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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12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 ％

23年3月期第3四半期 1,064 △27.5 △230 ― △265 ― △317 ―
22年3月期第3四半期 1,468 △57.7 △289 ― △349 ― △527 ―

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

23年3月期第3四半期 △3,117.42 ―
22年3月期第3四半期 △12,434.74 ―

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

23年3月期第3四半期 1,626 188 11.6 1,814.39
22年3月期 1,820 272 14.8 3,284.24

（参考） 自己資本  23年3月期第3四半期  266百万円 22年3月期  297百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想） 0.00 0.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 2,020 △8.4 47 ― 3 ― △49 ― △477.48
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(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取
引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しています。 

※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。 

4.  その他  

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 105,999株 22年3月期 81,999株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q ―株 22年3月期 ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 101,839株 22年3月期3Q 45,743株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間（平成22年10月から平成22年12月、以下「当第３四半期」という）におけるわが国の

経済は、年末にかけて日経平均株価は１万円を回復しましたが、為替の円高傾向は変わらず、引き続き輸出企業中

心にその経済環境へ悪影響を及ぼしております。また欧米で一部緩やかな回復が見られますが、先進国の景気低迷

はまだ続いており、経済状況はまだまだ不透明であるといわざるをえません。 

このような環境の中、「営業、販売に特化したアウトソーシング業」を営む当社を取り巻く経営環境は厳しいも

のの、第２四半期同様次のような取り組みを行ってまいりました。 

コンサルティング事業におきましては、顧客企業の新規開拓営業コストを削減するため、または効率的に商品の

テストセールスを行うためのサービスを中心に提供いたしました。また、平成22年５月19日に開示いたしました英

語教材製造販売のマミートーク株式会社との業務提携による「MOMMY TALK ENGLISH VILLAGE及び付随する商材の一

式」の独占総代理店というポジションを獲得し、セールスアウトソーシングの一環として更なる収益向上のため営

業・販売のマネジメントから商品納入までを行なうフルアウトソーシング事業を開始いたしました。 

アウトソーシング事業におきましては、顧客企業の販売促進支援を中心にその販売促進に関わるコストの変動費

化を提案することにより、当社サービスの利用を促しました。 

インキュベーション投資事業におきましては、平成22年３月８日に開示いたしました増資資金からマーケティン

グ資金としてセレブリックス・インベストメント株式会社が活用し取得したワイヤレスホルタ記録器「Car Pod」

の独占販売権を使ったグループへの収益貢献を目指しました。また、安定的な収益獲得のために貸会議室プロジェ

クトを立ち上げました。 

しかしながら、当社グループ全体としては、新たに立ち上げたプロジェクトも複数あり、また事業計画上も収益

構造が下期型ということにより、営業損失、経常損失、四半期純損失を計上することとなりました。 

 当第３四半期の売上高は 千円（前年同期比27.5％減)、営業損失 千円（前年同期は 千円

の営業損失)、経常損失 千円（前年同期は 千円の経常損失)、四半期純損失 千円（前年同期

は 千円の四半期純損失)となりました。 

 以下、主要な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、「営業プロセス代行」を中心にサービス提供いたしました。中でも新規

顧客開拓のための最初のアプローチを代行するサービスは新たな顧客に対しても固定費を増やさずに、売上高を上

げるというサービススタイルで、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。 

 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図れる。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。特

に顧客企業の「新商品、新製品、新サービス」といった、これから世の中にサービスインする手前の「テストセー

ルス、テストマーケティング」に当社のこのサービスが最適であるとの評価をいただき、積極的に活用いただく顧

客企業を開拓してまいりました。 

これらを顧客企業より評価いただいた結果、当第３四半期では、営業マネジメント業務から営業業務まで一括で

請け負うビッグプロジェクトを発注いただき、この12月よりスタートしております。 

しかしながら、このプロジェクトの業績影響は第３四半期では軽微で、そのほとんどが第４四半期に現れるもの

であり、加えて期初の組織変更に伴う物理的なロスと前述の「MOMMY TALK ENGLISH VILLAGE」プロジェクトのスタ

ートが当初の計画より遅れていることもあり、当第３四半期のコンサルティング事業の売上高は 千円、営

業損失 千円となりました。 

  

