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1. 平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日）

(2) 財政状態

(1) 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 655 ― △425 ― △430 ― △443 ―
21年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 △1,227.65 ―
21年3月期第1四半期 ― ―

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 3,192 1,347 41.6 3,381.46
21年3月期 3,170 1,066 33.1 4,031.68

（参考） 自己資本 22年3月期第1四半期 1,329百万円 21年3月期 1,048百万円

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 ― ― ― ― ―
22年3月期 ―
22年3月期
（予想）

― ― ― ―

3. 平成22年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無 有

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

1,400 ― △670 ― △680 ― △700 ― △1,856.09

通期 3,200 △10.6 △950 ― △970 ― △1,000 ― △2,596.66
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4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 無

（注）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。

(2) 四半期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）

（注）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) 発行済株式数（普通株式）

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 491,781株 21年3月期 358,781株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 98,655株 21年3月期 98,655株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 360,972株 21年3月期第1四半期 180,059株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
1．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等については、4ページ「3．業績予想に関する定性的情報」をご覧く
ださい。
2．当社は、当第1四半期累計期間より財務諸表を作成しているため、前第1四半期累計期間に係る記載はしておりません。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

当第 1 四半期累計期間のわが国経済は、長引く金融不安による欧米景気の低迷や、円高の影響による輸

出の減少が主要因となり、景気低迷が続いております。

また、輸出の減少が国内需要にも影響し、設備の稼働率の低下から、輸出企業を中心に設備投資は大幅

に減少しております。

個人消費につきましては、雇用、所得環境の悪化から消費マインドは冷え込み、消費者物価の下落はあ

るものの、弱含みの展開となり、デフレ懸念が強まっております。

このような状況の中、当社は、早期の事業再構築のため、資本の充実と今後の事業展開に必要な事業上

のシナジーが見込める外部との提携が不可欠なものと判断し、平成 21 年４月 23 日に株式会社インデック

ス・コミュニケーションズ、株式会社東京テレビランド及びＮＩＳグループ株式会社に対する第三者割当

増資を実施いたしました。

また当社は、営業政策において、顧客第一主義のもと、前受金制度や不明瞭な料金体系の見直しを行い、

お客様のニーズにあったメニューのご提供と、ストレスのない対応により会員数の増加を図りました。

これにより、契約受注残高も徐々に回復してまいりましたが、1回当たり単価を下げたこともあり、会計

上の売上は、緩やかな回復となりました。

この結果、当第 1 四半期累計期間の業績は、売上高 655 百万円、営業損失 425 百万円、経常損失 430 百

万円、四半期純損失443百万円となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

（資産）

流動資産は、前事業年度末と比較して6.5％増加し1,080百万円となりました。この主な要因は、前事業

年度末と比較して現金及び預金が92百万円、営業未収入金が51百万円増加し、売掛金が47百万円、商品

が15百万円減少したことによります。

固定資産は、前事業年度末と比較して2.0％減少し2,112百万円となりました。この主な要因は、前事業

年度末と比較して信販保証金が6百万円増加し、有形固定資産が36百万円、無形固定資産が4百万円、差

入保証金が5百万円減少したことによります。

この結果、総資産は、前事業年度末と比較して0.7％増加し3,192百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前事業年度末と比較して 12.6％減少し 1,797 百万円となりました。この主な要因は、前事

業年度末と比較して短期借入金が 107 百万円、未払金が 60 百万円、未払費用が 32 百万円、未払法人税等

が41百万円減少したことによります。

固定負債は、前事業年度末と比較して1.0％減少し46百万円となりました。

この結果、負債合計は、前事業年度末と比較して12.3％減少し1,844百万円となりました。
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（純資産）

