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（１）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

24年３月期  1,693  12.3  △56  －  △114  －  △320  －

23年３月期  1,507  △31.6  △374  －  △414  －  △504  －

（注）包括利益 24年３月期 △320百万円 （ ％） －   23年３月期 △508百万円 （ ％） －

  
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

  円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

24年３月期  △2,526.44  －  －  △11.1  △3.4

23年３月期  △4,901.59  －  △253.4  △27.5  △24.8

（参考）持分法投資損益 24年３月期 －百万円   23年３月期 －百万円 

  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 

24年３月期  862  △191  △22.2  △1,508.29

23年３月期  1,196  129  10.8  1,018.15

（参考）自己資本 24年３月期 △191百万円   23年３月期 129百万円

  
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円 

24年３月期  △65  △18  8  77

23年３月期  △41  73  △272  153

  
年間配当金 配当金総額 

(合計) 
配当性向 
（連結） 

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年３月期 －  0.00 － 0.00 0.00  － 0.0 0.0

24年３月期 －  0.00 － 0.00 0.00  － 0.0 0.0

25年３月期（予想） －  0.00 － 0.00 0.00   0.0  

３．平成25年3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

  （％表示は、対前期増減率）

  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  2,100  24.0  123  －  77  －  75  －  590.56
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※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  
  
（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  
  
（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  
（参考）個別業績の概要 

 平成24年３月期の個別業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

  

  
（２）個別財政状態 

  
※  監査手続の実施状況に関する表示 

 
  
※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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   

－ － － －

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 無

②  ①以外の会計方針の変更              ： 無

③  会計上の見積りの変更                ： 無

④  修正再表示                          ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年３月期 126,999株 23年３月期 126,999株

②  期末自己株式数 24年３月期 －株 23年３月期 －株

③  期中平均株式数 24年３月期 126,999株 23年３月期 103,021株

（１）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

24年３月期  1,374  △6.5  △15  －  △61  －  △354  －

23年３月期  1,469  △33.1  △294  －  △317  －  △435  －

  
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

  円 銭 円 銭 

24年３月期  △2,791.73  －

23年３月期  △4,227.73  －

  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 

24年３月期  865  △155  △18.0  △1,226.95

23年３月期  1,212  198  16.4  1,564.77

（参考）自己資本 24年３月期 △155百万円   23年３月期 198百万円

この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続が実施中です。

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。
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(1）経営成績に関する分析 

 経済環境は、歴史的な円高、EU加盟国の信用不安に伴うユーロ安、また長引くデフレ状態等、引き続き不安定で先

行きが定まらない状況ではあります。しかしながら、第４四半期以降はドル安が落ち着き始め、日経平均株価も1万

円の大台を取り戻し、多くの上場企業が好決算の発表を出し始めたりと不確かではありますが、明るい兆しが見え始

めております。このような環境下、当連結会計年度において、主に人材活用でのアウトソーシングビジネスを展開す

る当社を取り巻く環境も、昨年と比較しても明らかに好転しつつあります。特にサービス業を中心とした積極的な雇

用活動が目立ち始めた期でもありました。また、大手企業から中小企業まで営業、販売、それに付随するマーケティ

ング活動を当社のような企業にアウトソーシングする傾向が強くなっていることも実感しております。このような

中、特に単体の業績も四半期を追うごとに業績に反映され始め、第３四半期内の営業利益及び第４四半期内の営業利

益は黒字転換しております。但し、連結におきましては、グループ子会社が有する収益回収見込みが低い独占販売権

の一括償却による 千円減損損失、この販売権に付随するソフトウェアの一括償却 千円減損損失、及び買

収したグループ子会社ののれんの一部償却による 千円を減損損失計上いたしました。加えて、元連結会社であ

りました企業に対して当社から貸付金元金 千円の返済を求める裁判を行っておりましたが、平成24年5月11日

にその一部を債務免除することにより和解が成立する予定であります。その債務免除額 千円を貸倒引当金繰入

額として損失計上いたしました。  

 このような結果、当連結会計年度の売上高 千円（前年同期比 ％増）、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）、当期純損失 千

円（前年同期は 千円の当期純損失）となりました。 

  

 このような環境の中、期を通して次のような取り組みを行ってまいりました。 

 以下、主要なセグメントの内容、業績は次のとおりであります。 

  

 ①コンサルティング事業  

 コンサルティング事業につきまして、まず、第１営業本部セールスアウトソーシング事業部では「営業プロセス代

行」を中心にサービス提供いたしました。これは、新規顧客開拓のための電話セールスのみを請け負うものから、営

業戦略を立案して、実際に営業活動をし、受注し、納品をするまでを行うプロジェクトまで幅広く活動いたしまし

た。 

 特にここ 近は、企業の新商品、新サービスのテストセールスやテストマーケティング活動に、当社の機能に興味

をもち利用される顧客企業が増えております。例えば、大手有名企業による新規事業のマーケット調査及びその事業

継続の可否を、当社の営業アウトソーシングの結果を持って判断をしたい等の依頼をいただいております。 

 また、新規顧客の開拓は企業の営業活動においては必ず必要な行為にも関わらず、コスト高であることから、その

部分だけを当社に発注いただくことが多くなっております。 

このような状況の中、昨年の部門の大幅営業赤字を解消するために、販売管理費を大きく見直し、削減し、プロ

ジェクトも厳選し、徹底的に顧客企業の収益貢献にこだわり、結果を出した結果、セールスアウトソーシング事業部

におきましては、期を通して受注しスタートした新規プロジェクトは37件を数え、部門の営業利益は前年同時期の営

業損失から黒字転換をいたしました。 

 また、コンサルティング事業のもうひとつの機能である第２営業本部は、第１四半期に新たに組成した営業本部で

あります。前期より行っていたフルアウトソーシング型のビジネスモデル及び従来のセールスアウトソーシング事

業、スタッフィング事業、その他グループ子会社との連携機能になることで、グループの事業推進力を強固にするこ

とが可能になると考えております。 

しかしながら、フルアウトソーシング型ビジネスのひとつである幼児向け英語教材である「MOMMY TALK ENGLISH 

VILLAGE」の販売につきましては、平成23年３月29日に既報のとおり、マミートーク株式会社とは独占的販売代理店

契約も解除しており、また同社が平成23年12月６日に破産手続きを開始したこともあり、当社といたしましては、同

商品の全在庫を整理し、販売を終了いたしました。また、金・プラチナの買取ショップの「黄金市場」のFC店展開支

援サービスも収益の見込みが立たずに営業損失を計上しており、前述の「MOMMY TALK ENGLISH VILLAGE」商品の評価

損と「黄金市場」の関連資産の一括償却と重なり、コンサルティング事業の売上高は 千円（前年同期比

％減)、セグメント損失 千円（前年同期は 千円のセグメント損失)となりました。 

  

