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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 1,195 △27.7 △48 ― △47 ― △56 ―

21年3月期第2四半期 1,652 ― △37 ― △35 ― 17 ―

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 △1.12 ―

21年3月期第2四半期 0.34 0.32

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 2,439 2,069 84.9 40.82
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2四半期  2,069百万円 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

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  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 2,600 △17.6 12 ― 10 ― 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．その他をご覧下さい。 

(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日発表の通期連結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2四半期 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2四半期  2,335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2四半期 50,707,689株 21年3月期第2四半期 50,707,770株



当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）におけるわが国経済は、製造業の設備投資額

が前年同期比で過去 大の減少率を記録し（法人企業統計：財務省９月発表）、完全失業率も５％超と過去 高水準

で推移する一方、消費者物価指数も７、８月共に前年同期比で２％以上も下落し、デフレ懸念も高まるなど不況の影

響が実体経済に深刻な影響を及ぼしており、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1,195百万円となりました。これは前年同期比27.7％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△48百万円（前年同期は△37百万円)、経常利益は△47百万円（前年同期は△35百万円）となりまし

た。これはシステム開発事業において、全般的に受注単価が下落したことや人材派遣事業で売上総利益率が低下した

こと等によります。  

 なお、四半期純利益は△56百万円（前年同期は17百万円）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２四半期連結累計期間においては、クライアント先常駐型システム開発案件、受託型開発案件共にほぼ計画と

おりの受注状況で推移した結果、売上高はほぼ計画数値どおりとなりました。しかしながら、昨今の景気低迷の影響

でクライアント側の開発コスト低減要求が高まっており、システム開発の受注単価が下落することにより売上総利益

が予想数値を下回った結果、営業利益は当初見込みを下回りました。 

これらの結果、システム開発事業における売上高は468百万円（前年同期704百万円、前年同期比33.5％減）営業利

益は△８百万円（前年同期は営業利益10百万円）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２四半期連結累計期間においては、、主力サイトの大幅なリニューアルに加え積極的な営業展開に努めた結

果、自社純広告・他社媒体広告販売、アフィリエイト（成果報酬型）広告販売共に堅調に推移し、売上高ほぼ計画ど

おりとなりました。営業利益は売上総利益率の高い純広告販売が好調であったことや販売管理費の抑制等により、計

画数値を大幅に上回りました。 

これらの結果、ネット広告事業における売上高は505百万円（前年同期650百万円、前年同期比22.4％減）、営業

利益は35百万円（前年同期は24百万円、前年同期比48.2％増）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２四半期連結累計期間においては、景気低迷により幅広い業種で人材採用の抑制や高水準での雇い止めが継続

していることの影響により受注が低迷した結果、売上高は計画数値を大幅に下回りました。 

営業利益につきましても販売管理費を広告宣伝費を中心に相当程度削減したものの、売上高の減少を吸収しきれ

ず、計画数値を下回りました。 

これらの結果、人材派遣事業における売上高は165百万円（前年同期214百万円、前年同期比22.7％減）、営業利益

は△17百万円（前年同期は△７百万円）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２四半期連結累計期間におけるSOHO事業につきましては、景気低迷の影響が懸念されましたが入居希望者のニ

ーズに即した提案営業を徹底した結果、オフィス稼働率は安定的に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55百万円（前年同期82百万円、前年同期比32.4％減）、営業利益は0.5百万円（前年同期は

△４百万円）となりました。なお、売上高が前年同期比で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２四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4.6％減の2,439百万円

となりました。 

 当第２四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14.0％減少の369百万円となりました。   

 これらの結果、当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は2,069百万円、自己資本比率は84.9％となりました。 

  

（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８百万円の収入（前年同期は53百万円の

収入）となりました。これは税金等調整前四半期純損失が48百万円計上されると共に、仕入債務の減少により46百万

円の支出があったものの、売上債権の減少額83百万円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0.6百万円の支出（前年同期は23百万円の支出）となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは10百万円の支出（前年同期は13百万円の支出）となりました。これは長期借

入金の返済により10百万円の支出があったことによります。 

 以上の結果、当第２四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２百万円減少

し1,166百万円となりました。   

  

  

 連結業績予想については、当第２四半期連結会計期間末時点において、営業利益・経常利益・四半期純利益は計画

数値を下回っておりますが、売上高は、計画数値を上回って推移しております。 

 システム開発事業は、景気低迷の影響はあるものの受託開発案件が比較的堅調に推移している上、クライアント先

常駐型システム開発案件も第３四半期連結会計期間に入り回復が顕著であります。従いまして上半期で下振れした計

画数値を回復すべく一層の営業強化に努めております。 

 ネット広告事業は、広告ターゲットが明確でありネット利用者の拡大を背景に事業規模を拡大しております。当社

のネット広告事業におきましては高い増益率を達成するなど当業界内においても高い競争力を有していると認識して

おります。従いまして第３四半期連結会計期間以降は、これらの競争力を一層強化すべく相乗効果が見込める業務協

力・業務提携等も積極的に活用しつつ新サービスの開発と営業拡大に努めてまいります。 

 人材派遣事業は、業界全体が成長の踊り場に差し掛かっていると認識しております。従いまして従来の一般派遣業

務に加え、求職者を求人企業に紹介する有料職業紹介、あらかじめ派遣先の企業において雇用される前提の紹介予定

派遣業務にも注力し、求人・求職双方のニーズに応えてまいります。 

 また、当社管理部門においては徹底したコストマネジメントを推進しており、上半期の６ヶ月間でグループ全体の

販売管理費を昨年同期比で約20％削減しております。 

 従いまして、これらの取り組みを実行することにより通期予想数値の達成を目指すものでありますので平成21年５

月14日発表時の数値から修正を行わず、据え置くことといたします。 

  