 アウトソーシング事業におきましては、人材力の提供サービスの中心にはコンビニエンスストア等、その事業構

造上、常時店舗展開を念頭においていかなければいけない業態に集中しております。これらの業態は今後の若年労

働者数の激減を見越していくと、再び当社のサービスが数年のうちに多くの企業で必要になると期待ができます。

しかしながら、現時点では長引く景気低迷に伴い雇用環境が改善されず、顧客の人材ニーズは喚起されないまま、

当社サービスへの需要は低迷を続けており、当事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につきましては、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

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

1,064,535 230,326 289,008

265,178 349,771 317,474

527,817

310,977

93,283
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率が一気に低下した影響を受け、その顧客店舗１店舗当たりの当社サービス利用時間が急激に減少し、１回当た

りの当社の受注単価が大幅に減少いたしました。従来コンビニエンスストアは、自社、自店でのアルバイト採用が

うまくいかず、そのシフトが埋まらない時間を当社のサービスを利用することで補っていましたが、世の中の求人

そのものが減少したために、それまで採用が困難だった曜日、時間帯でも自社採用が比較的可能になったため、当

社のサービス利用頻度が減少いたしました。しかしながら、契約店舗数のシェアは都内主要エリア（千代田区・港

区・渋谷区・中央区・新宿区）で、各50～70％を超えており（当社独自調査 ※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。）既存店での

収益の減少に対応すべく、再度主要エリアの顧客店舗の地道なフォローアップを行ったり、江東区・中野区等の他

のエリアへの新規営業強化をはかり、その成果が出つつあります。また、内的にはこのサービスに関わる社内オペ

レーション費用を前年比約50％におさえることにより、プロジェクト収益率は大幅に改善し、減収ながらプロジェ

クト営業利益額は同期比較で約６倍となっております。併せて収益改善のために取り組んだ当社の会員となってい

ただいたコンビニエンスストアへのアルバイト紹介も順調にその会員数が増え、粗利率改善に貢献しはじめており

ます。 

また、広告・フリーペーパーの配布業務、会員獲得業務等のセールスプロモーション請負サービスも、着実な実

績を積んだことで顧客企業からの信頼を確実なものにし、着実なリピートオーダーをいただいておりましたが、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１社あたりの受注単価は低下傾

向にあります。しかしながら、このプロジェクトにおきましても、確実な収益を担保するために社内のローコスト

オペレーション化を強力に推進し、前年比約26％の販売管理費を削減し、プロジェクト営業利益は同期比較で約2 

.2倍となりました。 

 以上の結果、当第３四半期のアウトソーシング事業の売上高は 千円、営業利益 千円となりまし

た。 

  

 インキュベーション投資事業におきましては、当期スタートしたプロジェクトを合わせると３つございます。 

１つ目は従来より行っているセレブリックス・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とした投資活動であります。現在ベンチャー企業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の獲得が可能

となりますが、ここ直近では、新規の投資はなく、特筆する動きはありません。 

２つ目は、前述の「Car Pod」事業であります。これは、平成22年６月30日に開示のとおり、セレブリックス・

インベストメント株式会社が100％子会社として取得した株式会社メディリンク販売（現セレブリックス・ヘルス

ケア株式会社。平成22年９月16日商号変更開示済み）においてワイヤレスホルタ記録器「Car Pod」の拡販を行い

ます。この商品は高度医療機器として医療マーケットへの拡販、レンタルを行いながら、その独自の特徴を活かし

て、もともとセレブリックスが得意とする法人顧客の総務人事窓口をひとつの突破口としてメンタルヘルスをはじ

めとした検診マーケットへの参入を準備しております。但し、マーケットの特性上、その把握と体制の整備に予想

以上の時間を要しており、現段階での収益貢献はございません。 

３つ目は、貸会議室等レンタルプロジェクトであります。これは、東京都港区新橋と大阪市西区南堀江にそれぞ

れ68坪、98坪のオフィスを借り受け顧客企業のセミナーやイベントに利用していただき、レンタル料として収益を

あげる構造になっております。東京は６月より、大阪は７月よりレンタルを開始しており、安定的な収入をあげは

じめております。 

 以上の結果、当第３四半期のインキュベーション投資事業の売上高 千円、営業損失 千円となりまし

た。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比193,510千円減の1,626,961千円となりました。有