 ②アウトソーシング事業  

 アウトソーシング事業におきましては、セールスプロモーション全般の人的請負とコンビニエンスストアへのアル

バイト派遣が主な事業であります。この昨年の第４四半期中盤より、特定労働者派遣業での採用強化が見られ始め、

人材派遣業を取り巻く環境は好転する向きも見え始めた矢先の東日本大震災により、当社派遣、請負先の人材ニーズ

が激減しておりました。しかしながら、臨機応変に社内オペレーションコストを調整することで、セグメント利益の

１．経営成績

61,250 44,100

56,286

194,169

35,169

1,693,612 12.3 56,824

374,365 114,535 414,629 320,855

504,966

298,858 42.2

8,781 173,187
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安定化を図ってまいりました。その結果、昨年比20％以上の粗利額を、オペレーションコスト10％強の削減で達成

し、部門営業利益は、昨年比約70％増となり、単体の業績回復に大きく貢献いたしました。 

 特にコンビニエンスストア専門派遣である「コンビニスタッフプロモーション」は、昨年比売上で約 ％増を計上

しました。業界自体の売上が非常に好調であり、当社のコンビニエンスストア派遣の業績に好影響を与えております

が、併せて、店舗からのニーズに確実に対応できるスキルやキャパシティを構築し、信頼を獲得していることもこの

高業績の要因と考えております。期を通してみると昨年比で約20％の依頼数アップという数字にも表れていると考え

ております。引き続き、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）また、単に人員を派遣するだけにとどまらず、好業績を

維持するコンビニエンスストア各社の「今のニーズ」（例えば、新規オープンして立ちあげる数日のみ応援派遣した

り、カード加入促進を企画実行する等のサービス）に応えられる当社のサービス体制をつくることにより、利益率も

あがりつつあります。今後一段と業績を上乗せするために積極的な営業活動を行ってまいります。 

 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、震災の影響

を受け顧客企業の販売促進の自粛、手控えにより一時的に発注がストップしておりましたが、これまで着実な実績を

積んだことで顧客企業からの信頼得て、今期は着実なリピートオーダーをいただき、昨年比約 ％増となる売上を計

上することができました。このことがアウトソーシング事業の業績に大きく貢献することとなりました。 

 以上の結果より、アウトソーシング事業の売上高は 千円（前年同期比 ％増)、セグメント利益

千円（前年同期比 ％増)と大幅増となりました。 

  

 ③インキュベーション投資事業 

 インキュベーション投資事業は、３つのプロジェクトで構成されております。 

 １つ目のセレブリックス・インベストメント株式会社のベンチャーへの投資とそれに伴うキャピタルゲインです

が、新規の投資はなく、既投資についても特筆する動きはありません。 

 ２つ目の「Car Pod」事業では、９月より体制を一新し、本来のホルタ心電計として、その買い替え需要に対応す

る営業活動を行うことを決め実行した結果、これまでになかった様々な動きがでてまいりました。 

 特に「ワイヤレス」の心電計の特徴を活かした、「遠隔医療」への貢献であります。これはいくつかの課題解決の

手段になりうる要素をもっております。いわゆる「遠隔地」、「高齢者向けの在宅医療」、「救急医療」でありま

す。この特徴を活かし、国策のプロジェクトへの参加ができ、有効な結果を出すことができました。このことをきっ

かけに有名私立大学からの発注もいただき、初めて８台のまとまった出荷ができましたが、計画には程遠い結果とな

りました。 

 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、大阪市西区南堀江に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。但し、

既報のとおり、東京都港区西新橋にあった東京オフィスを平成23年８月末に閉鎖したために、累計の計画値には届い

ておりません。 

 以上の結果、インキュベーション投資事業の売上高は 千円（前年同期比 ％減)、セグメント損失 千

円（前年同期は 千円のセグメント損失)となりました。 

  

 ④Ｅコマース関連事業  

 100％子会社であるデーイー株式会社が運営する「お買い物だねっと！」の通信販売が主な収益であります。取り

扱いは、生活雑貨等、商品の動きが早いものから、ネット上での販売が人気のアパレルまであり、現在はこのアパレ

ルが売上単価押し上げに寄与し始めております。また、このデーイー社の中で今期よりスタート準備を行っていた

「デジタルサイネージ事業」は、震災後、世の中のデジタルサイネージ自体が電力不足懸念で稼動が極端に減ってし

まったために、販売しようと計画していたコンテンツ制作やコンテンツそのものの商談ができませんでしたが、現状

ではほぼ各サイネージが復活してまいりましたので、再度、営業を再開しております。但し、このサイネージの業界

はまだ未確立な業界でもあり、変化が早く、その対応は非常に難しいものと捉えております。状況をみながら慎重に

進めてまいりたいと考えております。 

 以上の結果、当期のＥコマース関連事業の売上高は 千円、セグメント利益 千円となりました。な

お、デーイー株式会社は前連結会計年度末より連結対象になっておりますので、前年同期比は記載しておりません。

  

17

20

1,076,055 12.9

198,057 69.6

38,102 1.5 50,140

80,877

281,128 10,986
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(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 （資産） 

 当連結会計年度における総資産は 千円となり、前連結会計年度末に比べ 千円の減少となりまし

た。流動資産は前連結会計年度末に比べ 千円の減少となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が増加

