行なっております。 

 

２ 近時の業績の推移 

当社グループ（連結）業績の推移 

（単位：千円） 

回次 第５期 第６期 第７期 第８期（予想）

決 算 年 月 平成 19 年３月 平成 20 年３月 平成 21 年３月 平成 22 年３月 

売 上 高 2,118,653 1,131,293 334,139 400,000

経 常 利 益 155,370 △328,287 △222,450 △82,000

当 期 純 利 益 73,440 △1,004,853 △259,739 △84,000

注１ 第５期から連結財務諸表を作成しております。 

注２ 第８期につきましては、現時点における見通しであります。 

 

当社業績の推移 

（単位：千円） 

回次 第５期 第６期 第７期 第８期（予想）

決 算 年 月 平成 19 年３月 平成 20 年３月 平成 21 年３月 平成 22 年３月 

売 上 高 1,863,508 669,999 19,928 80,000

経 常 利 益 69,910 △391,940 △253,512 △110,000

当 期 純 利 益 30,694 △1,033,729 △248,203 △115,000

注  第８期につきましては、現時点における見通しであります。 
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当社グループにおいて過去最高の売上を計上しました平成 19 年３月期以降、大幅な減収

減益の状況にて推移しておりますが、その主な要因は、当社が中心となって展開する「企

業収益モデルの再構築を目指したプロデュース事業」の不振によります。 

具体的には以下の通りです。 

平成 20 年３月期は、平成 19 年３月期に引き続き、顧客企業の事業収益を支援するセー

ルスプロデュース事業を積極的に推進してまいりましたが、継続受注しておりましたエス

テティックサロンの広告販促支援等の売上が低下し、更に案件の規模が大きくなってきて

いる中、企画段階から成約に至るまでのプロセスが長期にわたるプロジェクトが多くなり、

またクライアントとの調整の遅れなどから企画倒れとなる案件が発生したほか、当社の固

定資産、セールスプロモーション業務に係る販売権とソフトウェアについて、将来の回収

可能性を検討し、減損損失（321 百万円）を致しました。さらに、業務提携及びベンチャー

企業への投資として保有する有価証券の時価が著しく低下したため、投資有価証券評価損

（259 百万円）を計上した結果、売上、利益とも平成 19 年３月期を下回りました。 

平成 21 年３月期は、クライアント企業による事業計画の延期や中止、また新規事業とし

て予定していた中古二輪車の流通事業の中止などにより、売上が著しく減少したほか、当

社子会社でのモバイルコンテンツのプロデュース事業に関しても、既存モバイルコンテン

ツの売上が伸び悩むなど、当社グループの管理部門を当社に集約し経営のスリム化と業務

の効率化を行うことによって、役員報酬及び給与等の販売費及び一般管理費の削減を行い

ましたが、売上の減少以上のコスト削減は難しく、引き続き、売上、利益が大きく落ち込

むこととなりました。 

 

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 

 当社グループは、平成 20 年３月期及び平成 21 年３月期において、営業損失、経常損失、

当期純損失を計上いたしました。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさ

せるような状況が存在しております。 

 当社グループは、当該状況を解消すべく、以下「Ⅱ 今後の展開」の対策を実施し、早

期の当該疑義の解消を図っていく所存です。 

 

４ 問題の所在 

 上記のとおり、昨今の当社グループにおきます業績不振、財務基盤悪化の要因は、当社

にて展開してきました「企業収益モデルの再構築を目指したプロデュース事業」の不振に

よります。 

当該事業においては、本来「プロフィットシェアモデル（注）」を特徴としており、多額

な資金を原価とするようなビジネスモデルではありませんでした。 

しかし、多様化するクライアントニーズへの対応に伴い、当社において商品、ソフトウ

ェア、販売権等の資金投入を伴うプロデュース案件に取り組み、その後、同プロジェクト
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の延期や中止が相次いだことによるものです。 

 

