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

23年12月期第1四半期 309 △69.7 △108 ― △174 ― △112 ―
22年12月期第1四半期 1,023 △25.9 192 ― 159 ― 211 ―

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12月期第1四半期 △0.36 ―
22年12月期第1四半期 0.67 ―

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12月期第1四半期 2,074 △3,335 △160.8 △10.52
22年12月期 2,664 △3,184 △119.5 △10.04

（参考） 自己資本   23年12月期第1四半期  △3,335百万円 22年12月期  △3,184百万円

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年12月期 ―
23年12月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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)

660 △62.5 △280 ― △450 ― △370 ― △1.17

通期 1,350 △52.2 △500 ― △720 ― △660 ― △2.08



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  有  

（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、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が実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想の状況に関する事項につきましては、本日「営業外費用の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」を公表しておりますので、ご参照くだ
さい。 
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り大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項につきましては、【添付資料】Ｐ.4「1.当四半期の連結業
績等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」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．４「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 1社 （社名 株式会社ベンチャー・リンク ）

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12月期1Q 317,632,223株 22年12月期  317,632,223株
② 期末自己株式数 23年12月期1Q  507,324株 22年12月期  507,224株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期1Q  317,124,933株 22年12月期1Q 317,125,156株
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１． 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1)連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国経済は、海外経済の改善や各種の政策効果などを背景に持ち直しの動きが

みられるものの、原油価格の上昇や円高の長期化、及び失業率が高水準にあることに加えて、3 月 11 日に発

生した東日本大震災による影響が懸念され、依然として厳しい状況が続いております。 

このような経営環境の下、当社グループはコアコンピタンスを見つめ直し、事業の存続と再成長に向けてビ

ジネスモデルや取り組むべき成長分野を研究してまいり、広義の教育・研修事業を軸に、コストダウンソリュー

ションの提供、バックオフィス機能のアウトソーシングサービス、クローズドＥＣモール運営を本格稼動致しまし

た。 

その過程で、平成 23 年 2 月 15 日付「子会社の増資及び増資に伴う子会社の異動に関するお知らせ」にて

お知らせ致しました通り、創業来メイン事業分野の一つであった金融機関向け会員事業は MEBO

（Management and Employee Buyout）により連結対象から外れることとなりました。 

これらの活動の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、連結子会社の減少、及び経営破綻した日

本振興銀行株式会社向けの売上がなくなりましたため、前年同四半期比 69.7％減の 309 百万円となりました。 

営業損益は、売上高の減少及び新たな事業分野の本格展開に向けた先行投資が発生しており、収益貢献

は下半期以降となる見通しであることから、108 百万円の営業損失（前年同四半期は営業利益 192 百万円）と

なりました。 

経常損益は、営業外費用に出資金運用損 42 百万円を計上したことなどにより、174 百万円の経常損失（前

年同四半期は経常利益 159 百万円）となり、特別利益に貸倒引当金戻入額 82 百万円を計上した結果、四半

期純損失は 112 百万円（前年同四半期純利益は 211 百万円）となりました。 

 

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。 

なお、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第 17 号平成 21 年３月 27 日）及び「セグ

メント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 20 号平成 20 年３月 21 日）の

適用に伴い、当第 1 四半期連結会計年度より当社グループの事業セグメントは教育事業、研修事業、その他

の事業の３つのセグメントとしております。前連結会計年度にありました会員事業及び新事業は、事業縮小によ

り廃止しており、両事業セグメントに含めておりました子会社の業績はその他の事業に集約しております。 

これらの状況から、前年同四半期での対比ができないため、参考までに前四半期連結累計年度の数値を記

載しております。 

 

当四半期連結累計年度（平成 23 年 1 月 1 日～3 月 31 日）        （単位：百万円）  

 教育事業 研修事業 その他の事業 調整額 合計 

売 上 高 191 35 82 － 309 

営 業 利 益 70 0 △59 △119 △108 

 

前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） 
  （参考） 

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 485 302 82 79 73 － 1,023

営 業 利 益 109 68 37 △4 5 △24 192

（注 1）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。また、当四半期の営業利益の調整額は、セグメ
ント間取引消去、及び各セグメントに帰属しない一般管理費（全社費用）であります。 
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教育事業 

