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（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 ％ 

25年３月期第３四半期  1,395  18.5  △20  －  △50  －  △69  －

24年３月期第３四半期  1,177  10.6  △75  －  △114  －  △117  －

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 △69百万円 （ ％） －   24年３月期第３四半期 △117百万円 （ ％） －

  
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３四半期  △549.60  －

24年３月期第３四半期  △926.09  －

  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３四半期  748  △261  △34.9  △2,057.89

24年３月期  862  △191  △22.2  △1,508.29

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 △261百万円   24年３月期 △191百万円 

  
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  －  0.00  －     

25年３月期（予想）        0.00  0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：  無   

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  1,940  14.6  10  －  △24  －  △57  －  △448.82

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：  無   



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：  無   

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ：  有   

②  ①以外の会計方針の変更                      ：  無   

③  会計上の見積りの変更                        ：  有   

④  修正再表示                                  ：  無   

（注）第１四半期より減価償却の方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分する

ことが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期３Ｑ 126,999株 24年３月期 126,999株 

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ －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３Ｑ 126,999株 24年３月期３Ｑ 126,999株 

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

点おいて、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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）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における世界経済は、米国、欧州等先進国は欧州通貨危機による金融市場の混乱で投

資活動の心理的手控えが見られていました。また、それを受け日本国内金融市場も低迷を続け、引き続きデフレ影

響や雇用情勢の悪化懸念も伴い、依然として景気の先行き不透明さが続くかに思われました。しかしながら、年末

の政権交代に伴い、その経済刺激策の期待が高まり一筋の光が見えつつあります。 

 そのような状況下、単体の売上高、粗利額につきましては、今期期初より引き続きアウトソーシング事業を中心

に、売上高、粗利額とも予定通りに計上することができました。その中において、セールスプロモーションの人的

請負が大きく計画を上回る業績をあげることができ、コンビニエンスストアへの派遣の高業績とともにグループ全

体の業績を下支えしております。しかしながら、既報の通り、第２四半期連結会計期間と同じようにグループ子会

社の計画の未達成と、第１四半期連結会計期間での突発的な管理上の販売管理費の計上により、増収ながら、営業

損失（赤字縮小）、経常損失（赤字縮小）を計上しております。以下が結果であります。 

  

 当第３四半期連結累計期間の売上高は 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)、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、セグメントの説明とその業績についてご説明いたします。 

 まず、セグメントとその対応事業部、グループ子会社は以下のようになります。 

  

  ① コンサルティング事業は、第１営業本部セールスアウトソーシング事業部、第２営業本部 

  ② アウトソーシング事業は、第１営業本部スタッフィング事業部 

  ③ インキュベーション投資事業は、セレブリックス・ヘルスケア株式会社 

  ④ Ｅコマース関連事業は、デーイー株式会社、第２営業本部 

  

 なお、第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同期比較については、

前年同期の数値を変更後のセグメント区分に組替えた数値で比較しております。 

  

①コンサルティング事業  

 近年、企業が営業部門、またはその一部をアウトソーシングしたり、新商品等のテストマーケティングやテスト

セールスのために、その業務を切り分けて当社のような専門企業にアウトソーシングする例が活発化しておりま

す。第１営業本部セールスアウトソーシング事業部にはそれら営業のアウトソーシングに関わる問合せ等が引き続

き月平均50件ほどはいっており、新規の営業先の開拓から納品まで行う「営業アウトソーシング」や電話での開拓

のみを請け負う「テレセールス」中心にサービス提供いたしました。当第３四半期連結累計期間までに新規プロジ

ェクトは33件スタートしており前第２四半期連結累計期間に営業損失から営業黒字化を達成した以降、受注活動は

堅調に推移しております。 

 また、第１四半期連結会計期間よりアウトソーシングセグメントよりコンサルティングセグメントに移行させた

「採用開発グループ」においては、この第３四半期連結会計期間が顧客企業の来年度の新卒採用解禁時期にあたる

ことから、採用メディアの受注計上が集中いたしました。このことがセグメント全体の業績に貢献し、売上高は減

少したものの、利益増に貢献いたしました。その結果、売上高は 千円（前年同期比 ％減)、セグメント

利益 千円（前年同期比 ％増)となりました。 

 なお、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、子会社でＥコマース関連事業を営むデ

ーイー株式会社と連携しながら独自にＥコマース事業を展開し始めておりますが、業績への寄与は引き続き軽微で

あります。  

  

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。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が、

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、セグメント利益の安定化を図ってまいりました。その成

果が前第２四半期連結会計期間より現れ始め、アウトソーシングセグメントの業績を安定化させております。 

 特にセールスプロモーション請負サービスにおきまして、着実な実績を積んだことで顧客企業からの信頼をいた

だき、当第３四半期連結累計期間は、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

ン全体を請負うサービスを中心とした業務依頼が増えその結果、増収・増益しております。 
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 また、収益の大きな源であるコンビニエンスストアへの派遣につきましては、従来のコンビニエンスストアへの