（注）プロフィットシェアモデルとは、案件を受注した場合において、顧客企業の課題・ 

目的をヒアリングし、課題・目的をもとにプロジェクトチームを編成します。その

上で、戦略・戦術に基づきビジネスモデルにそった企画立案をご提案します。その

後、運用または効果測定の段階で、プロジェクトが得た利益を成果に応じ、分配し

て受け取るというビジネスモデルであります。 

 

 

Ⅱ 今後の展開 

１ 主力既存事業（モバイルコンテンツプロデュース事業）の強化策 

① 既存サイトの充実と拡大 

創業以来、当社主力事業の１つであるモバイルコンテンツのプロデュース事業は、現在

子会社である株式会社インスタイルが中心となって事業を展開しております。株式会社イ

ンスタイルは、設立以来３期連続黒字を達成しておりますが、今後は、更なる成長を目指

し、当社も含めた形で経営資源を集約化し、経営基盤の一層の強化を図り、グループ全体

の収益・利益の拡大に取り組んでまいります。 

 

 ② 実施中の施策及び今後の展開 

既存のモバイルコンテンツプロデュース案件に対しては、会員数の増加及び収益の拡大

を目指し、新商品の投入・新機能の追加等のコンテンツ拡充とプロモーション活動を積極

的に展開しております。また、創業以来培ってきたモバイルビジネスのノウハウを生かし

自社コンテンツとして、携帯電話向け（i-mode、EZweb、Yahoo!ケータイ）公式サイト及び

一般サイトの展開を推進し、事業の一層の拡大を目指してまいります。 

 

２ セールスプロデュース事業の再構築及び新規事業等への取り組み 

①プロジェクト受注、管理の厳格化 

 当社が中心となって展開する「企業収益モデルの再構築を目指したプロデュース事業」

では、多様化するクライアントニーズに対応するためプロジェクトチームの組成などをお

こないましたが、事業の遅延や中止が続いており、プロフィットシェアモデルによる利益

配分が受けられない状況が続きました。このような状況を回避するために、セールスプロ

デュース事業の再構築を行ってまいります。具体的な施策としては、プロジェクトの立ち

上げまでの事業計画の作成から、初期コスト及びランニングコストの予算管理などの管理

体制を厳格化し、セールスプロデュース事業のスキームの再構築を実施してまいります。 

 

 

 4 



②新規事業への取り組み  

当社の新規事業への取り組みについては、「健康」をキーワードに、セールスプロデュー

ス及び物販事業にも積極的に取り組んでまいります。 

 

３ 財務体質の改善に向けた資本増強策 

 当社グループの平成 21 年 3 月期末現在における純資産は 64,728 千円、総資産は 397,458

千円であり、自己資本比率は 16.3％であります。平成 20 年３月期と比較すると、純資産は

271,141 千円の減少、総資産は 427,451 千円の減少、自己資本比率は 18.2％の減少となっ

ており、今後の事業状況によっては債務超過の可能性があります。 

 債務超過の危機を回避するため、また、多様化するクライアントニーズへの対応に向け

て、新たに参入する事業や新規モバイルコンテンツ事業のプロジェクト化への資金投入が

不可欠であると考えており、今後の事業運営及び経営安定化を目的とした資本増強策とし

ましては、引き続き第三者割当増資を含めた資金調達による資本の増強を検討しておりま

す。 

なお、本日現在におきまして公表すべき事項までは至っておりませんが、前向きな資本

政策を実施し、経営及び財務の安定化を図ってまいります。 

 

 

Ⅲ 平成 22 年 3 月期業績予想（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日） 

連結 

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

１株あたり 

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 150 △50 △55 △56 △3,301.69

通期 400 △72 △82 △84 △4,952.53

（注）平成 21 年 5 月 15 日に公表しました予想値から変更ございません。 

 

個別 

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

１株あたり 

当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

通期 80 △100 △110 △115 △6,780.26

 

 

 

 5 



※ 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

及び合理的に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。 

以上 
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