しましたが、現金及び預金、仮払金、前払費用が減少したことなどによるものであります。 

 有形固定資産は前連結会計年度末に比べ 千円の減少となりました。これは主に、オフィスのレイアウト変

更に伴う除却などによるものであります。無形固定資産は前連結会計年度末に比べ 千円の減少となりまし

た。これは主に「Car Pod」の独占販売権及びデータ解析ソフトの減損並びにデーイー株式会社ののれんの減損に

よるものであります。  

 （負債） 

 負債総額は 千円となり、前連結会計年度に比べ 千円の減少となりました。これは主に、仮受金の

減少によるものであります。 

 （純資産）  

 純資産につきましては、 千円となり、前連結会計年度に比べ 千円の減少となりました。これは

当期純損失の計上 千円によるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は前連結会計年度末と比べると

千円減少し 千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において営業活動の結果、減少した資金は 千円となりました。主な増加要因は,減損損失

千円であり、主な減少要因は、税金等調整前当期純損失 千円であります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において投資活動の結果、減少した資金は 千円となりました。主な増加要因は、貸付金の

回収による収入 千円であり、主な減少要因は、貸付けによる支出 千円であります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において財務活動の結果、増加した資金は 千円となりました。主な増加要因は、短期借入金

の純増加額 千円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出 千円であります。 

  

  当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下の通りであります。 

  

 （注）１．各指標は、以下の計算式により算出しております。 

      自己資本比率：自己資本／総資産 

      時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

      債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

      インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い  

    ２．各数値は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

    ３．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

４．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象と

しております。また、営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上さ

れている「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いています。 

５．債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、営業キャッシュ・フローがマイ

ナス値であるため記載しておりません。 

  

862,428 334,094

43,224

17,406

196,475

1,053,980 13,239

△191,551 320,855

320,855

76,382

77,387

65,890

163,630 314,093

18,547

3,245 18,000

8,055

12,419 2,827

  平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 

自己資本比率（％） 14.8 10.8 △22.2

時価ベースの自己資本比率（％） 42.6 37.6 26.1

債務償還年数（年） － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － －
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当連結会計年度におきましても、引き続き無配とさせていただきたいと考えております。当面は財務体質改善が優

先されますが、配当は株主の皆様に対する利益還元として、 も重要な経営課題のひとつとして認識しております。

当社グループの企業価値を高め、財務改善、強化ができれば早期の配当が可能になると考えております。 

 今後、事業の拡大及びそのことによる永続的な利益成長を目指し、投資と内部留保のバランスを考えながら配当を

少しでも早く実施していく方針であります。 

  

(4）事業等のリスク   

当社グループでは継続的な成長を実現するために中長期的な経営戦略を具体化し、企業価値を高めるとともに様々

なリスク要因の経営への影響を 小化すべく、是正及び予防措置を講じていきます。また、以下に記載した内容は当

社株式への投資に関連するリスクをすべて網羅するものではなく、将来に関する部分の記載は、当連結会計年度末現

在において、当社グループが判断したものであります。    

   

① 人材採用コストの上昇について  

   近年の人材採用コストの上昇から予想されるように、今後は一層、人員の補充並びに確保が予想以上に困難にな

る可能性がございます。その際に、適切かつ十分な組織対応が出来ない場合には、効率的な事業運営に支障を来た

す事もございます。  

  

② 市場金利の上昇等について    

 連結子会社であるセレブリックス・ヘルスケア株式会社の資金調達につきましては、当社が資金調達し機動的に貸

し付ける体制となっております。しかしながら、変動金利による調達の割合が多いため、今後、金利の急激な上昇が

起きた場合には、金利負担が経常利益を圧迫する可能性があります。また、当社の資金調達は、現状、短期借入金に

よる部分が大きいため、円滑な借換えが行われない場合には、一時的に資金繰りが悪化する可能性があります。 

  

③継続企業の前提に関する重要事象等 

 当社グループは、前連結会計年度まで5期連続して営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上し、当

連結会計年度におきましても、営業損失 千円、当期純損失 千円を計上した結果、 千円の債務超

過になっております。 

 これにより、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりま

す。これらの状況を解消するため、当社グループは、「営業収益の確保」、「資金調達に伴う財務体質の改善」及び

引き続き「コスト低減及びコントロール」に取り組んでまいります。 

 詳細につきましては「継続企業の前提に関する注記」をご参照下さい。  

   

56,824 320,855 191,551
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 当社グループは、当社と連結子会社３社により構成されております。 

 事業の目的は、「顧客収益向上のための 適な支援サービスを提供し続ける」ことであり、営業・販売に特化した

コンサルティング及びアウトソーシングを主たる業務としております。 

 なお、平成24年４月１日付けで、セレブリックス・インベストメント株式会社は、セレブリックス・ヘルスケア株

式会社を吸収合併し、同日付でセレブリックス・ヘルスケア株式会社へ商号変更しております。  

【グループ事業系統図】 

 
  

２．企業集団の状況
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  (1) 会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「顧客の収益向上」を支援することで、企業と社会と個人を元気にするという経営理念のもと、

各企業や組織に対して当社グループの持つマネジメントノウハウや人材サービスなどを提供してまいりました。 

 今後は、さらに「顧客の収益向上」に貢献するため、営業・販売に特化したアウトソーシング事業に経営資源を集

中して経営効率の向上に努めて参ります。そのため以下の3つに特に注力し、経営資源を投下し、深耕型営業・販売

アウトソーシングサービスを展開して参ります。1．競争優位性を有する商材／サービスを持ちながら、営業組織を

持たない企業との協業連携及び業務提携による営業フルアウトソーシング事業、2．事業分野選別型営業アウトソー

シング事業、3．大手クライアントとの協業による人材サービスアウトソーシング事業。 

 今後は、この経営リソースを「顧客企業の収益を上げる」ための営業・販売支援のサービスに集中させていくこと

により、当社自身の経営効率も上げ、当社の収益に直接つなげてまいります。  

  

