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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第2四半期 2,337 ― △973 ― △1,350 ― △2,322 ―
20年12月期第2四半期 7,243 △20.2 △3,026 ― △3,545 ― △4,251 ―

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12月期第2四半期 △12.89 ―
20年12月期第2四半期 △33.37 ―

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12月期第2四半期 6,234 510 7.7 1.75
20年12月期 5,573 473 7.7 3.36

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  481百万円 20年12月期  428百万円

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年12月期 ― 0.00
21年12月期 

（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成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 4,000 △69.9 △1,700 ― △1,950 ― △2,750 ― △12.05
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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) 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  
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） 

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。 

(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．上記の連結業績予想は、本資料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、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値
と異なる場合があります。 
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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第2四半期 275,932,223株 20年12月期  127,932,223株
② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  506,957株 20年12月期  506,857株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 180,176,680株 20年12月期第2四半期 127,425,483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 2四半期連結累計期間（平成 21年 1月～6月）における当社グループを取り巻く経営環境は、

世界的な金融不安・経済低迷の影響を受け、企業収益の大幅な減少や雇用情勢が著しく悪化するな

ど、依然として厳しい状況が続きました。 

  このような中、人件費・地代家賃などの固定費削減によるコスト構造の改善、および事業の再構

築をさらに進めると同時に、中堅中小企業向け経営支援サービスの開発にも注力した結果、会員事

業を軸とした「原点回帰の経営体制」への移行をすすめることができました。また、増資の実施や

機動的な資金調達を可能とする資本業務提携を実現したことにより、重要課題であった財務体質の

強化にも対応することができました。 

その結果、事業の再構築に伴う連結子会社の減少（前年同期比８社純減）および外食事業からの

撤退により、売上高は前年同期比 4,906 百万円減少し 2,337 百万円となりましたが、固定費削減効

果により、営業損失は前年同期比 2,052 百万円改善することができております。 

しかしながら、担保価値下落に伴う貸倒引当金繰入額の増加や、子会社株式の譲渡損・評価損の

計上、ならびに外食事業の撤退に伴う事業整理損の追加計上が発生した影響から、営業外費用 492

百万円、特別損失 1,137 百万円を計上するに至っております。 

以上の結果、当第 2 四半期連結累計期間の連結業績は、売上高 2,337 百万円（前年同期比 67.7％

減）、営業損失 973 百万円（前年同期営業損失 3,026 百万円）、経常損失 1,350 百万円（前年同期経

常損失 3,545 百万円）、四半期純損失 2,322 百万円（前年同四半期純損失 4,251 百万円）となりまし

た。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 なお、事業再編の結果、当期より一部事業セグメントの見直しを行っており、教育事業および新

事業以外のセグメントにおける前年同期比の記載を省略しております。 

＜前連結会計年度＞        ＜当連結会計年度＞ 

会費・金融事業        会員事業 

外食事業            

その他事業          その他事業（保険事業を含む） 

教育事業           教育事業（変更なし） 

新事業            新事業 （変更なし） 

 

・会員事業 

子会社3社（㈱ＶＬフィナンシャルパートナーズ、㈱Ｍ＆Ａオークション、㈱ＶＬＤＤ）が連結

除外となったこと、および会員事業を軸とした原点回帰の経営体制確立に向けて販路拡大やコス

トダウン支援といった中堅中小企業向けの経営支援サービスの開発・体制構築に注力したため、

売上高は1,023百万円、営業損失は359百万円となっております。 

・教育事業 

学習塾および学校法人に対して教育プログラムを提供する当事業においては、加盟募集が前年

同期比減少したこと、および、業務提携先との間での業務支援契約を一部出向契約に切り替えた

ことなどにより、売上高は前年同期比 245 百万円減の 435 百万円となりましたが、負担すべき固
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定費が大幅に削減されたため、営業損失は 483 百万円改善し、143 百万円となりました。 

