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1.  平成25年3月期第1四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

25年3月期第1四半期 24 △29.4 △34 ― △34 ― △34 ―

24年3月期第1四半期 35 △43.4 △65 ― △70 ― △70 ―

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

25年3月期第1四半期 △72.33 ―

24年3月期第1四半期 △452.29 ―

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

25年3月期第1四半期 137 △9 △7.2 △20.36

24年3月期 157 10 6.4 21.46

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  △9百万円 24年3月期  9百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
当社の平成25年3月期の業績予想につきましては新規事業の開始等により現在精査中であり、今回の第１四半期決算発表時における業績予想の開示は
行っておりません。 



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(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） 

※  注記事項

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） 25年3月期1Q 487,064 株 24年3月期 465,814 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q ― 株 24年3月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 477,476 株 24年3月期1Q 155,337 株

※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、四半期財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
当社の平成25年3月期の業績予想につきましては新規事業の開始等により現在精査中であり、今回の第１四半期決算発表時における業績予想の開示は
行っておりません。 
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、復興需要等を背景として景気は回復に向かいつつある

ものの、欧州諸国における財政、通貨不安による世界的な景気後退と円高の影響もあり、国内景気の下

押しリスクが依然として存在しております。 

 当社の属する業界では、企業のＩＴ関連投資は徐々に回復しつつあるものの、企業収益改善の鈍化

もあり新規案件数の大幅な増加は見込めない状況である中、受注競争の激化や顧客のコスト意識の高ま

りと相まって、案件当たりの売上額の低下等による不採算・低採算案件が増加する等、依然として厳し

い状況が続いております。  

  当社は、このような厳しい環境のもと、新経営体制を構築し、既存のセキュリティ商品の販売に加

えて、新しいソリューションやサービスの開発、また当社のITインフラナレッジと商社機能を活用した

新規事業の創出等にも積極的に取り組み、収益力の回復に努めて参りました。 以上の結果、当第１四

半期累計期間の業績は、売上高24百万円（前年同期比29.4％減）、営業損失34百万円（前年同期実績65

百万円の営業損失）、経常損失34百万円（前年同期実績70百万円の経常損失）、四半期純損失34百万円

（前年同期実績70百万円の四半期純損失）となりました。  

 セグメント別の業績については次の通りです。 

①ＩＴセキュリティ事業 

 ＩＴセキュリティ事業は、ＩＴ関連商品の販売やサポートの提供等が主なものであります。 

 当第１四半期累計期間のＩＴセキュリティ事業の業績は売上高8百万円（前期比77.2％減）、営業利

益3百万円（前年同期実績7百万円）となりました。 

②フランチャイズ事業 

 フランチャイズ事業は、株式会社ペガサスプランニングとの業務提携における学習塾経営におけるフ

ランチャイズビジネスを中心としたチェーン展開支援が主なものであります。 

 当第１四半期累計期間のフランチャイズ事業の業績は売上高がなく、営業利益もありませんでした。

③広告事業 

 広告事業は、ピエラレジェンヌ株式会社との業務提携によるマーケティング、広告、宣伝、セミナー

等の企画及び実施の支援事業が主なものであります。 

 当第１四半期累計期間の広告事業の業績は、売上高がなく、営業利益もありませんでした。 

④カード事業 

 カード事業は、売買代金のクレジット決済にかかる加盟店開発の代理店事業が主なものであります。

 当第１四半期累計期間のカード事業の業績は、売上高が０百万円、営業損失５百万円となりました。

⑤グリーンエネルギー事業 

 グリーンエネルギー事業は、株式会社ウエストホールディングスとの業務提携により、太陽光発電シ

ステムの販売を行っている事業が主なものであります。 

 当第１四半期累計期間のグリーンエネルギー事業の業績は、売上高16百万円、営業利益13百万円とな

りました。 

  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報
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当第１四半期会計期間末における財政状況につきましては、前事業年度末に比べ、総資産は20百万円

減少し、137百万円となりました。この減少は、商品が4百万円、ソフトウェアが5百万円、預け金が３

百万円減少したことによります。また、負債は前事業年度末に比べ、0百万円減少し、 

146百万円となりました。 

 この減少は、前受金が８百万円減少したことによるものであります。 

 純資産は20百万円減少し、９百万円の債務超過となりました。 この減少は、利益剰余金が34百万円

減少したことによるものであります。 

  

  

業績予想につきましては、当第１四半期より開始された新規事業の進捗状況等により現在精査中 

であり、決定次第発表する予定であります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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当社は、営業損失の計上及び営業キャッシュ・フローのマイナス状況が平成15年３月期以降連続してお

ります。  

 平成24年３月29日開催の臨時株主総会においてデット・エクイティ・スワップによる新株式の発行及び

債務免除をご承認頂き、実行いたしました結果、前事業年度においては、債務超過は解消されておりまし

たが、当第1四半期会計期間末において34百万円の四半期純損失を計上しており、その結果、当第１四半

期会計期間末において９百万円の債務超過に陥っております。  

 また、借入金及び経費の一部が遅延しており、返済期限・支払期限を延長して頂いている状況となって

おります。  

 これにより、前事業年度に引き続き、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。  

 四半期財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消すべく、早急に営業損益の黒字化を実現するた

めに、以下の施策を講じて実行して参ります。  

  