  (2) 目標とする経営指標 

 当社グループは有する人材力及び営業マネジメントノウハウの総力を駆使して、企業の収益向上支援を継続的に行

っていくことを目標に、今までと同様、収益の量的拡大を図り、リピート顧客数の拡大と競争優位性を有する商材・

サービスを持つ企業との連携及び取引社数の増大を推進して、利益の確保を継続してまいります。また、当社グルー

プの規模の拡大に伴い、借入金等の債務償還年数と一定の自己資本比率を明確化します。同時に、収益増大の成長性

と企業維持のための安全性、この両面に、明確な指標を設定して経営を行ってまいります。  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 各企業が自社製品、サービスを売り込むということ、すなわち「営業」活動、「販売」活動は永久不変で絶対にな

くなりません。今後、経済環境の変化による不安定な状況下でも、これらの活動をいかに効率的、効果的に行うかが

企業にとって常に求められる課題となるため、当社グループの提供するサービスはより一層不可欠なものとなるでし

ょう。 

 当社グループの事業ミッションである≪顧客企業の収益をあげる≫ことは、新たな事業展開へと連鎖を生むことに

つながり、ワンストップで収益の向上を支援可能とする取引顧客を、飛躍的に増やすことになると考えます。 

 そして、次の主要事業は、事業領域をより明確に規定することで競争優位性が発揮され、顧客から選定される機会

を増強し、顧客取引数をさらに拡大できると考えております。 

 1． 営業・販売職に対する営業プロセス支援・営業マネジメント支援を直接行う「コンサルティング事業部」 

 2． スポットでの派遣・請負を行う「スタッフィング事業部」 

 上記の事業に資源を集中することで、我々が常に提唱している「顧客に対するワンストップ・ソリューションの提

供」を実現していける人材の育成につながるとも確信しております。そして、このことが今後の成長を万全なものに

する唯一の方法であると考えております。 

 そして、平成24年３月期よりスタートした「中期経営計画」にもとづき、より長期継続的に収益を上げ続ける事業

体へと脱皮していくための経営改革に勉めて参ります。そこで当連結会計年度においては、攻めの経営に転じるため

の布石として「赤字を出さない事業経営」をテーマに、「販管費の削減」および「顧客選別による収益性の向上」を

図ってまいりました。その結果、営業部門利益額では昨年比で３倍以上の収益を確保することができました。この本

業を主とする事業ベースをもとに平成25年３月期以降は、新たにリリースした「営業クラウドサービス」等これまで

のノウハウを生かした「人材サービス」以外の顧客提供メニューを拡充し、顧客との長期的な関係を築くことに注力

していきます。また、一企業からの顧客生涯価値（LTV)を向上させるために、事業横断で顧客管理および顧客開拓を

行う「企画営業室」を設置・拡充し営業機会の増強を図ってまいります。また、子会社であるデーイー株式会社のＥ

コマース事業も市場成長性以上に売上拡大を続けており、新たな営業インフラのひとつとして一翼を担うものととら

えております。 

また、領域は違いますが、新生セレブリックス・ヘルスケア株式会社が、その独占販売権をもつ多機能ワイヤレ

スホルタ記録器「Car Pod」のワイヤレスという特異な機能を活かし、今後日本が国をあげて推し進める医療「ICT」

へ貢献することが、グループ業績を更なる高みにあげることを可能にすると考えております。 

  

３．経営方針
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(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループでは継続的な成長を実現するために中長期的な経営戦略を具体化し、企業価値を高めるとともに様々

なリスク要因の経営への影響を 小化すべく、是正及び予防措置を講じていきます。 

 また、以下に記載した内容は当社株式への投資に関連するリスクをすべて網羅するものではなく、将来に関する部

分の記載は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。 

  

① 人材採用について  

 当社グループとしては、事業の推進及び拡大計画に則り積極的に採用をしておりますが、優秀な人材のタイムリー

な採用は誠に困難です。この必要な人材の補強ができない場合には、適切かつ充分な組織対応ができず、効率的な事

業運営に支障をきたす危険性があります。よって、人材採用リスクを考慮にいれた組織対応を行えるよう、経営環境

を整えていく所存であります。  

  

② 連結子会社に対する財務支援について  

 連結子会社であるセレブリックス・ヘルスケア株式会社の資金調達につきましては、当社が資金調達し機動的に貸

し付ける体制となっておりますが、変動金利による調達が大勢を占めているため、市場金利の上昇により将来支払う

利息が増大する可能性があります。今後は、金利の上昇リスクを踏まえ、 適資本効率を考慮して取り組んでまいり

ます。 

  

③継続企業の前提に関する重要事象等 

 当社グループは、前連結会計年度まで5期連続して営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上し、当

連結会計年度におきましても、営業損失 千円、当期純損失 千円を計上した結果、 千円の債務超

過になっております。 

 これにより、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりま

す。これらの状況を解消するため、当社グループは、「営業収益の確保」、「資金調達に伴う財務体質の改善」及び

引き続き「コスト低減及びコントロール」に取り組んでまいります。 

 詳細につきましては「継続企業の前提に関する注記」をご参照下さい。 

  

56,824 320,855 191,551
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 154,269 77,887

受取手形及び売掛金 111,409 216,845

リース債権及びリース投資資産 25,044 20,697

商品及び製品 87,029 70,826

その他 69,484 28,332

貸倒引当金 △12,746 △23,322

流動資産合計 434,492 391,267

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,510 9,442

減価償却累計額 △977 △5,284

建物及び構築物（純額） 5,533 4,158

土地 199,994 198,000

リース資産 7,320 7,320

減価償却累計額 △244 △1,708

リース資産（純額） 7,076 5,612

その他 32,791 30,701

減価償却累計額 △13,551 △24,035

その他（純額） 19,239 6,666

有形固定資産合計 231,843 214,436

無形固定資産   

のれん 115,721 53,649

販売権 68,750 －

その他 77,688 12,035

無形固定資産合計 262,160 65,684

投資その他の資産   

長期貸付金 194,169 199,051

その他 50,793 14,931

貸倒引当金 △4,082 △36,217

投資その他の資産合計 240,880 177,765

固定資産合計 734,884 457,886

繰延資産   

株式交付費 27,146 13,274

繰延資産合計 27,146 13,274

資産合計 1,196,522 862,428
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 46,388 42,044