学校法人向けの教育コンテンツ提供において、当四半期には短期大学による新規導入が決定するととも

に大学への導入も内定し、これまで中学・高校・専門学校を中心としてきた顧客層の拡大を図りつつあります。

e ラーニング事業が連結対象から外れたこと、及び前年同四半期に計上した企業向け教育・研修商材の販

売がなかったことから、売上高は 191 百万円となりましたが、ミニマムオペレーションにより販管費を削減し、

70 百万円の営業利益となりました。 

 

 研修事業 

前第 3 四半期における日本振興銀行株式会社の経営破綻の影響で、それまで計上してまいりました売上

がほとんどなくなり、新たに定額制研修や企業内研修、ノウハウを蓄積する目的で外食店舗運営等を開始致

しました。当四半期においてこれらの事業が順調に伸びました結果、新たな営業構造を構築しつつあり、売

上高は 35 百万円、営業利益は 0 百万円となりました。 

 

その他の事業 

米国子会社による外食店舗運営の他、前連結会計年度後半から展開準備を行ってまいりましたコストダウ

ンソリューションの提供（大手企業向け購買改善）、バックオフィス機能のアウトソーシングサービス、クローズ

ドＥＣモールの運営（企業向け福利厚生支援）を本格稼動致しました。 

各サービスとも立ち上げ段階であること、ビジネスのインキュベーション機能を担う子会社を含むため人件

費等を計上していることから、売上高は82百万円、営業損失は59百万円となりました。 

 

(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末における総資産は、前連結会計年度末と比較して 589 百万円減少し、

2,074 百万円となりました。これは、現金及び預金が 308 百万円、投資有価証券が 123 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 439 百万円減少し、5,409 百万円となりました。これは、前受

金が 128 百万円、未払金が 47 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 112 百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末と比較して 150

百万円減少し、3,335 百万円の債務超過となりました。 

 

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 304 百万円減少し、548 百万円（前年同四半期比 756 百万円減少）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ュ・フロー） 

 営業活動の結果支出した資金は 189 百万円（前年同四半期は 127 百万円の支出）となりました。これは主

に、税金等調整前四半期純損失 104 百万円を計上したことに加え、前受金 65 百万円の減少、利息の支払

49 百万円、法人税の支払 28 百万円等があった一方、出資金運用損 42 百万円を計上したこと、破産更生

債権等の回収による収入 82 百万円があったことなど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ュ・フロー） 

 投資活動の結果支出した資金は 1 百万円（前年同四半期は 36 百万円の支出）となりました。これは主に

有形及び無形固定資産の取得による支出 9 百万円があった一方、貸付金の回収による収入 2 百万円があ

ったことなどによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果支出した資金は31百万円（前年同四半期は89百万円の獲得）となりました。これは主に、

長期借入金の返済による支出 35 百万円があったことなど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 23 年 2 月 15 日に公表致しました平成 23 年 12 月期第 2 四半期累計期間の連結業績予想につきまし

ては、当第1四半期中に連結対象から外れた金融機関向け会員事業を当第1四半期より取り込まないことやコ

スト削減策を講じたことにより、売上高は減少するものの営業損失の改善が見込まれるため、売上高及び営業

利益は修正致しますが、当第 1 四半期に営業外費用（出資金運用損 42 百万円）の計上がありましたため、経

常利益及び四半期純利益の見通しは据え置いております。  

 通期連結業績予想につきましては、立ち上げ段階にある事業がいくつかあることに加え、経済環境が先行き

不透明であることから、売上高のみ修正致しております。 

第 2 四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正（平成 23 年 1 月 1 日～6 月 30 日） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

前回発表予想（A） ７６０ △３４０ △４５０ △３７０ 

今回修正予想（B） ６６０ △２８０ △４５０ △３７０ 

増減額（B-A） △１００ ６０ ０ ０ 

増減率（％） △13.2 － － － 

通期連結業績予想数値の修正（平成 23 年 1 月 1 日～12 月 31 日） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（A） １,４５０ △５００ △７２０ △６６０ 

今回修正予想（B） １,３５０ △５００ △７２０ △６６０ 

増減額（B-A） △１００ ０ ０ ０ 

増減率（％） △6.9 － － － 

（注）上記の目標及び予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が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。 