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２四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２四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

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



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。  

  

  

（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 1,222,050 1,223,868 

受取手形及び売掛金 306,832 393,768 

商品及び製品 62 90 

仕掛品 13,385 6,554 

原材料及び貯蔵品 5 10 

その他 133,808 136,084 

貸倒引当金 △1,212 △656 

流動資産合計 1,674,931 1,759,720 

固定資産   

有形固定資産 59,328 64,586 

無形固定資産   

のれん 518,037 541,162 

その他 72,299 73,807 

無形固定資産合計 590,337 614,969 

投資その他の資産   

その他 175,179 175,820 

貸倒引当金 △60,497 △58,834 

投資その他の資産合計 114,681 116,985 

固定資産合計 764,347 796,541 

資産合計 2,439,278 2,556,262 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 87,282 133,370 

1年内返済予定の長期借入金 18,310 19,570 

未払法人税等 10,331 2,564 

賞与引当金 28,245 28,079 

ポイント引当金 72,093 68,240 

その他 96,852 115,931 

流動負債合計 313,116 367,756 

固定負債   

長期借入金 23,586 32,466 

退職給付引当金 26,499 23,958 

その他 6,428 5,581 

固定負債合計 56,514 62,006 

負債合計 369,630 429,762 



（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) 

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 △85,079 △28,247 

自己株式 △352 △332 

株主資本合計 2,069,647 2,126,499 

純資産合計 2,069,647 2,126,499 

負債純資産合計 2,439,278 2,556,262 



（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 1,652,170 1,195,080 

売上原価 1,049,247 724,747 

売上総利益 602,922 470,333 

販売費及び一般管理費 640,037 518,652 

営業損失（△） △37,114 △48,319 

営業外収益   

受取利息 1,225 614 

受取配当金 3 － 

業務受託手数料 － 319 

還付加算金 879 － 

その他 1,256 335 

営業外収益合計 3,364 1,269 

営業外費用   

支払利息 875 433 

支払保証料 － 112 

商品廃棄損 300 － 

その他 249 8 

営業外費用合計 1,424 555 

経常損失（△） △35,174 △47,605 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 23,832 1,003 

ポイント引当金戻入額 28,784 － 

投資有価証券売却益 － 362 

受取補償金 － 563 

保険解約返戻金 13,452 － 

特別利益合計 66,070 1,929 

特別損失   

固定資産除却損 286 － 

特別退職金 － 2,212 

訴訟関連損失 － 812 

特別損失合計 286 3,024 

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（△）

30,609 △48,700 

法人税、住民税及び事業税 6,536 8,250 

法人税等調整額 6,665 △118 

法人税等合計 13,202 8,131 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 17,406 △56,832 



（3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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（△）

30,609 △48,700 

減価償却費 23,543 20,023 

のれん償却額 25,291 23,124 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 347 2,540 

ポイント引当金の増減額（△は減少） △14,543 3,852 

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,880 166 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21,403 2,219 

受取利息及び受取配当金 △1,228 △614 

支払利息 875 433 

投資有価証券売却損益（△は益） － △362 

受取補償金 － △563 

保険解約損益（△は益） △13,452 － 

固定資産除却損 286 － 

特別退職金 － 2,212 

訴訟関連損失 － 812 

売上債権の増減額（△は増加） 92,727 83,005 

たな卸資産の増減額（△は増加） △22,436 △6,797 

仕入債務の増減額（△は減少） △61,172 △46,087 

その他 △2,352 10,519 

小計 45,972 45,782 

利息及び配当金の受取額 1,228 614 

利息の支払額 △875 △433 

補償金の受取額 － 563 

特別退職金の支払額 － △1,412 

訴訟関連損失の支払額 － △812 

法人税等の支払額 △14,188 △36,270 

法人税等の還付額 21,263 3 

営業活動によるキャッシュ・フロー 53,400 8,035 

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 △952 △932 

定期預金の払戻による収入 7,000 － 

有形固定資産の取得による支出 △3,730 △1,937 

無形固定資産の取得による支出 △54,848 △11,319 

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 △7,843 △1,500 

貸付金の回収による収入 5,645 592 

長期未収入金の回収による収入 18,382 － 

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 △7,957 

敷金及び保証金の回収による収入 122 8,565 

保険積立金の解約による収入 13,528 － 

その他 △346 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △23,424 △626 



（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) 

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 △13,290 △10,140 

自己株式の取得による支出 － △19 

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,290 △10,159 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 16,686 △2,750 

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 1,113,357 1,166,969 



 該当事項はありません。 

  

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) 

（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）及び当第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） 

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）及び当第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）  

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 
704,516 650,954 214,442 82,256 1,652,170  ― 1,652,170 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
20,139 238,857 1,925  ― 260,921  (260,921)  ― 

計 724,655 889,811 216,367 82,256 1,913,091  (260,921) 1,652,170 

営業利益又は 

営業損失(△) 
10,910 24,143 △7,153 △4,572 23,327  (60,442) △37,114 

  
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 
468,461 505,321 165,698 55,598 1,195,080  ― 1,195,080 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 ―   ―   ―   ―  ―   ―   ― 

計 468,461 505,321 165,698 55,598 1,195,080  ―  1,195,080 

営業利益又は 

営業損失(△) 
△8,607 35,776 △17,615 534 10,088  (58,408) △48,319 

〔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２四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） 

受注高
（千円） 

受注残高
（千円） 

システム開発事業  369,838  40,648

ネット広告事業  548,713  21,115

合計  918,551  61,763

事業の種類別セグメントの名称 

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）

金額（千円） 

システム開発事業  468,461

ネット広告事業  505,321

人材派遣事業  165,698

その他事業  55,598

合計  1,195,080
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