利子負債は、前連結会計年度末比170,738千円減の1,299,156千円となりました。純資産は、前連結会計年度末比

83,580千円減の188,695千円となり、自己資本比率は11.6％となりました。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 該当事項はありません。 

731,325 91,178

22,232 25,805

㈱ｾﾚﾌﾞﾘｯｸｽ(2444) 平成23年3月期 第3四半期決算短信

3



  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 平成22年６月30日に当社子会社のセレブリックス・インベストメント株式会社が株式会社メディリンク販売の株

式を取得したため、第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。 

 なお、株式会社メディリンク販売は、平成22年10月１日をもってセレブリックス・ヘルスケア株式会社に商号変

更しております。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①固定資産の減価償却の算定方法 

 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の額を期間按

分して算定しております。 

②法人税等の納付税額の算定方法   

 法人税等の納付税額の算定にあたり、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。

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

  これにより損益に与える影響は軽微であります。  

②企業結合に関する会計基準等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計

基準」の一部改正（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基

準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表）

及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年

12月26日）を適用しております。 

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22年12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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 520,000 718,365 

受取手形及び売掛金 142,124 406,366 

営業投資有価証券 8,911 8,911 

商品及び製品 178,101 － 

その他 97,057 133,166 

貸倒引当金 △9,993 △22,867 

流動資産合計 936,200 1,243,942 

固定資産   

有形固定資産   

土地 199,994 199,994 

その他（純額） 43,286 48,831 

有形固定資産合計 243,280 248,826 

無形固定資産 146,695 28,405 

投資その他の資産   

長期貸付金 195,200 146,400 

その他 88,340 116,807 

貸倒引当金 △13,393 △4,082 

投資その他の資産合計 270,146 259,124 

固定資産合計 660,122 536,356 

繰延資産 30,639 40,172 

資産合計 1,626,961 1,820,472 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 37,858 26,768 

短期借入金 1,219,156 1,356,894 

1年内返済予定の長期借入金 80,000 50,000 

未払法人税等 1,829 6,139 

その他 99,423 106,277 

流動負債合計 1,438,266 1,546,079 

固定負債   

繰延税金負債 － 2,117 

固定負債合計 － 2,117 

負債合計 1,438,266 1,548,197 
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22年12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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,057,921 937,945 

資本剰余金 1,061,459 941,483 

利益剰余金 △1,930,685 △1,613,210 

株主資本合計 188,695 266,218 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 3,086 

評価・換算差額等合計 － 3,086 

新株予約権 － 2,969 

純資産合計 188,695 272,274 

負債純資産合計 1,626,961 1,820,472 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 1,468,637 1,064,535 

売上原価 965,883 687,988 

売上総利益 502,754 376,546 

販売費及び一般管理費 791,762 606,873 

営業損失（△） △289,008 △230,326 

営業外収益   

受取利息 5,486 4,308 

受取配当金 63 － 

投資有価証券売却益 － 4,689 

債務時効益 3,127 4,544 

その他 1,536 6,113 

営業外収益合計 10,214 19,656 

営業外費用   

支払利息 58,311 37,989 

その他 12,666 16,518 

営業外費用合計 70,977 54,508 

経常損失（△） △349,771 △265,178 

特別利益   

関係会社株式売却益 16,627 － 

その他 841 － 

特別利益合計 17,469 － 

特別損失   

固定資産除却損 － 27,332 

本社移転費用 37,104 21,639 

その他 623 512 

特別損失合計 37,727 49,484 

税金等調整前四半期純損失（△） △370,029 △314,662 

法人税、住民税及び事業税 5,658 2,812 

法人税等調整額 152,129 － 

法人税等合計 157,787 2,812 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △317,474 

四半期純損失（△） △527,817 △317,474 
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 当該事項はありません。 

  

  

 当該事項はありません。 

（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
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