・新事業 

子会社 5 社（㈱カーブスジャパン、㈱ミッショナリー、㈱生産者直売のれん会、㈱匠味本舗、

㈱彩豆堂）の連結除外、および不採算事業の整理等により、売上高は前年同期比 2,659 百万円減

の 406 百万円となりましたが、営業損失は 670 百万円改善し、105 百万円となりました。 

・その他の事業 

保険事業（ライフサロン）、投資事業部門、および一部存続している外食関連事業の売上で構

成されています。株式会社ＶＬｅ（店舗向け販促支援事業）の連結除外や、保険事業の建て直し

を図るため、本部コストの圧縮などに注力しており、改善の方向性は見えておりますものの、売

上高は472百万円、営業損失は365百万円となっております。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債、純資産の状況 

  当第 2 四半期連結累計期間末における総資産は、投資その他の資産が減少したものの、現金およ

び預金や営業貸付金の増加により、前連結会計年度末と比較して 661 百万円増加し、6,234 百万円と

なりました。 

負債については、未払金が減少した一方で、短期借入金が増加したことなどによって、前連結会

計年度末と比較して 624 百万円増加し、5,723 百万円となりました。 

  純資産については、当期純損失の計上により利益剰余金が減少したものの、増資により資本金お

よび資本剰余金が増加したことにより、前連結会計年度末と比較して 37 百万円増加し、510 百万円

となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

  当第 2 四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期

純損失 2,302 百万円を計上したこと等により、△2,586 百万円となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付金の回収による収入が 413 百万円、敷金・保証金の

返金にかかる収入 581 百万円があったこと等により、486 百万円となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による収入 2,356 百万円があったこと等によ

り、2,820 百万円となりました。 

その結果、現金及び現金同等物の残高は 1,227 百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間の連結業績は、厳しい経営環境の中で、企業再生に向けてのリストラクチ

ャリングに邁進したことによって、売上高、営業損失、経常損失において見通しを上回り、当期純

損失はほぼ予想通りとなりました。第 3 四半期以降の当社の主要顧客である中堅中小企業の経営環

境や、今後の収益事業と位置付けている会員事業において新会員制度をスタートしたタイミングで

もあり、事業の再構築期にあたりますが、平成 21 年 12 月期通期の業績予想につきましては、平成

21 年 5 月 13 日に公表いたしました業績予想を変更しておりません。 

なお、「企業再生計画の進捗状況について」を本日別途リリースしておりますので、そちらもあわ

せてご覧ください。 
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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） 

  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 固定資産の減価償却の算定方法 

    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

算定する方法を採用しております。 

  ② 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

    一般債権の貸倒見積高の算定方法については、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。 

  ③ 棚卸資産の評価方法 

    当第 2 四半期連結累計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略して前連結会計年

度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

 

 (3) 四半期連結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)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 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、評価基準については、原価法から原価法（収益

性の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 第 1 四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当

面の取扱い」（実務対応報告第 18 号 平成 18 年 5月 17 日）を適用しております。 

当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 

④ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会

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（平成

5 年 6 月 17 日（企業会計審議会第一部会）、平成 19 年 3 月 30 日改正））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（平成 6年 1月 18 日（日本公認

会計士協会 会計制度委員会）、平成 19 年 3月 30 日改正））が平成 20 年 4月 1日以降開始す

る連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計

処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減

価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用して

おります。なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。こ

れによる損益に与える影響は軽微であります。  
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(4) 継続企業の前提に関する重要事象等 

 当社グループは、当第２四半期連結累計期間において売上高の著しい減少、重要な営業損失、経常

損失及び四半期純損失を計上したこと、並びに重要なマイナスの営業キャッシュ・フローを計上した

ことから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。 

このような継続企業の前提に関する重要な疑義を解消するため、平成 20 年７月に作成したコスト構

造の改善、収益基盤の強化という収益力回復の再生プランと、これらを支える財務基盤の強化に努め

てまいりました。財務基盤につきましては、資本業務提携が実現し、第三者割当増資の実施や借入の

実行により強化が進んでおり、また、収益力回復の再生プランについては、不採算事業等の整理や子

会社事業の再編、グループ全社における固定費削減努力によって、目標としていた経営体制へとスリ

ム化が終了しつつあります。 

 収益基盤の強化については、創業時より取り組んでまいりましたビジネスマッチングに注力し、原

点回帰の事業再編成を行ってまいりました。当第２四半期連結会計期間中に新会員制度「ビジネスマ

ッチングクラブ」をスタートさせ「会費」を中心とした収益構造を強化するとともに、会員企業様の

販売・購買支援、福利厚生サービス支援などによる新たな収益構造を積み上げ、早期企業再生の実現

を目指してまいります。 
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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２四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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,228,832 537,230