短期借入金 838,782 851,201

1年内返済予定の長期借入金 63,084 63,084

未払法人税等 6,664 8,121

その他 89,876 71,469

流動負債合計 1,044,795 1,035,920

固定負債   

長期借入金 16,659 13,832

その他 5,764 4,227

固定負債合計 22,423 18,059

負債合計 1,067,219 1,053,980

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,057,921 1,057,921

資本剰余金 1,189,559 1,189,559

利益剰余金 △2,118,176 △2,439,032

株主資本合計 129,303 △191,551

純資産合計 129,303 △191,551

負債純資産合計 1,196,522 862,428
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 1,507,687 1,693,612

売上原価 ※1  1,092,031 ※1  1,211,749

売上総利益 415,655 481,862

販売費及び一般管理費 ※2  790,021 ※2  538,687

営業損失（△） △374,365 △56,824

営業外収益   

受取利息 5,128 347

投資有価証券売却益 4,689 －

債務時効益 5,262 1,035

還付加算金 817 367

その他 9,984 512

営業外収益合計 25,882 2,263

営業外費用   

支払利息 47,602 36,691

株式交付費償却 14,413 14,272

貸倒引当金繰入額 － 6,161

その他 4,130 2,847

営業外費用合計 66,146 59,973

経常損失（△） △414,629 △114,535

特別利益   

貸倒引当金戻入額 568 －

特別利益合計 568 －

特別損失   

減損損失 － ※4  163,630

固定資産除却損 ※3  43,392 ※3  757

本社移転費用 21,639 －

賃貸借契約解約損 22,721 －

貸倒引当金繰入額 － 35,169

その他 512 －

特別損失合計 88,265 199,557

税金等調整前当期純損失（△） △502,326 △314,093

法人税、住民税及び事業税 2,640 7,167

法人税等調整額 － △404

法人税等合計 2,640 6,762

少数株主損益調整前当期純損失（△） △504,966 △320,855

当期純損失（△） △504,966 △320,855
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △504,966 △320,855

その他の包括利益   

その他の包括利益合計 △3,086 －

包括利益 △508,053 △320,855

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △508,053 △320,855
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 937,945 1,057,921

当期変動額   

新株の発行 119,976 －

当期変動額合計 119,976 －

当期末残高 1,057,921 1,057,921

資本剰余金   

当期首残高 941,483 1,189,559

当期変動額   

新株の発行 248,075 －

当期変動額合計 248,075 －

当期末残高 1,189,559 1,189,559

利益剰余金   

当期首残高 △1,613,210 △2,118,176

当期変動額   

当期純損失（△） △504,966 △320,855

当期変動額合計 △504,966 △320,855

当期末残高 △2,118,176 △2,439,032

株主資本合計   

当期首残高 266,218 129,303

当期変動額   

新株の発行 368,051 －

当期純損失（△） △504,966 △320,855

当期変動額合計 △136,914 △320,855

当期末残高 129,303 △191,551

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 3,086 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,086 －

当期変動額合計 △3,086 －

当期末残高 － －

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 3,086 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,086 －

当期変動額合計 △3,086 －

当期末残高 － －
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

新株予約権   

当期首残高 2,969 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,969 －

当期変動額合計 △2,969 －

当期末残高 － －

純資産合計   

当期首残高 272,274 129,303

当期変動額   

新株の発行 368,051 －

当期純損失（△） △504,966 △320,855

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,056 －

当期変動額合計 △142,971 △320,855

当期末残高 129,303 △191,551
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △502,326 △314,093

減価償却費 37,735 46,936

株式交付費償却 14,413 14,272

減損損失 － 163,630

のれん償却額 794 5,786

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,530 42,711

固定資産除却損 43,392 757

投資有価証券売却益 △4,689 －

受取利息及び受取配当金 △5,128 △347

支払利息 47,602 36,691

売上債権の増減額（△は増加） 309,262 △102,233

たな卸資産の増減額（△は増加） 27,277 16,207

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 8,911 －

敷金及び保証金の増減額（△は増加） 44,685 21,489

仕入債務の増減額（△は減少） 11,555 △4,344

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △44,407 △20,148

その他 24,455 64,931

小計 2,001 △27,753

利息及び配当金の受取額 3,557 373

利息の支払額 △44,196 △33,443

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,140 △5,066

営業活動によるキャッシュ・フロー △41,777 △65,890

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 350,000 －

有形固定資産の取得による支出 △33,827 △3,782

無形固定資産の取得による支出 △141,049 △10

投資有価証券の売却による収入 34,672 －

貸付けによる支出 △198,875 △18,000

貸付金の回収による収入 71,750 3,245

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

※2  △8,835 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 73,834 △18,547

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △518,112 12,419

長期借入れによる収入 70,000 －

長期借入金の返済による支出 △60,000 △2,827

リース債務の返済による支出 － △1,537

自己新株予約権の取得による支出 △593 －

株式の発行による収入 236,144 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △272,561 8,055

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △240,504 △76,382

現金及び現金同等物の期首残高 367,865 153,769

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 26,408 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  153,769 ※1  77,387
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 当社グループは、前連結会計年度まで5期連続して営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上し、当連

結会計年度におきましても、営業損失 千円、当期純損失 千円を計上した結果、 千円の債務超過に

なっております。 

 これにより、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりま

す。 

 これらの状況を解消するため、当社グループは、「営業収益の確保」、「資金調達に伴う財務体質の改善」及び引き

続き「コスト低減及びコントロール」に取り組んでまいります。 

  

＜営業収益の確保＞ 

 平成25年３月期におきましては、組織体制運営スタンスは変更せず、コンサルティング事業においては更なる顧客拡

大を、アウトソーシング事業におきましては、更なる収益の上乗せをいたします。また、グループ運営におきまして

は、セレブリックス・ヘルスケア社で行うワイヤレスホルタ心電計「Car Pod」の本格的拡販を実行いたします。当連

結会計年度より提携交渉しております大手医療ディーラー等との早期契約の締結を目指します。 

 また、Ｅコマース事業を運営する100％子会社であるデーイー社は、そのマーケットそのものの拡大に乗り、確実な

営業収益を安定的に確保できる事業であります。 

 これらのことより、平成25年３月期におきましては、確実な営業収益の確保を目指します。 

  