純資産合計は、前事業年度末と比較して 26.4％増加し 1,347 百万円となりました。この主な要因は、前

事業年度末と比較して平成 21 年４月 23 日に実施した第三者割当増資により、資本金及び資本準備金がそ

れぞれ 361 百万円増加し、また、四半期純損失により、マイナスの利益剰余金が 443 百万円増加したこと

によります。

１株当たり純資産額は、前事業年度末と比較して650円 22銭減少し3,381円 46銭となりました。また、

自己資本比率は、前事業年度末の33.1％から 41.6％となりました。

３．業績予想に関する定性的情報

今後の見通しにつきましては、当社は現在、今回の出資先各社を始め、当社も加盟する中小企業振興ネ

ットワーク加盟企業と新商品の開発、プロモーション戦略、販路拡大策等諸施策を策定中であり、主に商

品販売については、これらの効果が、第3四半期以降に表れるものと考えております。

この結果、第２四半期累計期間の業績見通しにつきましては、売上高 1,400 百万円、営業損失 670 百万

円、経常損失680百万円、四半期純損失700百万円、また、通期（平成22年３月期）の業績見通しにつき

ましては、売上高 3,200 百万円（前年同期比 10.6%減）、営業損失 950 百万円、経常損失 970 百万円、当期

純損失1,000百万円となる見込であります。

上記業績予想については、前記計画等を前提としており、今後の不透明な経営環境のなか、何らかの変

化も予想されます。

４．その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(2) 四半期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

該当事項はありません。

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等

（継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象及びその内容）

当社は、前事業年度において、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

した。

当第１四半期累計期間においても、425,395千円の営業損失及び443,147千円の四半期純損失を計上し、

営業活動によるキャッシュ・フローも 519,882 千円のマイナス額が発生しており、引き続き、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。

当該状況を解消すべく、不採算店の閉鎖や人件費の圧縮等コスト削減に努め、経営体質の強化を図って

まいりましたが、財務体質の弱体化に伴い、積極的な営業施策も行えず、売上の回復は緩やかなものとな

っておりました。

当社はこれを受け、早期の事業再構築のためには、資本の充実を機動的に実施する必要があり、また、
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今後の事業展開には事業上のシナジーが見込める外部との提携が不可欠なものと判断し、平成21年４月23

日に株式会社インデックス・コミュニケーションズ、株式会社東京テレビランド及びＮＩＳグループ株式

会社に対する第三者割当増資を実施いたしました。

当社は現在、今回の出資先各社を始め、当社も加盟する中小企業振興ネットワーク加盟企業と新商品の

開発、プロモーション戦略、販路拡大策等諸施策を策定中であり、主に商品販売については、これらの効

果が、第３四半期以降に表れるものと考えております。

しかしながら、当該計画が予定通り進捗できない場合、経営成績及び財政状態に影響を与え、事業継続

に懸念がでる可能性があります。

（当該事象等についての分析・検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策）

当社は、平成20年 3月期に受けた行政処分を機に信用力が急速に低下し、その後業績は低迷しておりま

した。

当社はこれを教訓に、現在、過量販売や次々販売の再発防止策の実施と、顧客からの信頼回復のため、

顧客第一主義のもと、コンプライアンスを重視した社員教育、前受金制度や不明瞭な料金体系の見直し、

顧客ニーズにあったメニューの提供、ストレスのない接客対応等により会員数の増加を図っております。

また、不採算店の閉鎖や人件費の圧縮等コスト削減に努め、経営体質の強化を図ってまいりましたが、

業績の低迷から財務体質が弱体化し、積極的な営業施策も行えず、売上の回復は緩やかなものとなってお

りました。

当社はこれを受け、早期の事業再構築のためには、資本の充実を機動的に実施する必要があり、また、

今後の事業展開には事業上のシナジーが見込める外部との提携が不可欠なものと判断し、平成21年４月23

日に株式会社インデックス・コミュニケーションズ、株式会社東京テレビランド及びＮＩＳグループ株式

会社に対する第三者割当増資を実施し、財務体質の改善を図りました。

当社は現在、今回の出資先各社を始め、当社も加盟する中小企業振興ネットワーク加盟企業と新商品の

開発、プロモーション戦略、販路拡大策等諸施策を策定中であり、主に商品販売については、これらの効

果が、第３四半期以降表れるものと考えております。

これにより、第４四半期会計期間中において単月黒字化を目指し、来年度での年度黒字化を図ってまい

ります。
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５【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成21年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 198,262

売掛金 205,684

営業未収入金 391,813

商品 120,558

貯蔵品 39,964

その他 212,114

貸倒引当金 △88,347

流動資産合計 1,080,051

固定資産

有形固定資産

建物 1,391,551

減価償却累計額 △559,732

建物（純額） 831,818

構築物 4,739

減価償却累計額 △1,425

構築物（純額） 3,314

工具、器具及び備品 542,264

減価償却累計額 △432,003

工具、器具及び備品（純額） 110,260

土地 283,000

有形固定資産合計 1,228,393

無形固定資産 67,039

投資その他の資産

差入保証金 751,732

その他 93,660

貸倒引当金 △28,537

投資その他の資産合計 816,855

固定資産合計 2,112,288

資産合計 3,192,339
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成21年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 36,259