受取手形及び売掛金 690,493 1,309,196

営業投資有価証券 240,029 609,836

投資損失引当金 △184,050 △518,373

営業貸付金 2,077,073 112,205

たな卸資産 130,613 202,211

短期貸付金 380,467 530,966

未収入金 496,337 552,843

その他 433,748 385,349

貸倒引当金 △1,159,276 △1,266,769

流動資産合計 4,334,268 2,454,698

固定資産   

有形固定資産 149,778 167,531

無形固定資産 111,695 310,774

投資その他の資産   

投資有価証券 860,388 669,961

長期貸付金 806,986 1,056,114

差入保証金 540,519 1,165,270

破産更生債権等 990,231 1,103,465

その他 516,563 652,368

貸倒引当金 △2,076,129 △2,007,174

投資その他の資産合計 1,638,559 2,640,006

固定資産合計 1,900,033 3,118,311

資産合計 6,234,302 5,573,010

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 224,396 473,481

短期借入金 2,454,900 251,400

1年内返済予定の長期借入金 213,567 48,433

未払金 618,332 1,473,024

未払法人税等 47,529 79,306

賞与引当金 － 53,893

事業構造改善引当金 153,124 115,271

事業整理損失引当金 221,250 655,263

前受金 617,567 693,912

その他 162,704 462,309

流動負債合計 4,713,373 4,306,296
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(単位：千円)

当第２四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20年12月31日) 

固定負債   

長期借入金 431,391 67,433

退職給付引当金 － 48,304

債務保証損失引当金 25,000 －

長期預り保証金 528,682 583,714

その他 25,446 94,102

固定負債合計 1,010,520 793,554

負債合計 5,723,894 5,099,850

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,409,040 13,225,040

資本剰余金 1,184,555 555

利益剰余金 △14,380,579 △12,060,771

自己株式 △626,206 △626,204

株主資本合計 586,808 538,619

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △28,612 △27,555

為替換算調整勘定 △77,048 △82,425

評価・換算差額等合計 △105,661 △109,980

少数株主持分 29,260 44,520

純資産合計 510,407 473,160

負債純資産合計 6,234,302 5,573,010
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,337,656

売上原価 726,027

売上総利益 1,611,629

販売費及び一般管理費 2,585,580

営業損失（△） △973,951

営業外収益  

受取利息 28,079

受取賃貸料 51,173

雑収入 36,867

営業外収益合計 116,120

営業外費用  

支払利息 48,303

貸倒引当金繰入額 152,770

賃貸収入原価 50,535

持分法による投資損失 159,871

雑損失 81,468

営業外費用合計 492,948

経常損失（△） △1,350,778

特別利益  

関係会社株式売却益 91,165

賞与引当金戻入額 46,137

その他 48,859

特別利益合計 186,162

特別損失  

関係会社株式売却損 249,151

事業整理損 253,834

その他 634,533

特別損失合計 1,137,518

税金等調整前四半期純損失（△） △2,302,135

法人税、住民税及び事業税 28,158

法人税等合計 28,158

少数株主損失（△） △8,102

四半期純損失（△） △2,322,191
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30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（△） △2,302,135