（１）資金調達  

 平成24年３月30日付にて、行使価額総額107百万円の新株予約権を発行いたしました。  

 当社は、早急に財務基盤の安定と営業損益の黒字化を実現するために、短期的には借入又は増資等により

調達していく方針であります。  

（２）新経営計画の推進  

 当社は、新しく経営計画を作成し、事業を推進しております。  

①経営効率化の維持  

 当社は、経営の効率化を図る活動の一環として、平成25年３月期事業年度予算の業務執行における諸経費

の見直しを継続的に行っており、引き続きコストのスリム化を実行して参る所存です。  

 その一方で、既存事業の拡大並びに新規事業の立ち上げに必要な人材は強化し、効率の良い経営体質へと

改善を図っていく所存です。  

②既存営業力の強化  

 既存事業において新規商材の投入等を推進し取引先の関係強化を図り、取引高の拡大を目指しておりま

す。  

 また、商品ラインアップにつきましても、既存取扱製品のうち高収益製品への選択と集中を行いつつ、新

たな海外有力商品の取り込みを図るとともに、サービス型の高付加価値商品を展開することで売上の拡大を

図ることといたします。  

  

③新規事業の立ち上げ  

 当社は、当社のコア・コンピタンスである商社機能とのシナジーを発揮でき、今般親会社となったピエラ

レジェンヌ株式会社にもご協力頂き、業務提携契約を締結している各社様との協業により、早期に会社業績

に寄与が望めるような新規事業の創出を進めていく所存です。  

 具体的な新規事業といたしましては、株式会社ウエストホールディングスとの協業による太陽光発電シス

テムの販売に力を入れており、既に、業務を開始しております。  

 また、小売店における売買代金のクレジット決済サービスの開発・運用を行う企業との加盟店開発の代理

店業務に基づき、当該決済サービス企業から提供されるクレジット決済サービスを、当社が独自に開発した

加盟店である小売店に提供してまいります。  

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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 当社においては、クレジット決済サービスを導入した小売店から、クレジット決済額に応じたトランザク

ション型収益が従量で積み上がる収益構造となっております。  

その他、当社は、平成24年２月20日付の適時開示「新規事業の開始に関するお知らせ」でお知らせいたしま

したとおり、株式会社ウエストホールディングスと業務提携契約を締結し、同社が取り扱う太陽光発電シス

テムの販売代理を開始いたしました。  

 幸いにして、当第1四半期会計期間において上記、太陽光システムの販売代理の業務の立ち上がり、業績

に反映する状況となっておりますが、今後も継続的に成長していくと判断するのは早計に過ぎると考えてお

りますし、また、前事業年度より取り扱い開始したITネットワーク商材及びクレジットカード関連事業に関

しては立ち上がりが遅れている状況である事からも、現時点では、依然として、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、四半期財務諸表は、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

の影響を反映しておりません。  
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１【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,889 3,900

受取手形及び売掛金（純額） 16,800 14,210

商品及び製品 4,843 －

預け金 25,000 22,000

仮払金 1,824 1,434

前渡金 1,233 1,233

前払費用 1,171 778

未収入金 2,608 －

未収消費税等 1,327 95

貸倒引当金 △618 △539

流動資産合計 57,080 43,113

固定資産   

無形固定資産   

ソフトウエア 96,775 90,850

無形固定資産合計 96,775 90,850

投資その他の資産   

投資有価証券 0 0

敷金 3,255 3,062

破産更生債権等 1,284,272 1,284,272

貸倒引当金 △1,284,272 △1,284,272

投資その他の資産合計 3,255 3,062

固定資産合計 100,030 93,912

資産合計 157,110 137,025

負債の部   

流動負債   

短期借入金 7,987 5,060

株主、役員又は従業員からの短期借入金 60,000 58,000

未払役員報酬 10,290 10,943

未払金 35,180 45,646

未払法人税等 6,771 7,469

前受金 20,145 11,703

仮受金 100 100

預り金 3,804 5,056

流動負債合計 144,281 143,979

固定負債   

退職給付引当金 1,858 2,078

固定負債合計 1,858 2,078

負債合計 146,139 146,058
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,536,983 1,544,297

資本剰余金合計 1,229,283 1,236,597

利益剰余金   

利益剰余金合計 △2,756,271 △2,790,809

株主資本合計 9,995 △9,913

新株予約権 975 881

純資産合計 10,970 △9,032

負債純資産合計 157,110 137,025
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 35,285 24,923

売上原価 27,862 4,795

売上総利益 7,422 20,127

販売費及び一般管理費 73,235 54,145

営業損失（△） △65,812 △34,017

営業外収益   

貸倒引当金戻入額 200 78

雑収入 81 58

営業外収益合計 281 137

営業外費用   

支払利息 4,805 419

営業外費用合計 4,805 419

経常損失（△） △70,335 △34,300

特別利益   

新株予約権戻入益 314 －

特別利益合計 314 －

税引前四半期純損失（△） △70,021 △34,300

法人税、住民税及び事業税 237 237

法人税等合計 237 237

四半期純損失（△） △70,258 △34,537
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当第１四半期会計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