スポット的な派遣に加え、業界大手の本部と新規出店店舗の立ち上げ応援スタッフ派遣の契約の締結や、コンビニ

エンスストアの新たな業態、例えばドラッグストアとのコラボレーションに必要な人材である登録販売者の派遣ニ

ーズにも対応できる体制を整え安定収益を確保しており、依頼受注件数も前年同時期比37％増加しております。 

 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。 

 既報のとおり、平成24年４月１日にセレブリックス・インベストメント株式会社（以下、「CI」）を継続会社と

し、CIとセレブリックス・ヘルスケア株式会社が合併し、新生セレブリックス・ヘルスケア株式会社（以下、「新

CXH」）と組織変更をおこなっております。 

 １つ目は、当社グループ各事業の顧客企業、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２社に出資しておりますが、ここ直近では、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つ目は、「Car Pod（カルポッド）」販売事業であります。これは、新CXHが所有する多機能ワイヤレスホルタ

記録器「Car Pod（カルポッド）」の国内独占販売権を利用して全国の医療機関、大学または付随する病院、クリ

ニック、併せて救急医療を含む公的機関を対象に拡販をすることを事業にしております。第２四半期連結会計期間

には有力な大手医療ディーラーとの販売契約を終了させ、主に九州地区の有力な病院を中心にその衛星クリニック

への販売、レンタル営業を進めております。また、前年に引き続き総務省の「遠隔医療プロジェクト」にもNPOを

通じ参加させていただき、この機器の有効性を証明しております。このことにより、国が積極的に進めている医療

のICT（情報通信技術）化に貢献することにより業績の向上が見込めることになります。但し、商品が高度医療機

器であり、対象が医療機関、大学、公的機関ということもあり、商談に関わる時間を長く費やしており、当第３四

半期連結累計期間での販売は10台にとどまり、予算が未達成にて終了しております。 

 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、大口の利用顧客の事業方針転換により、利用頻度が減少したため、平成24年６月をもってレンタルプロジェク

トは終了いたしました。 

 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取り扱っております。

「お買い物だねっと！」（http://www.okaimonoda.net/index.html）を本店サイトとして、別に大手ECモールを中

心に６支店をネット上で展開しており、その他、販売業務委託先５社12支店と連携し売上拡大を図っております。

但し、この第３四半期連結会計期間において既報の通り当社としては、不本意ながら取引するＥＣモールのひとつ

である「楽天市場」より契約解除された支店が直営で１支店、販売業務委託先店舗で１店舗あったため、他支店に

おいて売上高を増加させたものの、予算はおしくも未達成に終わっております。なお、前連結会計年度よりスター

ト準備を行っていた「デジタルサイネージ事業」につきましては主だった動きはありませんでした。 

 以上の結果、増収となり、当第３四半期連結累計期間のＥコマース関連事業の売上高は 千円（前年同期

比 ％増)、セグメント利益 千円（前年同期比 ％減)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、主に長期貸付金の減少により前連結会計年度末比 千円減の

千円となりました。有利子負債は、前連結会計年度末比 千円減の 千円となりました。純資産

は、四半期純損失等により前連結会計年度末比 千円減の 千円となり、自己資本比率は ％と

なりました。 

   

  （３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年11月12日の「業績予想の修正及び商品評価損の計上に関するお知らせ」で公表いたしました通期の業績

予想につきましては、現時点において変更はありません。 
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69,798 △261,350 △34.9
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

    

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響は軽微

であります。   

   

   

 当社グループは、前連結会計年度まで６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、 

当第３四半期連結累計期間におきましても、営業損失 千円、四半期純損失 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」、「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。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等

20,196 69,798

261,350
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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）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 77,887 112,542 

受取手形及び売掛金 216,845 251,744 

商品及び製品 70,826 64,939 

その他 49,030 61,800 

貸倒引当金 △23,322 △31,503 

流動資産合計 391,267 459,523 

固定資産   

有形固定資産   

土地 198,000 198,000 

その他（純額） 16,436 13,510 

有形固定資産合計 214,436 211,510 

無形固定資産   

のれん 53,649 51,531 

その他 12,035 9,927 

無形固定資産合計 65,684 61,458 

投資その他の資産   

長期貸付金 199,051 － 

その他 14,931 14,589 

貸倒引当金 △36,217 △1,048 

投資その他の資産合計 177,765 13,541 

固定資産合計 457,886 286,510 

繰延資産 13,274 2,646 

資産合計 862,428 748,679 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 42,044 77,681 