減価償却費 46,926

貸倒引当金の増減額（△は減少） 67,797

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） △434,012

受取利息及び受取配当金 △28,953

支払利息 48,303

関係会社株式売却損益（△は益） 157,985

退職給付制度終了損 161,421

売上債権の増減額（△は増加） 150,255

たな卸資産の増減額（△は増加） 19,162

仕入債務の増減額（△は減少） △3,753

前受金の増減額（△は減少） △37,474

その他の負債の増減額（△は減少） △664,709

その他 293,326

小計 △2,525,859

利息及び配当金の受取額 28,967

利息の支払額 △45,437

法人税等の支払額 △44,459

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,586,788

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △168,009

投資有価証券の取得による支出 △338,300

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△51,152

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

49,411

貸付金の回収による収入 413,495

敷金及び保証金の回収による収入 581,260

その他 △115

投資活動によるキャッシュ・フロー 486,590

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 882,000

短期借入金の返済による支出 △738,396

長期借入れによる収入 1,100,000

長期借入金の返済による支出 △761,510

株式の発行による収入 2,356,355

その他 △18,201

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,820,245

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,840

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 721,887

現金及び現金同等物の期首残高 535,949

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △30,289

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,227,547
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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 

 当社グループは、当第 2 四半期連結累計期間において売上高の著しい減少、重要な営業損失、経常

損失及び四半期純損失を計上したこと、並びに重要なマイナスの営業キャッシュ・フローを計上した

ことから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。 

 当社グループは、当該状況を解消するため平成 20 年 7月に作成したコスト構造の改善、収益基盤の

強化という収益力回復の再生プランと、これらを支える財務基盤の強化に努めて参りました。 

財務基盤につきましては、資本業務提携が実現し、第三者割当増資の実施や借入の実行により強化

が進んでおります。また、収益力回復の再生プランについては、不採算事業等の整理や、子会社事業

の再編、グループ全社における固定費削減努力によって、目標としていた経営体制へとスリム化が終

了しつつあります。今後は、収益化に向けて会員事業の拡大に注力し、早期企業再生の実現を目指し

ます。 

１． 財務基盤の強化 

第 2 四半期連結累計期間において、第三者割当増資及び借入の実行により、一層の財務基盤の

強化を図ることが出来ております。 

２． コスト構造の改善 

   第 2 四半期連結累計期間において、本社移転を含めた全事業所の移転・縮小を進め、前年同期

比 78.7％のコスト削減を実現しております。また、各事業の採算ラインを見据えた人員最適化を

進めた結果、人件費については前年同期比 65.9％のコスト削減を実現しております。これらコス

ト構造の改善については、一定の効果を得たと捉えており、ダイナミックな改善活動は終了し、

今後は継続的な見直しを行ってまいります。 

３． 収益基盤の強化 

創業時より取り組んで参りましたビジネスマッチングに注力し、原点回帰の事業再編成を行っ

てまいりましたが、当第 2 四半期会計期間中に目標とする事業規模へのスリム化の終了が見えて

まいりました。また、中堅中小企業の本業支援・コストダウンにつながる事業領域において、外

部企業との業務提携を積極的に活用した商品開発も進み、このたび新会員制度「ビジネスマッチ

ングクラブ」をスタート致しました。 

この新会員制度により「会費」を中心とした収益構造に加え、会員企業様の販売・購買支援、

福利厚生サービス支援などによる新たな収益構造を積み上げ、そのための経営マネジメントスタ

イルと組織改編を機動的に実施することによって、早期企業再生の実現を目指してまいります。 

 

  このような取り組みを確実に実施していくことにより、継続企業の前提に関する疑義は解消され

るものと判断しておりますが、当社の主要顧客である中堅中小企業を取り巻く市場環境の厳しさな

どから不確実性が依然として存在し、収益基盤が確立するには相応の時間を要することも考えられ

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。 
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(5) 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 21 年 3 月 13 日付で、ＮＩＳパートナーズ・ファンド１号投資事業組合および株式会

社光通信の 2 社から第三者割当増資の払込みを受けました。また、平成 21 年 6 月 23 日付で、ＮＩＳ

パートナーズ・ファンド 1 号投資事業組合による新株予約権の行使を受けております。この結果、当

第 2 四半期連結累計期間において、資本金および資本準備金がそれぞれ 1,184 百万円増加し、当第 2

四半期連結会計期間末において資本金が14,409百万円、資本準備金が1,184百万円となっております。 

 

 

 

「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）中間連結損益計算書 

百分比
（%）

Ⅰ 売上高 7,243,674 100.0
Ⅱ 売上原価 3,231,346 44.6

     売上総利益 4,012,328 55.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,038,916 97.2

