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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3月31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12月期第1四半期 1,023 △25.9 192 ― 159 ― 211 ―
21年12月期第1四半期 1,381 ― △724 ― △993 ― △1,668 ―

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12月期第1四半期 0.67 ―
21年12月期第1四半期 △11.53 ―

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12月期第1四半期 6,865 637 9.3 2.01
21年12月期 7,538 402 5.3 1.27

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  637百万円 21年12月期  402百万円

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年12月期 ―
22年12月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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  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 
連結累計期間

1,650 △30.6 60 ― △160 ― △100 ― △0.32

通期 3,300 △18.4 90 ― △260 ― △190 ― △0.60
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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） 

(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予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因により
大きく異なる可能性があります。上記の業績予想に関する事項は、５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参照くだ
さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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12月期第1四半期 317,632,223株 21年12月期  317,632,223株
② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  507,074株 21年12月期  507,024株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 317,125,156株 21年12月期第1四半期 144,736,443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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国を中心とした海外経済の回復による輸出の

増加や政府の景気対策の効果により、一部に持ち直しの動きが見られたものの、雇用情勢の悪化や個人消

費の低迷が依然として続いており、なかでも、当社の主要顧客であります中堅中小企業の業況は、引き続き

厳しい状況で推移いたしました。 

このような経営環境の下、当社グループは、前期に立上げたＮＩＰＰＯＮ経営者倶楽部『ＷｉｚＢｉｚ』（ウィズビ

ズ）サイトの登録会員数増加及びビジネスマッチングの成約支援に注力するとともに、ビジネスレポートや教

育・研修商材等の商品販売活動にも積極的に取り組みました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,023百万円（前年同四半期比25.9％減）となりました

ものの、前連結会計年度に実施した固定費の圧縮により、販売費及び一般管理費が前年同四半期比

58.5％減と大幅に減少しており、営業利益192百万円（前年同四半期営業損失724百万円）、経常利益159

百万円（前年同四半期経常損失 993 百万円）、四半期純利益 211 百万円（前年同四半期純損失 1,668 百

万円）を計上いたしました。 

 

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。 

当四半期連結累計年度（平成 22 年 1 月 1 日～3 月 31 日）        （単位：百万円）  

 会員事業 教育事業 研修事業 新事業 その他の事業 消去 合計 

売 上 高 

（前年実績） 

485 

（  618） 

302 

（  206） 

82 

（   2） 

79 

（ 334） 

73 

（ 218） 

- 

- 

1,023 

（1,381） 

営 業 利 益 

（前年実績） 

109 

（△236） 

68 

（△103） 

37 

（  △4） 

△4 

（ △98） 

5 

（△280） 

△24 

- 

192 

（△724） 

(注) 売上高については、外部顧客に対する売上高を記載しております。 

 

＜事業区分の変更について＞ 

研修事業の拡大により、当第 1 四半期連結累計期間より、従来区分されていた「その他の事業」から「研修事業」を独

立させ、事業区分を５区分としております。なお、前年実績は､変更後の事業セグメントに基づいて記載しております。 

 

会員事業 

地域金融機関とともに構築している中小企業のためのビジネスマッチングポータルサイト「WizBiz」の登録

会員数は、従来の会員サービスからの移行や新規入会が進み、前連結会計年度末から17,669会員増加し、

45,467会員となりました。また、当第１四半期においては、ビジネスレポートの販売や当社主要サービスを新

たにパッケージ化して提供するなど、商品販売活動にも取り組みました。その結果、連結対象子会社の減少

により、売上高は前年同四半期比21.5％減の485百万円となりましたが、前連結会計年度に実施した固定費

の圧縮により、営業利益は109百万円（前年同四半期営業損失236百万円）となりました。 

 

教育事業 

個人消費の低迷の影響を受け、学習塾向け教育コンテンツの提供は横ばい状態が続いているものの、学

校法人（私立中学・高校等）向けには伸びており、この分野における生徒数も増加傾向にあります。さらに、

当第１四半期においては、一般事業会社を対象とした教育・研修商材の販売にも取り組んだ結果、売上高
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は前年同四半期比 46.2％増の 302 百万円となり、営業利益は 68 百万円（前年同四半期営業損失 103 百

万円）となりました。 

 

 研修事業 

前連結会計年度から開始した企業向け教育研修事業や人財採用事業が伸長した結果、売上高は 82 百

万円（前年同四半期売上高 2 百万円）、営業利益は 37 百万円（前年同四半期営業損失 4 百万円）となりま

した。 

 

