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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 939 39.7 △239 ― △275 ― △298 ―

21年3月期第2四半期 2,368 ― △73 ― △184 ― △38 ―

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2四半期 △7,027.37 ―

21年3月期第2四半期 △1,116.06 ―

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2四半期 2,212 2 0.1 63.94
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2四半期  2百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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  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

通期 3,147 74.9 175 ― 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）  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。 

(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 1 社 （ 社名 ワークスマネジメント株式会社 ）

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2四半期 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2四半期 ―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2四半期 42,447株 21年3月期第2四半期 34,442株



 当第２四半期（６ヶ月）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１万円を超

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は、いまだに燻っているのが現状であります。 

 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２四

半期の売上高は939,037千円（前年同期比39.7％)、営業損失239,369千円（前年同期は73,498千円の営業損失)、経常

損失275,335千円（前年同期は184,194千円の経常損失)、四半期純損失298,291千円（前年同期は38,417千円の四半期

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）に引き続き注力を行ってきました。 

 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。新規の取引者数も、厳し

い環境下とはいえ、昨年以上の取引を開始することが出来ております。その潜在マーケットの大きさが、この新規取

引者数の拡大で証明されているものとの意を強くしており、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、新規取引会社の大半が上記のような企業群に入っておりま

す。 

 また、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雇用できるようになりました。具体的に

当四半期では、さまざまな雇用形態で雇用がはかれ、稼動する営業スタッフが１００名ほど増えています。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、実際の新プロジェクトへ投入する実績を作れたこ

とは、当第２四半期の最大の実績と言えます。 

 以上の結果、当第２四半期のコンサルティング事業の売上高は426,846千円（前年同期比62.3％）、営業利益

14,773千円（前年同期比32.2％）となりました。 

  

 アウトソーシング事業におきましては、店舗展開を常に多く展開していかなければいけない中、必然的に人材供給

が逼迫してくるサービス業領域への営業展開に集中しております。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、サービス業自体に人材の逼迫感は薄れ

てきており、当社サービスへの需要は落ちてきている傾向にあります。特に平成21年３月期第３四半期以降は、当事
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業の収益に影響が出てきております。 

以下具体的に説明いたします。 

 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２四半期のアウトソーシング事業の売上高は505,499千円（前年同期比34.6％）、営業損失

38,530千円（前年同期は157,615千円の営業利益）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２四半期のインキュベーション投資事業の売上高は376千円（前年同期比16.5％）、営業損失632

千円（前年同期は4,362千円の営業損失）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は、ある特定の企業郡に絞って営業展開を行い、コン

サルティング事業とのシナジーを狙いながら営業を行いました。人員も絞り、ソフトのパッケージ化もはかりながら

営業をかけましたが、既存の取引先以外を大きく伸ばすことは出来ませんでした。そこで、サービスを提供してきま

した取引先のシステム販売会社から、その機能をさらに専門的に利用したいという要望があり、当社においても、コ

ンサルティング事業・アウトソーシング事業に絞った営業体制の再構築をさらに進めるために、９月末日をもって、

当社保有の株式全株を取引先のシステム販売会社に譲渡いたしました。 

 以上の結果、当第２四半期のその他事業の売上高は6,316千円（前年同期比11.6％）、営業損失6,080千円（前年同

期は4,072千円の営業損失）となりました。 

   



 当第２四半期連結会計年度末の総資産は、現金及び預金並びに受取手形及び売掛金の減少により前連結会計年度末

比579,757千円減の2,212,862千円となりました。有利子負債は、前連結会計年度末比247,700千円減の2,088,240千円

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294,532千円減の2,714千円となり、自己資本比

率は0.1％となりました。  

    

 平成21年10月23日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

   

 平成21年９月30日にワークスマネジメント株式会社の当社が保有する株式すべてを売却したため、当第２四半

期連結会計期間末より連結の範囲より除外しております。 

 なお、当第２四半期連結累計期間においては、同社の損益計算書を連結しております。  

   

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。   

   

 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２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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 1,300,736 1,672,117 

受取手形及び売掛金 193,742 292,833 

有価証券 48,570 － 

営業投資有価証券 9,079 9,301 

仕掛品 － 1,347 

その他 196,226 262,974 

貸倒引当金 △12,935 △15,678 

流動資産合計 1,735,420 2,222,895 

固定資産   

有形固定資産 55,640 29,154 

無形固定資産 32,481 32,248 

投資その他の資産   

その他 384,411 499,831 

貸倒引当金 △4,082 △4,489 

投資その他の資産 380,329 495,342 

固定資産合計 468,451 556,745 

繰延資産 8,990 12,978 

資産合計 2,212,862 2,792,619 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 21,032 28,683 

短期借入金 1,538,240 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 5,870 5,137 

その他 95,005 125,612 

流動負債合計 1,700,147 1,965,372 

固定負債   

社債 490,000 490,000 

長期借入金 20,000 40,000 

固定負債合計 510,000 530,000 

負債合計 2,210,147 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 △1,501,723 △1,203,432 

株主資本合計 2,673 300,964 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 40 △3,717 

評価・換算差額等合計 40 △3,717 

純資産合計 2,714 297,247 

負債純資産合計 2,212,862 2,792,619 



（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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,368,244 939,037 

売上原価 1,587,694 604,973 

売上総利益 780,550 334,063 

販売費及び一般管理費 854,049 573,432 

営業損失（△） △73,498 △239,369 

営業外収益   

受取利息 25,062 4,095 

受取配当金 2,763 32 

その他 19,881 2,843 

営業外収益合計 47,707 6,971 

営業外費用   

支払利息 40,302 38,648 

持分法による投資損失 113,277 － 

その他 4,822 4,289 

営業外費用合計 158,402 42,938 

経常損失（△） △184,194 △275,335 

特別利益   

関係会社株式売却益 86,256 16,627 

その他 17,887 2,748 

特別利益合計 104,144 19,375 

特別損失   

本社移転費用 － 37,104 

その他 － 623 

特別損失合計 － 37,727 

税金等調整前四半期純損失（△） △80,050 △293,687 

法人税、住民税及び事業税 3,608 4,603 

法人税等調整額 △41,837 － 

法人税等合計 △38,228 4,603 

少数株主損失（△） △3,404 － 

四半期純損失（△） △38,417 △298,291 



 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