当社は、営業損失の計上及び営業キャッシュ・フローのマイナス状況が平成15年３月期以降連続してお

ります。  

 平成24年３月29日開催の臨時株主総会においてデット・エクイティ・スワップによる新株式の発行及び

債務免除をご承認頂き、実行いたしました結果、前事業年度においては、債務超過は解消されておりまし

たが、当第1四半期会計期間末において34百万円の四半期純損失を計上しており、その結果、当第１四半

期会計期間末において９百万円の債務超過に陥っております。  

 また、借入金及び経費の一部が遅延しており、返済期限・支払期限を延長して頂いている状況となって

おります。  

 これにより、前事業年度に引き続き、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。  

 四半期財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消すべく、早急に営業損益の黒字化を実現するた

めに、以下の施策を講じて実行して参ります。  

  

（１）資金調達  

 平成24年３月30日付にて、行使価額総額107百万円の新株予約権を発行いたしました。  

 当社は、早急に財務基盤の安定と営業損益の黒字化を実現するために、短期的には借入又は増資等により

調達していく方針であります。  

（２）新経営計画の推進  

 当社は、新しく経営計画を作成し、事業を推進しております。  

①経営効率化の維持  

 当社は、経営の効率化を図る活動の一環として、平成25年３月期事業年度予算の業務執行における諸経費

の見直しを継続的に行っており、引き続きコストのスリム化を実行して参る所存です。  

 その一方で、既存事業の拡大並びに新規事業の立ち上げに必要な人材は強化し、効率の良い経営体質へと

改善を図っていく所存です。  

②既存営業力の強化  

 既存事業において新規商材の投入等を推進し取引先の関係強化を図り、取引高の拡大を目指しておりま

す。  

 また、商品ラインアップにつきましても、既存取扱製品のうち高収益製品への選択と集中を行いつつ、新

たな海外有力商品の取り込みを図るとともに、サービス型の高付加価値商品を展開することで売上の拡大を

図ることといたします。  

③新規事業の立ち上げ  

 当社は、当社のコア・コンピタンスである商社機能とのシナジーを発揮でき、今般親会社となったピエラ

レジェンヌ株式会社にもご協力頂き、業務提携契約を締結している各社様との協業により、早期に会社業績

に寄与が望めるような新規事業の創出を進めていく所存です。  

 具体的な新規事業といたしましては、株式会社ウエストホールディングスとの協業による太陽光発電シス

テムの販売に力を入れており、既に、業務を開始しております。  

 また、小売店における売買代金のクレジット決済サービスの開発・運用を行う企業との加盟店開発の代理

店業務に基づき、当該決済サービス企業から提供されるクレジット決済サービスを、当社が独自に開発した

加盟店である小売店に提供してまいります。  

（３）継続企業の前提に関する注記
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 当社においては、クレジット決済サービスを導入した小売店から、クレジット決済額に応じたトランザク

ション型収益が従量で積み上がる収益構造となっております。  

その他、当社は、平成24年２月20日付の適時開示「新規事業の開始に関するお知らせ」でお知らせいたしま

したとおり、株式会社ウエストホールディングスと業務提携契約を締結し、同社が取り扱う太陽光発電シス

テムの販売代理を開始いたしました。  

 幸いにして、当第1四半期会計期間において上記、太陽光システムの販売代理の業務の立ち上がり、業績

に反映する状況となっておりますが、今後も継続的に成長していくと判断するのは早計に過ぎると考えてお

りますし、また、前事業年度より取り扱い開始したITネットワーク商材及びクレジットカード関連事業に関

しては立ち上がりが遅れている状況である事からも、現時点では、依然として、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、四半期財務諸表は、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

の影響を反映しておりません。  
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Ⅰ  前第１四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

 当社は、ＩＴセキュリティ事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。 

  

Ⅱ  当第１四半期累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容(差異調整に関する事項) 

 
(注）全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

 ４．セグメントの変更等に関する事項 

  当社は「ＩＴセキュリティ事業」「フランチャイズ事業」「広告事業」「カード事業」の４つ 

 報告セグメントにしておりましたが、新規事業の開始に伴い、当第１四半期会計期間より 

 「グリーンエネルギー事業」を報告セグメントととして追加し５つの報告セグメントをしており 

 ます。  

  

  

（４）セグメント情報等

報告セグメント

合計
(千円）ＩＴセキュ

リティ事業 
(千円）

フランチャ
イズ 
事業 

(千円）

広告事業
(千円）

カード
事業 
(千円)

グリーンエ
ネルギー事

業 
(千円)

計 
(千円）

売上高

  外部顧客への売上高 8,040 ─ ─ 37 16,845 24,923 24,923

 セグメント間の内部売上又
は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

計 8,040 ─ ─ 37 16,845 24,923 24,923

セグメント利益 3,245 ─ ─ △5,887 13,641 10,999 10,999

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 10,999

全社費用(注) △45,017

四半期損益計算書の営業利益 △34,017
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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