＜資金調達に伴う財務体質の改善＞ 

 純資産の回復につきましては、上記の営業収益の確保により 大限の回復を目指します。併せて、第三者割当増資や

新株予約権の行使等を行うことにより、必要な資金を調達し、早い段階で債務超過を解消することに 大限注力してお

ります。現在、第三者割当増資を行う予定で投資家と交渉中であります。 

 また、安定的経営のベースとなる財務基盤を確保することを目的に、借入金の返済条件の変更交渉を金融機関と行っ

ております。 

  

＜コスト低減及びコントロールの継続＞ 

 当連結会計年度から行っておりました役員報酬の減額を引き続き継続いたします。また販管人件費や本社事務所等地

代賃料の大幅な削減によって圧縮した固定費ではありますが、業績の回復に伴う逼迫したオフィス環境を改善するため

の必要コストも他の販管費削減と併せて行うことにより、引き続きコスト低減が継続できるようコントロールしてまい

ります。 

  

 上記の対応策を実施することにより当該状況を解消できるものと判断しておりますが、資金調達に伴う財務体質の改

善については、第三者との交渉結果次第であり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

 なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連絡財

務諸表には反映しておりません。 

継続企業の前提に関する注記

56,824 320,855 191,551

16

㈱セレブリックス(2444)　平成24年３月期　決算短信



  

  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
当連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 （1）連結子会社の数 ３社 

  主要な連結子会社の名称 

    セレブリックス・インベストメント㈱ 

     セレブリックス・ヘルスケア㈱      

     デーイー㈱  

    なお、平成24年４月１日付けで、セレブリックス・インベストメント㈱

は、セレブリックス・ヘルスケア㈱を吸収合併し、同日付でセレブリック

ス・ヘルスケア㈱へ商号変更しております。 

２．連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

 すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

３．会計処理基準に関する事項   

（１) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

 有価証券 

   その他有価証券（営業投資有価証券を含む） 

①時価のあるもの 

 期末日の市場価格等に基づく時価法であります。また評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しており

ます。 

②時価のないもの 

 移動平均法に基づく原価法であります。  

 たな卸資産 

 主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価

切下げの方法により算定）を採用しております。  

（２) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法  

イ．有形固定資産（リース資産を除く） 

    定率法を採用しております。 

 主な耐用年数は以下のとおりであります。 

   建物及び構築物   ８～15年 

  ロ．無形固定資産（リース資産を除く） 

     定額法を採用しております。 

  なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間

(５年)に基づいております。   

  ハ．リース資産 

     所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産の減価償却の方法はリ

ース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日

が、平成20年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係

る方法に準じた会計処理によっております。  

  ニ．繰延資産 

     株式交付費 

   ３年の定額法により償却しております。 

（３）重要な引当金の計上基準  貸倒引当金 

   債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。  

（４）重要な収益及び費用の計上基

準 

   ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準 

   リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。  

（５）のれんの償却方法及び償却期

間 

 のれんの償却については、投資効果の発現すると見積もられる期間で償却

しております。 

 ただし、金額が僅少な場合は、発生連結会計年度に一括償却しておりま

す。 
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項目 
当連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

（６）連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

   手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっております。 

（７）その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。なお、一部の連結子会

社は免税事業者であるため税込方式によっております。 

表示方法の変更

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

  前連結会計年度において、区分掲記しておりました「ソフトウェア」については、資産の総額の100分の５以下と

なったため、当連結会計年度より無形固定資産の「その他」に含めて表示することとしました。この表示方法の変

更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

  この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「ソフトウェア」 千円、無形固定資産「その他」

千円と表示しておりましたが、無形固定資産「その他」として組み替えております。 

  

（連結損益計算書）  

77,044

644

  前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に含めておりました「還付加算金」は、営業外収益の総額の

100分の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるた

め、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

  この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外収益の「その他」に表示していた 千円は、

「還付加算金」 千円、「その他」 千円として組み替えております。 

  

10,802

817 9,984

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

  前連結会計年度において、区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未収消費税等の

増減額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しておりま

す。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

  この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」

の「未収消費税等の増減額」 千円は、「その他」として組み替えております。 

  

27,931

追加情報

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）  

    当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。  
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連結財務諸表に関する注記事項

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

 ※１．通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性低下

による簿価切下額 

                   千円   100,305

 ※１．通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性低下

による簿価切下額 

                   千円   11,145

 ※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

  

 役員報酬 千円 100,195

 給与手当 千円 228,065

 業務委託費 千円 103,181

 ※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

  

 役員報酬 千円 86,580

 給与手当 千円 141,534

 業務委託費 千円 80,608

 ※３．固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

  

 建物及び構築物 

 工具、器具及び備品 

千円

千円

37,584

5,078

 ソフトウェア 千円730

  計 千円43,392

 ※３．固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

  

 工具、器具及び備品 千円757

  計 千円757

―――――    ※４．減損損失 

    当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

   当社グループは、原則として事業用資産については

事業部を基準としてグルーピングを行っており、遊休

資産については個別資産ごとにグルーピングを行って

おります。 

   当連結会計年度において、事業の用に供していない

遊休資産のうち、時価が下落した資産グループの帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失（ 千円）として特別損失に計上しました。そ

の内訳は、土地 千円であります。 

   なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、土地については不動産鑑定評

価額により評価しております。 

   医療機器販売事業等にかかる資産グループについて

は、売上の低迷により当該資産グループの帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（

千円）として特別損失に計上しました。その

内訳は、ソフトウェア 千円及び販売権 千

円であります。 

   のれんにつきましては、子会社の株式取得時に立て

た事業計画値と大幅な変更が生じた結果、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（

千円）として特別損失に計上しました。   

    

用途 種類 場所 減損損失 

遊休資産 土地 大阪府吹田市  千円1,994

CarPod解析 ソフトウェア 東京都新宿区   千円44,100

CarPod 

独占販売権 
販売権  東京都新宿区   千円61,250

 その他 のれん  東京都新宿区   千円56,286

1,994

1,994

105,350

44,100 61,250

56,286
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前連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の発行済株式総数の増加45,000株は、新株予約権の行使による増加24,000株、簡易株式交換による増加