 

２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

前連結会計年度において連結子会社であった株式会社ベンチャー・リンクは第三者割当増資により保

有比率が低下したため、連結の範囲から除外しております。 
 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要   

  ① 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。 

  ② 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
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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 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。 
 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（会計処理基準に関する事項の変更） 

① 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第 16 号 平成 20 年 3 月

10 日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第 24 号 

平成 20 年 3 月 10 日）を適用しております。なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

② 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第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、営業損失及び経常損失が 463 千円、税金等調整前四半期純損失は 8,493 千円増加して

おります。 

 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

当社グループは、平成 20 年 12 月期より継続して重要な営業損失、経常損失及び当期純損失を計上した

こと、前連結会計年度において債務超過となったこと、また、当第 1 四半期連結会計期間においても四半期

純損失を計上し、営業キャッシュ・フローが継続してマイナスであったこと、及び取引金融機関からの借入金

の一部について期限の利益を喪失したものがあることなどから、継続企業の前提に関する重要な疑義を生

じさせる状況が存在しております。 

当社グループは、当該状況を解消すべく 

１． 事業売却や保有資産の売却を通じて、資金捻出に努めること 

２． 子会社における外部資本の受け入れや事業シナジーが見込まれる企業との提携等を通じ安定的な資

金調達を図ること 

３． 研究開発から育成のフェーズ（インキュベーションのフェーズ）を終了したビジネスについては、外部の

資本パートナーの協力を得て更なる事業の成長を図ること 

４． グローバル化、ＩＴ化、ネット社会の進行などに即した企業との提携によって中堅中小企業の課題解決

を図るサービスや商品の開発・提供に注力し、ビジネスの拡大を図ること 

５． これまで継続してきたミニマムオペレーションによる経費圧縮を一段と強めること 

６． 取引金融機関と返済条件等の交渉を図ること 

等により収益力の回復と資金面での安定化に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重要な疑義を生じさせる

状況が解消されるものと判断しておりますが、当社グループ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や資金面において安定

的な資金捻出が確保されていないことから依然として重要な不確実性が存在しております。 
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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１四半期連結会計期間末 
(平成23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22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 514,475 823,003 

売掛金 133,519 168,687 

たな卸資産 20,525 20,215 

その他 272,463 409,127 

貸倒引当金 △103,168 △163,858 

流動資産合計 837,815 1,257,175 

固定資産   

有形固定資産 42,228 40,257 

無形固定資産 38,100 40,145 

投資その他の資産   

投資有価証券 975,914 1,099,049 

長期貸付金 552,175 554,134 

敷金及び保証金 168,944 210,169 

破産更生債権等 1,713,195 2,075,776 

その他 133,171 131,614 

貸倒引当金 △2,386,927 △2,744,031 

投資その他の資産合計 1,156,474 1,326,712 

固定資産合計 1,236,803 1,407,114 

資産合計 2,074,618 2,664,290 
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末 
(平成23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22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,780 38,271 

短期借入金 792,350 792,350 

1年内返済予定の長期借入金 408,118 352,243 

未払金 166,364 214,117 

未払法人税等 20,075 48,850 

前受金 144,234 273,119 

事業整理損失引当金 219,003 272,445 

その他 80,328 174,999 

流動負債合計 1,845,254 2,166,397 

固定負債   

長期借入金 3,303,631 3,395,047 

長期預り保証金 255,429 282,347 

その他 5,400 5,400 

固定負債合計 3,564,460 3,682,794 

負債合計 5,409,714 5,849,191 

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 △18,817,027 △18,704,265 

自己株式 △626,209 △626,209 

株主資本合計 △3,224,142 △3,111,379 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △54,543 △16,600 

為替換算調整勘定 △56,410 △56,921 

評価・換算差額等合計 △110,954 △73,522 

純資産合計 △3,335,096 △3,184,901 

負債純資産合計 2,074,618 2,664,290 
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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22年１月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 1,023,878 309,994 