     営業損失（△） △ 3,026,587 △ 41.8

Ⅳ 営業外収益

　1　賃貸収入 50,624

　2　投資有価証券売却益 48,557

　3　加盟解約金 27,713

　4　その他 44,072 170,966 2.4

Ⅴ 営業外費用

　1　賃貸収入原価 49,579

　2　持分法による投資損失 112,186

　3　貸倒引当金繰入額 519,008

　4　その他 8,873 689,648 9.5

     経常損失（△） △ 3,545,269 △ 48.9

Ⅵ 特別利益

　1　解約金収入 372,600

　2　投資有価証券売却益 45,554

　3　その他 35,324 453,478 6.3

Ⅶ 特別損失

　1　事業撤退損失 765,166

　2　その他 536,182 1,301,349 18.0

     税金等調整前中間純損失（△） △ 4,393,140 △ 60.6

     法人税、住民税及び事業税 52,734 0.8

     少数株主損失（△） △ 194,253 △ 2.7

     中間純損失（△） △ 4,251,621 △ 58.7

科  目

前中間連結会計期間
( 自 平成20年１月１日
  至 平成20年6月30日)

金  額（千円）
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

前中間連結会計期間

(自　平成20年１月１日

　　   至　平成20年６月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　　　税金等調整前中間純損失（△） △4,393,140

　　　減価償却費 458,004

　　　長期前払費用償却額 75,590

　　　のれん償却額 32,928

　　　貸倒引当金の増加額 584,701

　　　賞与引当金の減少額 △9,461

　　　退職給付引当金の減少額 △42,738

　　　事業再構築引当金の減少額 △6,485

　　　事業所退去損失引当金の増加額 46,835

　　　事業撤退損失引当金の増加額 294,205

　　　受取利息及び受取配当金 △16,499

　　　支払利息 5,134

　　　持分法による投資損失 112,186

　　　固定資産売却益 △186

　　　固定資産除却損 88,526

　　　投資有価証券売却益 △94,111

　　　減損損失 500,433

　　　売上債権の減少額 301,028

　　　たな卸資産の増加額 △103,360

　　　仕入債務の減少額 △224,108

　　　前受金の増加額 64,905

　　　その他営業負債の増加額 545,531

　　　債務保証損失引当金の減少額 △20,884

　　　長期預り金の増加額 3,094

　　　投資損失引当金の増加額 29,382

　　　営業投資有価証券の減少額 55,259

　　　営業貸付金の減少額 65,013

　　　預け金の増加額 △564,800

　　　未収入金の増加額 △495,686

　　　その他 56,310

　　　　小計 △2,652,389

　　　利息及び配当金受取額 17,407

　　　利息支払額 △5,134

　　　法人税等支払額 △281,751

　  営業活動によるキャッシュ・フロー △2,921,868  
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前中間連結会計期間

(自　平成20年１月１日

　　   至　平成20年６月30日)

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 △3

　　　定期預金の払戻による収入 100,000

　　　有形無形固定資産の取得による支出 △706,020

　　　有形無形固定資産の売却による収入 45,082

　　　投資有価証券の取得による支出 △60,510

　　　投資有価証券の売却による収入 292,831

　　　連結子会社株式の追加取得による支出 △6,000

　　　投資有価証券の払戻による収入 9,189

　　　貸付による支出 △824,340

　　　貸付金の回収による収入 817,229

　　　破産更生債権等の回収による収入 18,081

　　　長期前払費用に係る支出 △62,218

　　　敷金・保証金に係る収入 83,798

　　　敷金・保証金に係る支出 △178,265

　　　社債の償還による収入 39,200

　　　その他 9,103

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △422,842

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　少数株主による株式払込収入 260,640

　　　投資事業組合等の少数株主への払戻による支出 △128,703

　　　短期借入金の返済による支出 △167,400

　　　短期借入による収入 743,468

　　　長期借入金の返済による支出 △48,770

　　　自己株式の取得による支出 △3

　　財務活動によるキャッシュ・フロー 659,230

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,903

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △2,696,383

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高 4,492,901

Ⅶ　現金及び現金同等物中間期末残高 1,796,518  
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