短期借入金 450,000

未払金 208,704

未払法人税等 20,023

前受金 922,606

ポイント引当金 29,413

店舗閉鎖損失引当金 44,425

その他 86,334

流動負債合計 1,797,766

固定負債

退職給付引当金 43,639

その他 3,253

固定負債合計 46,893

負債合計 1,844,660

純資産の部

株主資本

資本金 3,226,311

資本剰余金 3,163,514

利益剰余金 △4,472,006

自己株式 △587,749

株主資本合計 1,330,069

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △727

評価・換算差額等合計 △727

新株予約権 18,337

純資産合計 1,347,679

負債純資産合計 3,192,339
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(2)【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

当第１四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

売上高 655,938

売上原価 638,763

売上総利益 17,174

販売費及び一般管理費

信販手数料 11,264

広告宣伝費 208,384

人件費 57,504

役員報酬 14,615

募集費 1,475

支払手数料 83,664

ポイント引当金繰入額 4,966

貸倒引当金繰入額 14,665

減価償却費 11,242

その他 34,788

販売費及び一般管理費合計 442,569

営業損失（△） △425,395

営業外収益

受取利息 97

受取手数料 4,691

受取賃貸料 1,572

その他 1,453

営業外収益合計 7,815

営業外費用

支払利息 7,093

減価償却費 1,208

その他 4,707

営業外費用合計 13,009

経常損失（△） △430,588

特別損失

店舗閉鎖損失 8,230

固定資産除却損 4,935

特別損失合計 13,166

税引前四半期純損失（△） △443,755

法人税、住民税及び事業税 9,900

過年度法人税等戻入額 △10,507

法人税等合計 △607

四半期純損失（△） △443,147
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

当第１四半期累計期間
(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

税引前四半期純損失（△） △443,755

減価償却費 43,446

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,665

退職給付引当金の増減額（△は減少） △490

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △1,000

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4,966

受取利息及び受取配当金 △97

支払利息 7,093

固定資産除却損 4,935

売上債権の増減額（△は増加） △4,090

前受金の増減額（△は減少） △14,236

たな卸資産の増減額（△は増加） 23,441

仕入債務の増減額（△は減少） △4,749

その他 △102,468

小計 △472,339

利息及び配当金の受取額 97

利息の支払額 △6,271

法人税等の支払額 △41,369

営業活動によるキャッシュ・フロー △519,882

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △5,928

無形固定資産の取得による支出 △1,000

その他 2,879

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △107,332

株式の発行による収入 723,520

配当金の支払額 △236

財務活動によるキャッシュ・フロー 615,950

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 92,017

現金及び現金同等物の期首残高 106,244

現金及び現金同等物の四半期末残高 198,262
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(4) 継続企業の前提に関する注記

当社は、前事業年度において、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

ました。

当第１四半期累計期間においても、425,395 千円の営業損失及び 443,147 千円の四半期純損失を計上

し、営業活動によるキャッシュ・フローも519,882千円のマイナス額が発生しており、引き続き、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。

当該状況を解消すべく、不採算店の閉鎖や人件費の圧縮等コスト削減に努め、経営体質の強化を図っ

てまいりましたが、財務体質の弱体化に伴い、積極的な営業施策も行えず、売上の回復は緩やかなもの

となっておりました。

当社はこれを受け、早期の事業再構築のためには、資本の充実を機動的に実施する必要があり、また、

今後の事業展開には事業上のシナジーが見込める外部との提携が不可欠なものと判断し、平成 21 年４

月 23 日に株式会社インデックス・コミュニケーションズ、株式会社東京テレビランド及びＮＩＳグル

ープ株式会社に対する第三者割当増資を実施いたしました。

当社は現在、今回の出資先各社を始め、当社も加盟する中小企業振興ネットワーク加盟企業と新商

品の開発、プロモーション戦略、販路拡大策等諸施策を策定中であり、主に商品販売については、これ

らの効果が、第３四半期以降に表れるものと考えております。

これにより、第４四半期会計期間中において単月黒字化を目指し、来年度での年度黒字化を図ってま

いります。

しかしながら、しばらくは資金繰り面において厳しい状況が続くものと予想され、金融機関の協力が

事業継続上不可欠なものとなっております。

このため当社は、当第１四半期会計期間後も、継続企業の前提に重要な不確実性が存在するものと認

識しております。

なお、四半期財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、このような重要な不確実性の影響を

四半期財務諸表に反映しておりません。

(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４月23日に株式会社インデックス・コミュニケーションズ、株式会社東京テレビ