21,000株であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）平成22年新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の行使による減少24,000株、消却による減少6,000株

であります。 

      

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

      

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
当連結会計年度期
首株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  81,999  45,000  －  126,999

合計  81,999  45,000  －  126,999

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高
（千円） 

当連結会計
年度期首 

当連結会計
年度増加  

当連結会計
年度減少  

当連結会計
年度末  

 提出会社 

（親会社） 
 平成22年新株予約権(注)  普通株式    30,000  －    30,000  －  －

 合計  －    30,000       －    30,000       －  －

  
当連結会計年度期
首株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  126,999  －  －  126,999

合計  126,999  －  －  126,999
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成23年３月31日現在）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成24年３月31日現在）

現金及び預金勘定 154,269 千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金等 △500 千円

現金及び現金同等物 153,769 千円

現金及び預金勘定 77,887 千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金等 △500 千円

現金及び現金同等物 77,387 千円

※２．当連結会計年度に株式の取得により新たに連結子会

社となった会社の資産及び負債の主な内訳 

 株式の取得により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）が連結子会社と

なったことに伴う取得時の資産及び負債の内訳並びに

株式会社メディリンク販売株式の取得価額と取得によ

る支出は次のとおりであります。 

流動資産 137,990 千円

のれん 794 千円

流動負債 △1,064 千円

固定負債 △128,875 千円

株式の取得価額 8,845 千円

取得時の現金及び現金同等物 △9千円

差引：取得のための支出 8,835 千円

――――― 

 ３．重要な非資金取引の内容 

   当連結会計年度において、デーイー株式会社を完全

子会社とする株式交換により受け入れた資産及び引き

受けた負債の主な内訳は次のとおりであります。ま

た、株式交換により増加した資本剰余金は128,100千

円であります。 

  

流動資産 千円43,915

固定資産 千円3,030

資産合計 千円46,945

流動負債 千円14,824

固定負債 千円19,743

負債合計 千円34,567

――――― 
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１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているも

のであります。  

 当社は、営業・販売コンサルティング等を行う「コンサルティング事業」と短期業務請負及び派遣事

業等を行う「アウトソーシング事業」、営業・販売支援先への投資等を行う「インキュベーション投資

事業」、インターネットを利用した情報提供サービス事業及び通信販売業務事業を行う「Ｅコマース関

連事業」を報告セグメントとしております。 

 前連結会計年度末よりデーイー株式会社を連結の範囲に含めたことに伴い、同社が行うインターネッ

トを利用した情報提供サービス事業及び通信販売業務事業を、当連結会計年度より「Ｅコマース関連事

業」へ区分しております。 

 なお、前連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日）については、セグメント区分変

更後の数値に置き換えて表示しております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と概ね同一であります。  

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は

市場実勢価格に基づいております。 

   

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 前連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

（単位：千円）

 （注）１．調整額は以下のとおりであります。 

    （１）セグメント利益又は損失の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用 千円が含まれております。 

    （２）セグメント資産の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産 千円であり

ます。 

    （３）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額 千円は、本社ソフトウエアの設備投資額でありま

す。 

    ２．セグメント利益又は損失は連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。 

（セグメント情報等）

（セグメント情報）

  報告セグメント  

調整額 
（注）１ 

  
連結財務諸
表計上額 
(注) ２ 

  
コンサル
ティング
事業  

アウトソ
ーシング
事業  

  
インキュ
ベーショ
ン投資事
業  

Ｅコマース

関連事業 
計 

売上高                                          

外部顧客への売上高  516,731  953,011  37,944    －  1,507,687  －  1,507,687

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  754  －  754  △754  －

計  516,731  953,011  38,698  －  1,508,441  △754  1,507,687

セグメント利益又は損失

（△） 
 △173,187  116,796  △80,877  －  △137,269  △237,096  △374,365

セグメント資産  30,186  26,429  416,559  46,945  520,121  676,401  1,196,522

その他の項目    

減価償却費  7,915  8,157  20,421  －  36,495  1,240  37,735

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額 
 7,758  2,606  166,198  －  176,563  5,615  182,179

△237,096 △754

△236,342

676,401 676,401

5,615
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 当連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

（単位：千円）

 （注）１．調整額は以下のとおりであります。 

    （１）セグメント利益又は損失の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用 千円が含まれております。 

    （２）セグメント資産の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産 千円であり

ます。 

    （３）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額 千円は、本社事務所縮小による設備工事費等であり

ます。 

    ２.セグメント利益又は損失は連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。 

     

  報告セグメント 

調整額 
（注）１ 

  
連結財務諸
表計上額 
(注) ２   

コンサルテ
ィング事業 

アウトソー
シング事業

  
インキュベ
ーション投
資事業  

Ｅコマース
関連事業 

計 

売上高                                          

外部顧客への売上高  298,573  1,076,055  37,855  281,128  1,693,612  －  1,693,612

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 285  －  247  －  532  △532  －

計  298,858  1,076,055  38,102  281,128  1,694,144  △532  1,693,612

セグメント利益又は損失

（△） 
 △8,781  198,057  △50,140  10,986  150,121  △206,946  △56,824

セグメント資産  46,226  151,411  112,934  104,246  414,818  447,610  862,428

その他の項目    

減価償却費  3,942  3,940  34,708  －  42,590  4,345  46,936

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額 
 1,559  1,386  325  －  3,272  519  3,792

△206,946 3,900

△210,846

447,610 447,610

519
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前連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

  

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

（単位：千円）

  

当連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

  

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

（単位：千円）

   

（関連情報）

顧客の名称 売上高 関連するセグメント名 

ディップ株式会社  174,776 コンサルティング事業 

顧客の名称 売上高 関連するセグメント名 

株式会社リクルート  202,114
コンサルティング事業 

アウトソーシング事業  
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前連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

（単位：千円）

  

   

前連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

（単位：千円）

  

当連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

（単位：千円）

  

   

前連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。 

   

