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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 594 △31.5 △21 ― △20 ― △23 ―

21年3月期第1四半期 867 ― △34 ― △34 ― 7 ―

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 △0.45 ―

21年3月期第1四半期 0.15 0.14

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 2,474 2,103 85.0 41.48
21年3月期 2,556 2,126 83.2 41.94

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,103百万円 21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

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

1,000 △39.5 0 ― 0 ― 0 ― 0.00

通期 2,600 △17.6 12 △26.6 10 △39.1 19 ― 0.37



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）  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、4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 

１．平成21年５月14日発表の業績予想は修正しておりません。 
２．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って予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結
業績予想に関する定性的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） 22年3月期第1四半期 50,709,400株 21年3月期  50,709,400株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,630株 21年3月期  1,630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 50,707,770株 21年3月期第1四半期 50,707,770株



当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日）におけるわが国経済は、昨秋の世界同時不況

の影響が長期化し、内閣府が６月に発表した月例経済報告においては景気の底打ちが報告されたものの、実感とは程

遠い低迷状態が継続しており、実需の回復には相当の時間を要すると思われます。 

 このような環境の下、当企業グループの売上高は594百万円となりました。これは前年同期比31.5％の減収ですが 

主な要因は、システム開発事業、ネット広告事業、人材派遣事業の全ての事業領域において計画数値の範囲ながらも

前年同期比で売上高が減少したことによります。  

 また営業利益は△21百万円（前年同期は△34百万円)、経常利益は△20百万円（前年同期は△34百万円）となり、損

失幅は縮小いたしました。これは減収の影響があったもののグループを挙げたコスト管理の厳格化に努めたことによ

り販売管理費及び一般管理費を前年同期比で20％以上削減したこと等によります。  

 なお、四半期純利益は△23百万円（前年同期は７百万円）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、連結子会社であるチャンスラボ㈱、㈱ビゼムならびに㈱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１四半期連結会計期間においては、全般的にシステム開発需要の停滞傾向が顕著であり、クライアント先常駐

型システム開発案件の稼働率が低下した状態が継続し、業績は低迷いたしました。  

これらの結果、システム開発事業における売上高は228百万円（前年同期378百万円、前年同期比39.6％減）営業利

益は△２百万円（前年同期は５百万円）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、連結子会社である㈱チャンスイットが運営するチャンスのポータルサイト「チャンスイ

ット!」ならびにアフィリエイト（成果報酬型）広告サイト「Get Money!」等におい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）を保有しております。 

当第１四半期連結会計期間においては、自社純広告・他社媒体広告販売、アフィリエイト広告販売の全ての部門に

おいて、営業利益ベースでは堅調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257百万円（前年同期338百万円、前年同期比23.9％減）、営業

利益は22百万円（前年同期は△３百万円）となり、減収となったものの大幅な増益を達成いたしました。 

  

（３）人材派遣事業 

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

当第１四半期連結会計期間においては、経済状況の悪化により法人の派遣要員に対する需要が引き続き低迷したこ

とに加え、イベント開催が相次いで縮小や延期するなどの影響で、業績は全般的に低迷いたしました。 

これらの結果、人材派遣事業における売上高は82百万円（前年同期110百万円、前年同期比25.3％減）、営業利益は

△10百万円（前年同期は△２百万円）となりました。   

  

（４）その他事業 

当該事業につきましては、連結子会社であるチャンスラボ㈱により、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のオフィスを賃貸するSOHO事業を行っております。 

当第１四半期連結会計期間におけるSOHO事業につきましては、積極的な営業活動を行った結果、低迷していたオフ

ィス稼働率が上昇し、90％前後の稼働率を維持することができました。 

これらの結果、売上高は26百万円（前年同期40百万円、前年同期比35.4％減）、営業利益は△0.6百万円（前年同期

は△２百万円）となりました。なお、売上高が大幅に減少している要因は、前連結会計年度まで飲食事業を当該事業

に含めておりましたが、平成21年３月に飲食事業を譲渡し連結対象外としたことによります。 

  

  

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



  

（資産・負債及び純資産の状況） 

 当第１四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3.2％減の2,474百万円

となりました。 

 当第１四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13.8％減少の370百万円となりました。   

 これらの結果、当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は2,103百万円、自己資本比率は85.0％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四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39百万円の収入（前年同期は26百万円の

収入）となりました。これは税金等調整前四半期純損失が19百万円計上されると共に、仕入債務の減少により64百万

円の支出があったものの、売上債権の減少による97百万円の収入があったこと等によります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは０百万円の収入（前年同期は２百万円の支出）となりました。これは主に飲

食事業の譲渡により13百万円の収入があった一方、無形固定資産の取得により10百万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５百万円の支出（前年同期は５百万円の支出）となりました。これは長期借

入金の返済により５百万円の支出があったことによります。 

 以上の結果、当第１四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34百万円増加

し1,203百万円となりました。   

  

 連結業績予想については、おおむね計画数値どおりに進捗していると認識しておりますので、平成21年５月14日

発表の連結業績予想から変更はありません。 

  

 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1四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）棚卸資産の評価方法  

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しましては、実地棚卸を省略し、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出する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

3）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。  

4）繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

 繰延税金資産の回収性の判断に関しては、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ので、前連結会計年度において使用した将来の実績予想やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

  