 新事業 

東アジア（中国・台湾）における飲食店経営等で構成される事業であり､前連結会計年度において連結子

会社（株式会社匠味本舗、株式会社彩豆堂、株式会社生産者直売のれん会）であった会社の連結除外に

より､売上高は前年同四半期比 76.2%減の 79 百万円となり、負担するコストも減少した結果、営業損失は 4

百万円（前年同四半期営業損失 98 百万円）となりました。 

 

その他の事業 

 保険事業の譲渡及び運営子会社の清算を進めたことにより、売上高については前年同四半期比66.2％減

の73百万円でしたが、本部コスト圧縮により、営業利益は5百万円（前年同四半期営業損失280百万円）とな

りました。 

 

 

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１四半期連結累計期間における総資産は、前連結会計年度末と比較して 673 百万円減少し、6,865

百万円となりました。これは、営業貸付金が 503 百万円減少したことなどによるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末と比較して 909 百万円減少し、6,227 百万円となりました。これは、長期

借入金が 450 百万円増加した一方で、短期借入金が 854 百万円、未払金が 190 百万円減少したことなどに

よるものです。 

   純資産については、利益剰余金が 211 百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末と比較して 235

百万円増加し、637 百万円となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の四半期末残高（以下、「資金」という）は、

前連結会計年度末と比較して 72 百万円減少し 、1,304 百万円（前年同四半期比 296 百万円増加）となりま

した。 

 当第１四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 

 （営業活動によるキャッシャ・フロー） 

 営業活動の結果支出した資金は 127 百万円（前年同四半期比 1,048 百万円減少）となりました。これは主

に、税金等調整前四半期純利益 243 百万円を計上した一方で、前受金 114 百万円やその他の負債 161

百万円が減少したこと等によるものであります。 
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 （投資活動によるキャッシャ・フロー） 

 投資活動の結果支出した資金は 36 百万円（前年同四半期は 148 百万円の獲得）となりました。これは主

に、資本提携を目的とした投資有価証券の取得による支出 533 百万円、一方で投資有価証券の売却によ

る収入 486 百万円等があったことによるものであります。 

 

 （財務活動によるキャッシャ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は89百万円（前年同四半期比1,413百万円減少）となりました。これは主に、

短期借入金の返済による支出 350 百万円、一方で長期借入金の借り入れによる収入 514 百万円等があっ

たことによるものであります。    

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成 22 年 12 月期第 2 四半期累計期間および通期の業績予想に関しましては、第 1 四半期連結累計期

間において商品販売売上が伸長したことから、平成 22 年 2 月 15 日に公表いたしました業績予想を修正し

ております。詳しくは、本日（平成 22 年 5 月 13 日）別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご覧ください。 

 

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貸倒実績率等と著し

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１四半期連結会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 

該当事項はありません。 

 

(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１四半期連結累計期間において、営業利益、四半期純利益は計上したものの、営

業キャッシュ・フローは継続してマイナスであったことに加え、前連結会計年度まで２期連続して売上高の著

しい減少、営業損失及び当期純損失を計上していたことから、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。 
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当社グループは、当該状況を解消するため、ビジネスマッチング分野と人財・教育分野に経営資源を集

中し､サービス提供先の拡大及び顧客の成長支援となる商品開発に注力するとともに、資本提携を通じた事

業基盤のさらなる強化、社員の出向や諸経費抑制によるコスト削減を行うことで、通期における営業利益の

確保及び営業キャッシュ・フローの黒字化を実現すべく、最大限の経営努力をしてまいります。 

以上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は依然として厳しく、当社の

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るため、不確実性が依然として存在しておりま

す。 

なお、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、継続企業の前提に関する重要な

不確実性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.【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22年３月31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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,306,066 1,378,335

受取手形及び売掛金 283,220 291,479

営業投資有価証券 22,327 32,956

営業貸付金 563,540 1,066,911

たな卸資産 41,183 44,249

短期貸付金 74,021 72,273

未収入金 194,645 247,570

その他 319,733 296,136

貸倒引当金 △334,795 △354,660

流動資産合計 2,469,944 3,075,251

固定資産   

有形固定資産 112,240 117,729

無形固定資産 89,149 90,080

投資その他の資産   

投資有価証券 3,746,604 3,741,678

長期貸付金 991,464 991,891

差入保証金 290,526 293,717

破産更生債権等 1,175,615 1,171,919

その他 353,285 453,758

貸倒引当金 △2,363,559 △2,397,138

投資その他の資産合計 4,193,936 4,255,826

固定資産合計 4,395,327 4,463,636

資産合計 6,865,272 7,538,888
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 107,029 103,747