売上原価 161,590 33,710 

売上総利益 862,287 276,284 

販売費及び一般管理費 670,153 384,442 

営業利益又は営業損失（△） 192,134 △108,158 

営業外収益   

受取利息 827 326 

受取賃貸料 17,239 47,103 

加盟解約金 42,636 7,200 

受取手数料 23,000 － 

持分法による投資利益 － 4,181 

その他 6,777 7,090 

営業外収益合計 90,480 65,902 

営業外費用   

支払利息 52,957 51,638 

貸倒引当金繰入額 13,807 － 

賃貸収入原価 17,336 38,353 

持分法による投資損失 29,806 － 

出資金運用損 － 42,320 

その他 9,190 83 

営業外費用合計 123,098 132,395 

経常利益又は経常損失（△） 159,516 △174,651 

特別利益   

関係会社株式売却益 9,964 － 

投資有価証券売却益 92,136 － 

貸倒引当金戻入額 － 82,653 

その他 10,684 4,387 

特別利益合計 112,784 87,040 

特別損失   

投資有価証券評価損 8,708 － 

事業整理損 11,432 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 8,029 

持分変動損失 － 6,923 

その他 8,758 2,329 

特別損失合計 28,900 17,281 

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（△）

243,400 △104,892 

法人税、住民税及び事業税 31,465 7,869 

法人税等合計 31,465 7,869 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △112,762 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 211,935 △112,762 
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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22年１月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 

 至 平成23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（△） 243,400 △104,892 

減価償却費 15,448 7,925 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,278 △82,651 

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） △86,599 △53,442 

受取利息及び受取配当金 △827 △326 

支払利息 52,957 51,638 

持分法による投資損益（△は益） 29,806 △4,181 

出資金運用損益（△は益） － 42,320 

関係会社株式売却損益（△は益） △9,964 － 

持分変動損益（△は益） － 6,923 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 8,029 

売上債権の増減額（△は増加） 8,196 5,647 

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,011 △276 

破産更生債権等の増減額（△は増加） － 82,176 

仕入債務の増減額（△は減少） 2,732 2,889 

前受金の増減額（△は減少） △114,489 △65,172 

その他の負債の増減額（△は減少） △161,833 － 

その他 △37,024 △8,345 

小計 △44,908 △111,737 

利息及び配当金の受取額 1,631 335 

利息の支払額 △54,767 △49,899 

法人税等の支払額 △29,471 △28,230 

営業活動によるキャッシュ・フロー △127,516 △189,532 

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 △10,405 △9,581 

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 － 

貸付金の回収による収入 8,475 2,121 

その他 12,068 5,478 

投資活動によるキャッシュ・フロー △36,097 △1,981 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △350,000 － 

長期借入れによる収入 514,800 － 

長期借入金の返済による支出 △69,479 △35,541 

少数株主からの払込みによる収入 － 4,000 

その他 △5,522 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー 89,797 △31,541 

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,548 322 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △72,268 △222,732 

現金及び現金同等物の期首残高 1,377,050 853,003 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △81,849 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,304,782 548,420 
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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、平成 20 年 12 月期より継続して重要な営業損失、経常損失及び当期純損失を計上したこ

と、前連結会計年度において債務超過となったこと、また、当第 1 四半期連結会計期間においても四半期純

損失を計上し、営業キャッシュ・フローが継続してマイナスであったこと、及び取引金融機関からの借入金の一

部について期限の利益を喪失したものがあることなどから、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる

状況が存在しております。 

当社グループは、当該状況を解消すべく 

１． 事業売却や保有資産の売却を通じて、資金捻出に努めること 

２． 子会社における外部資本の受け入れや事業シナジーが見込まれる企業との提携等を通じ安定的な資

金調達を図ること 

３． 研究開発から育成のフェーズ（インキュベーションのフェーズ）を終了したビジネスについては、外部の

資本パートナーの協力を得て更なる事業の成長を図ること 

４． グローバル化、ＩＴ化、ネット社会の進行などに即した企業との提携によって中堅中小企業の課題解決

を図るサービスや商品の開発・提供に注力し、ビジネスの拡大を図ること 

５． これまで継続してきたミニマムオペレーションによる経費圧縮を一段と強めること 

６． 取引金融機関と返済条件等の交渉を図ること 

等により収益力の回復と資金面での安定化に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重要な疑義を生じさせる状

況が解消されるものと判断しておりますが、当社グループ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や資金面において安定的な資

金捻出が確保されていないことから依然として重要な不確実性が存在しております。 

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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