ランド及びＮＩＳグループ株式会社に対する第三者割当増資を実施いたしました。

この結果、当第１四半期累計期間において、資本金及び資本準備金がそれぞれ361百万円増加し、第

1四半期累計期間末には、資本金が3,226百万円、資本剰余金が3,163百万円となっております。
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＜ご参考＞

【前(四半期)連結財務諸表】
(1)【連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

資産の部
流動資産

現金及び預金 106,244
受取手形及び売掛金 252,932
営業未収入金 340,474
商品及び製品 136,308
原材料及び貯蔵品 47,655
その他 203,948
貸倒引当金 △73,681
流動資産合計 1,013,883

固定資産
有形固定資産

建物及び構築物 1,397,870
減価償却累計額 △542,324
建物及び構築物（純額） 855,546

工具、器具及び備品 562,333
減価償却累計額 △435,723
工具、器具及び備品（純額） 126,610

土地 283,000
有形固定資産合計 1,265,157

無形固定資産
その他 71,645
無形固定資産合計 71,645

投資その他の資産
投資有価証券 1,496
差入保証金 757,261
その他 89,374
貸倒引当金 △28,537
投資その他の資産合計 819,594

固定資産合計 2,156,396
資産合計 3,170,280

負債の部
流動負債

買掛金 41,009
短期借入金 557,333
未払金 268,917
未払法人税等 62,000
前受金 936,843
ポイント引当金 24,447
店舗閉鎖損失引当金 45,425
リース資産減損勘定 4,271
その他 116,587
流動負債合計 2,056,834

固定負債
退職給付引当金 44,129
その他 3,253
固定負債合計 47,383

負債合計 2,104,217
純資産の部

株主資本
資本金 2,864,551
資本剰余金 2,801,754
利益剰余金 △4,028,858
自己株式 △587,749
株主資本合計 1,049,696

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △951
評価・換算差額等合計 △951

新株予約権 17,317
少数株主持分 -
純資産合計 1,066,062

負債純資産合計 3,170,280
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(2)【四半期連結損益計算書】

【四半期連結累計期間】

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)

売上高 1,615,962

売上原価 1,274,574

売上総利益 341,387

販売費及び一般管理費 759,812

営業損失（△） △418,424

営業外収益

受取利息 188

受取手数料 855

その他 20,115

営業外収益合計 21,159

営業外費用

支払利息 19,626

減価償却費 950

その他 13,046

営業外費用合計 33,623

経常損失（△） △430,888

特別利益

投資有価証券売却益 38

特別利益合計 38

特別損失

店舗閉鎖損失 17,982

固定資産除却損 21,375

支払手数料 45,500

特別損失合計 84,857

税金等調整前四半期純損失（△） △515,708

法人税、住民税及び事業税 21,332

法人税等調整額 △1,648

法人税等合計 19,683

少数株主利益 1,661

四半期純損失（△） △537,053
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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）
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)

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（△） △515,708

減価償却費 94,410

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,736

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,173

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,552

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △104,628

ポイント引当金の増減額（△は減少） 727

受取利息及び受取配当金 △188

支払利息 19,626

固定資産除却損 21,375

子会社株式売却手数料 45,500

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △38

売上債権の増減額（△は増加） △272,948

前受金の増減額（△は減少） △615,928

たな卸資産の増減額（△は増加） 147,961

仕入債務の増減額（△は減少） △48,643

その他 △152,109

小計 △1,375,233

利息及び配当金の受取額 141

利息の支払額 △3,265

法人税等の支払額 △9

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,378,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △57,080

無形固定資産の取得による支出 △2,625

投資有価証券の売却及び償還による収入 62,540

定期預金の払戻による収入 200,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 1,547,439

その他 90,733

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,841,007

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,348,262

配当金の支払額 △753

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,347,508

現金及び現金同等物に係る換算差額 -

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,810,149

現金及び現金同等物の期首残高 717,967

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,528,117
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