（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

  報告セグメント 
全社 

・ 

消去 

合 計
  

コンサルティ

ング事業 

アウトソーシ

ング事業 

インキュベー

ション投資事

業 

Ｅコマース関

連事業 
 計 

減損損失  －  －  105,350  56,286  161,636  1,994   163,630

（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

  

  

報告セグメント  

合計 コンサルティン

グ事業 

アウトソーシン

グ事業 

インキュベーシ

ョン投資事業 

Ｅコマース関連

事業 

 当期償却額   －   －  794  －  794

 当期末残高  －   －  －  115,721  115,721

  

  

報告セグメント 

合計 コンサルティン

グ事業 

アウトソーシン

グ事業 

インキュベーシ

ョン投資事業 

Ｅコマース関連

事業  

 当期償却額   －   －  － 5,786  5,786

 当期末残高  －   －  － 53,649  53,649

（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
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（注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

   該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 円1,018.15

１株当たり当期純損失金額 円4,901.59

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 円△1,508.29

１株当たり当期純損失金額 円2,526.44

  
前連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当期純損失（千円）  504,966  320,855

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（千円）  504,966  320,855

期中平均株式数（株）  103,021  126,999

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

 新株予約権１種類（新株予約権の

数 個）。 

  

1,150

 新株予約権１種類（新株予約権の

数 個）。 

  

1,150

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 124,500 62,841

売掛金 89,137 182,969

商品 24,830 －

貯蔵品 4 －

前渡金 28 －

前払費用 15,017 2,594

未収消費税等 16,606 －

その他 11,422 6,970

貸倒引当金 △10,350 △10,028

流動資産合計 271,196 245,347

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,440 5,046

減価償却累計額 △427 △1,364

建物（純額） 2,012 3,682

工具、器具及び備品 8,663 9,513

減価償却累計額 △6,229 △7,657

工具、器具及び備品（純額） 2,433 1,856

土地 199,994 198,000

リース資産 7,320 7,320

減価償却累計額 △244 △1,708

リース資産（純額） 7,076 5,612

有形固定資産合計 211,516 209,150

無形固定資産   

商標権 80 60

ソフトウエア 20,344 11,974

その他 564 －

無形固定資産合計 20,988 12,035

投資その他の資産   

関係会社株式 128,100 128,100

長期貸付金 194,169 194,169

関係会社長期貸付金 442,000 463,200

破産更生債権等 4,249 1,048

長期前払費用 11,090 140

差入保証金 27,451 10,332

その他 10 10

貸倒引当金 △125,656 △411,031

投資その他の資産合計 681,414 385,968

固定資産合計 913,920 607,154

繰延資産   

株式交付費 27,146 13,274

繰延資産合計 27,146 13,274

資産合計 1,212,263 865,776
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 38,294 35,020

短期借入金 838,782 851,201

1年内返済予定の長期借入金 60,000 60,000

リース債務 1,537 1,537

未払金 21,643 25,361

未払費用 10,160 9,113

未払法人税等 3,442 3,992

未払消費税等 － 17,837

前受金 6,926 7,486

預り金 4,810 3,865

その他 22,177 1,954

流動負債合計 1,007,773 1,017,370

固定負債   

リース債務 5,764 4,227

固定負債合計 5,764 4,227

負債合計 1,013,538 1,021,598

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,057,921 1,057,921

資本剰余金   

資本準備金 1,189,559 1,189,559

資本剰余金合計 1,189,559 1,189,559

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △2,048,755 △2,403,302

利益剰余金合計 △2,048,755 △2,403,302

株主資本合計 198,724 △155,821

純資産合計 198,724 △155,821

負債純資産合計 1,212,263 865,776
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 1,469,742 1,374,913

売上原価 1,016,821 921,019

売上総利益 452,921 453,894

販売費及び一般管理費 747,035 469,512

営業損失（△） △294,114 △15,617

営業外収益   

受取利息 19,214 1

投資有価証券売却益 4,689 －

業務受託料 2,100 3,900

債務時効益 5,262 1,035

その他 10,287 782

営業外収益合計 41,553 5,719

営業外費用   

支払利息 47,602 36,673

株式交付費償却 14,413 14,272

その他 3,027 841

営業外費用合計 65,044 51,787

経常損失（△） △317,605 △61,685

特別利益   

貸倒引当金戻入額 568 －

特別利益合計 568 －

特別損失   

減損損失 － 1,994

固定資産除却損 43,392 －

貸倒引当金繰入額 － 35,169

本社移転費用 21,639 －

賃貸借契約解約損 22,721 －

関係会社貸倒引当金繰入額 27,850 253,407

その他 512 －

特別損失合計 116,115 290,571

税引前当期純損失（△） △433,152 △352,256

法人税、住民税及び事業税 2,392 2,290

法人税等合計 2,392 2,290

当期純損失（△） △435,545 △354,546
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 937,945 1,057,921

当期変動額   

新株の発行 119,976 －

当期変動額合計 119,976 －

当期末残高 1,057,921 1,057,921

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 941,483 1,189,559

当期変動額   

新株の発行 248,075 －

当期変動額合計 248,075 －

当期末残高 1,189,559 1,189,559

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

当期首残高 △1,613,210 △2,048,755

当期変動額   

当期純損失（△） △435,545 △354,546

当期変動額合計 △435,545 △354,546

当期末残高 △2,048,755 △2,403,302

株主資本合計   

当期首残高 266,218 198,724

当期変動額   

新株の発行 368,051 －

当期純損失（△） △435,545 △354,546

当期変動額合計 △67,494 △354,546

当期末残高 198,724 △155,821

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 3,086 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,086 －

当期変動額合計 △3,086 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

当期首残高 3,086 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,086 －

当期変動額合計 △3,086 －

当期末残高 － －
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

新株予約権   

当期首残高 2,969 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,969 －

当期変動額合計 △2,969 －

当期末残高 － －

純資産合計   

当期首残高 272,274 198,724

当期変動額   

新株の発行 368,051 －

当期純損失（△） △435,545 △354,546

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,056 －

当期変動額合計 △73,550 △354,546

当期末残高 198,724 △155,821
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