短期借入金 1,615,000 2,469,500

1年内返済予定の長期借入金 296,575 243,662

未払金 446,311 636,692

未払法人税等 49,007 65,210

前受金 303,812 418,232

事業整理損失引当金 166,250 252,850

その他 129,511 142,653

流動負債合計 3,113,499 4,332,549

固定負債   

長期借入金 2,696,925 2,299,318

債務保証損失引当金 25,000 25,000

長期預り保証金 386,515 460,765

その他 5,400 18,754

固定負債合計 3,113,841 2,803,839

負債合計 6,227,340 7,136,388

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,721,790 14,721,790

資本剰余金 1,497,305 1,497,305

利益剰余金 △14,848,335 △15,059,631

自己株式 △626,208 △626,207

株主資本合計 744,551 533,255

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,350 △38,746

為替換算調整勘定 △93,269 △92,009

評価・換算差額等合計 △106,620 △130,755

純資産合計 637,931 402,500

負債純資産合計 6,865,272 7,538,888
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(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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,381,409 1,023,878

売上原価 491,515 161,590

売上総利益 889,893 862,287

販売費及び一般管理費 1,614,161 670,153

営業利益又は営業損失（△） △724,267 192,134

営業外収益   

受取利息 5,912 827

受取賃貸料 26,367 17,239

加盟解約金 － 42,636

受取手数料 － 23,000

雑収入 15,160 6,777

営業外収益合計 47,440 90,480

営業外費用   

支払利息 14,041 52,957

貸倒引当金繰入額 223,060 13,807

賃貸収入原価 24,854 17,336

持分法による投資損失 － 29,806

雑損失 54,542 9,190

営業外費用合計 316,498 123,098

経常利益又は経常損失（△） △993,325 159,516

特別利益   

関係会社株式売却益 72,569 9,964

投資有価証券売却益 － 92,136

その他 36,526 10,684

特別利益合計 109,096 112,784

特別損失   

関係会社株式売却損 232,312 －

投資有価証券評価損 － 8,708

事業整理損 － 11,432

事業整理損失引当金繰入額 283,233 －

その他 251,935 8,758

特別損失合計 767,481 28,900

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（△）

△1,651,709 243,400

法人税、住民税及び事業税 22,096 31,465

法人税等合計 22,096 31,465

少数株主損失（△） △5,135 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,668,671 211,935
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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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31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（△）

△1,651,709 243,400

減価償却費 29,329 15,448

貸倒引当金の増減額（△は減少） 376,667 10,278

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） 166,879 △86,599

受取利息及び受取配当金 △5,912 △827

支払利息 14,041 52,957

持分法による投資損益（△は益） － 29,806

関係会社株式売却損益（△は益） 159,742 △9,964

売上債権の増減額（△は増加） 302,502 8,196

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,490 3,011

仕入債務の増減額（△は減少） △17,051 2,732

前受金の増減額（△は減少） △130,699 △114,489

その他の負債の増減額（△は減少） △535,643 △161,833

その他 158,929 △37,024

小計 △1,126,435 △44,908

利息及び配当金の受取額 5,916 1,631

利息の支払額 △11,977 △54,767

法人税等の支払額 △43,477 △29,471

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,175,973 △127,516

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 △141,950 △10,405

投資有価証券の取得による支出 － △533,225

投資有価証券の売却による収入 － 486,990

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△13,992 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

45,702 －

貸付金の回収による収入 130,794 8,475

その他 128,430 12,068

投資活動によるキャッシュ・フロー 148,983 △36,097

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 71,000 －

短期借入金の返済による支出 △181,000 △350,000

長期借入れによる収入 715,000 514,800

長期借入金の返済による支出 △390,795 △69,479

株式の発行による収入 1,307,408 －

その他 △18,201 △5,522

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,503,410 89,797

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,316 1,548

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 472,104 △72,268

現金及び現金同等物の期首残高 535,949 1,377,050

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,008,054 1,304,782
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(4)継続企業の前提に関する注記 

当社グループは、当第１四半期連結累計期間において、営業利益、四半期純利益は計上したものの、営

業キャッシュ・フローは継続してマイナスであったことに加え、前連結会計年度まで２期連続して売上高の著

しい減少、営業損失及び当期純損失を計上していたことから、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、ビジネスマッチング分野と人財・教育分野に経営資源を集

中し､サービス提供先の拡大及び顧客の成長支援となる商品開発に注力するとともに、資本提携を通じた事

業基盤のさらなる強化、社員の出向や諸経費抑制によるコスト削減を行うことで、通期における営業利益の

確保及び営業キャッシュ・フローの黒字化を実現すべく、最大限の経営努力をしてまいります。 

以上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は依然として厳しく、当社の

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るため、不確実性が依然として存在しておりま

す。 

なお、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、継続企業の前提に関する重要な

不確実性の影響を四半期連結財務諸表には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 

該当事項はありません。 
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