短期借入金 851,201 772,572 

1年内返済予定の長期借入金 63,084 62,415 

未払法人税等 8,121 20,479 

その他 71,469 62,287 

流動負債合計 1,035,920 995,436 

固定負債   

長期借入金 13,832 11,519 

その他 4,227 3,074 

固定負債合計 18,059 14,593 

負債合計 1,053,980 1,010,030 

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 △2,439,032 △2,508,830 

株主資本合計 △191,551 △261,350 

純資産合計 △191,551 △261,350 

負債純資産合計 862,428 748,679 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

売上高 1,177,719 1,395,685 

売上原価 833,338 1,021,742 

売上総利益 344,381 373,942 

販売費及び一般管理費 419,756 394,139 

営業損失（△） △75,375 △20,196 

営業外収益   

受取利息 122 602 

保険解約返戻金 － 4,012 

その他 1,428 1,363 

営業外収益合計 1,550 5,978 

営業外費用   

支払利息 27,408 26,091 

株式交付費償却 10,706 10,628 

その他 2,217 － 

営業外費用合計 40,331 36,719 

経常損失（△） △114,156 △50,937 

税金等調整前四半期純損失（△） △114,156 △50,937 

法人税、住民税及び事業税 3,456 19,006 

法人税等調整額 － △145 

法人税等合計 3,456 18,860 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △117,612 △69,798 

四半期純損失（△） △117,612 △69,798 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △117,612 △69,798 

四半期包括利益 △117,612 △69,798 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △117,612 △69,798 
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当社グループは、前連結会計年度まで６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、当第３四半期連結累計期間におきましても、営業損失 千円、四半期純損失 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」、「財務体質の改善」及び「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、ワイヤレスホルタ心電計の独占販売を行っているセレブリックス・ヘルスケア社が、この1年の営業活

動の結果が出てくる時期であります。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。 

  

＜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最大限の回復を目指します。 

 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＞ 

 前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、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、四半期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

響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

  

 該当事項はありません。  

   

   

 １ 当社の上場廃止予定及び今後の組織再編計画 

    当社は、平成24年11月26日開催の取締役会において、当社の代表取締役である江川利彦並びに取締役である高橋 

   二郎によるＭＢＯの一環として行われるレッドオスカーキャピタル株式会社（江川利彦及び高橋二郎が、発行済株 

     式を全て保有する特定目的会社）による当社普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。） 

   に賛同することを決議いたしました。本公開買付の結果、レッドオスカーキャピタル株式会社は、平成25年１月15 

     日の買付け期間終了により当社の普通株式92,253株を取得することとなりました。 

    当社は、本公開買付け後、以下の手続きを実施する予定であり、これに伴い当社株式は上場廃止になる予定であ 

   ります。 

  

   １） 当社は、平成25年3月上旬に開催が予定されている臨時株主総会及び普通株式の株主による種類株主総会にお 

   いて、定款の一部変更をして種類株式発行会社とすること、定款の一部変更をして全ての当社普通株式に全部取得 

    条項を付すこと、及び当該全部取得条項が付された当社普通株式の全部（当社の保有する自己株式を除きます。） 

   を取得し、これと引換えに別の種類の株式を交付することを付議する予定であります。 

  

   ２） １）が決議されますと、当社は上記１）による変更後の当社定款の定めに基づき、全部取得条項が付された当

   社普通株式の全部（当社の保有する自己株式を除きます。）を取得し、当社の株主には当該取得の対価として別の 

（３）継続企業の前提に関する注記

△20,196 △69,798

△261,350

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象
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   種類株式を交付する予定であります。この際、交付されるべき当該当社株式の数が1株に満たない端数となる株主に

   対しては、法令の手続きに従い、当該端数の合計数を売却すること等によって得られる金銭が交付され予定であり 

   ます。  

    

     またその後、当社及びレッドオスカーキャピタル株式会社との間で、当社を存続会社とする吸収合併を行うこ    

   とにより、組織再編を検討しております。 

  

  

 ２  資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分 

    当社は、平成25年２月６日開催の取締役会において、平成25年３月上旬開催予定の臨時株主総会に、下記のとお 

   り、資本金及び資本準備の額の減少並びに剰余金の処分について付議することを決議いたしました。  

  

 １）資本金の額の減少の目的 

    当社は、誠に遺憾ながら前連結会計年度まで６期連続して営業損失を計上しており、平成24年６月28日において 

   「債務超過」の猶予期間入り銘柄及び監視区分銘柄に指定されております。 

  当社は、会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、未処理損失を解消し、今後の財務体質の強化 

  を図るため、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替え、かつ、前記資本金及び資本準 

  備金の額の減少の効力が生じた後のその他資本剰余金を欠損の補填に充てるため、繰越利益剰余金に振り替える 

  ものであります。 

  

  ２）資本金の額の減少の要領 

    資本金の額1,057,921千円のうち、957,921千円を減少し、その他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金額 

   を100,000千円といたします。 

   なお、発行済株式総数の変更を行わず、資本金の額のみを減少いたします。 

  

  ３）資本準備金の額の減少の要領 

    資本準備金の額1,189,559千円のうち全額を減少し、その他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金額を 

   ０円といたします。 

     

  ４）剰余金処分の内容 

    会社法第452条の規定に基づき、上記の効力が生じた後のその他資本剰余金2,147,480千円を全部減少して、繰 

   越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当いたします。 

  

    ５） 今後の見通し 

   本件は「純資産の部」の勘定振替であり、当社の損益及び純資産の額に与える影響はありません。また、発行済 

 株式総数に変更はございませんので、株主の皆様のご所有株式数及び１株当たり純資産額に影響を与えるものでは 

  ございません。                                             
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