 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 1,258,500 1,223,868

受取手形及び売掛金 296,520 393,768

商品及び製品 90 90

仕掛品 17,303 6,554

原材料及び貯蔵品 5 10

その他 116,599 136,084

貸倒引当金 △1,436 △656

流動資産合計 1,687,582 1,759,720

固定資産   

有形固定資産 62,440 64,586

無形固定資産   

のれん 529,599 541,162

その他 78,202 73,807

無形固定資産合計 607,802 614,969

投資その他の資産   

その他 173,958 175,820

貸倒引当金 △57,639 △58,834

投資その他の資産合計 116,319 116,985

固定資産合計 786,561 796,541

資産合計 2,474,144 2,556,262

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 69,132 133,370

1年内返済予定の長期借入金 18,940 19,570

未払法人税等 4,086 2,564

賞与引当金 28,760 28,079

ポイント引当金 71,188 68,240

その他 118,102 115,931

流動負債合計 310,208 367,756

固定負債   

長期借入金 28,026 32,466

退職給付引当金 26,168 23,958

その他 6,266 5,581

固定負債合計 60,460 62,006

負債合計 370,669 429,762



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,996,516 1,996,516

資本剰余金 158,563 158,563

利益剰余金 △51,272 △28,247

自己株式 △332 △332

株主資本合計 2,103,475 2,126,499

純資産合計 2,103,475 2,126,499

負債純資産合計 2,474,144 2,556,262



（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 867,991 594,853

売上原価 567,216 358,925

売上総利益 300,774 235,927

販売費及び一般管理費 334,933 256,930

営業損失（△） △34,158 △21,003

営業外収益   

受取利息 299 222

受取配当金 3 －

業務受託手数料 － 254

その他 555 187

営業外収益合計 858 664

営業外費用   

支払利息 455 196

支払保証料 － 56

商品廃棄損 300 －

その他 96 3

営業外費用合計 851 256

経常損失（△） △34,151 △20,595

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,224 1,195

投資有価証券売却益 － 362

保険解約返戻金 13,452 －

ポイント引当金戻入額 28,784 －

特別利益合計 47,461 1,558

特別損失   

固定資産除却損 286 －

特別退職金 － 800

特別損失合計 286 800

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

13,024 △19,837

法人税、住民税及び事業税 822 3,024

法人税等調整額 4,551 162

法人税等合計 5,374 3,187

四半期純利益又は四半期純損失（△） 7,649 △23,024



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

13,024 △19,837

減価償却費 10,786 9,980

のれん償却額 12,645 11,562

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25 2,209

ポイント引当金の増減額（△は減少） △20,230 2,947

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,096 680

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,921 △414

受取利息及び受取配当金 △302 △222

支払利息 455 196

投資有価証券売却損益（△は益） － △362

保険解約損益（△は益） △13,452 －

固定資産除却損 286 －

特別退職金 － 800

売上債権の増減額（△は増加） 44,519 97,408

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,621 △10,743

仕入債務の増減額（△は減少） △24,969 △64,238

その他 18,963 10,702

小計 40,306 40,668

利息及び配当金の受取額 302 222

利息の支払額 △455 △196

法人税等の支払額 △14,007 △1,539

法人税等の還付額 850 3

営業活動によるキャッシュ・フロー 26,995 39,158

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 △477 △467

定期預金の払戻による収入 3,000 －

有形固定資産の取得による支出 △3,586 △1,343

無形固定資産の取得による支出 △14,000 △10,885

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 － 363

貸付けによる支出 △5,211 △1,500

貸付金の回収による収入 5,349 309

事業譲渡による収入 － 13,500

敷金及び保証金の差入による支出 △378 －

保険積立金の解約による収入 13,528 －

その他 △606 100

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,385 76

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 △5,520 △5,070

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,520 △5,070

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 19,090 34,164

現金及び現金同等物の期首残高 1,096,670 1,169,719

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,115,761 1,203,884



 該当事項はありません。 

  

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) 

（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………自社メディア「チャンスイット!」「Get Money!」並びにASPの運営、広告代理店業 

(3) 人材派遣事業…………広告プロモーション、一般事務職種への人材派遣事業等 

(4) その他事業……………施設運営事業 

  

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）及び当第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） 

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

   

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）及び当第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）  

海外売上高がないため該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（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 
378,353 338,365 110,440 40,831 867,991  ― 867,991 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
3,277 136,593 897  ― 140,769  (140,769)  ― 

計 381,631 474,959 111,338 40,831 1,008,760  (140,769) 867,991 

営業利益又は 

営業損失(△) 
5,496 △3,150 △2,299 △2,023 △1,977  (32,181) △34,158 

  
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 
228,480  257,431  82,544  26,397  594,853   ― 594,853 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 ―   ―   ―   ―  ―   ―   ― 

計 228,480  257,431  82,544  26,397  594,853   ―  594,853 

営業利益又は 

営業損失(△) 
△2,623  22,031  △10,044  △680  8,682   (29,686) △21,003 

〔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



(1) 生産実績 

 該当事項はありません。 

(2) 受注状況 

 当第１四半期連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

(注)１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２. 人材派遣事業及びその他事業においては受注活動を行っておりませんので、記載をしておりません。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3) 販売実績 

(注)１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

６．その他の情報

事業の種類別 
セグメントの名称 

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

受注高 
（千円） 

受注残高
（千円） 

システム開発事業  178,472  69,338

ネット広告事業  308,202  32,504

合計  487,675  101,842

事業の種類別セグメントの名称 

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

金額（千円） 

システム開発事業  228,480

ネット広告事業  257,431

人材派遣事業  82,544

その他事業  26,397

合計  594,853
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