
 
- 1 - 

平成 20 年４月４日 

各    位 

 

会 社 名  ステラ・グループ株式会社 

代表者名  代表取締役社長 細川 信文 

        （コード番号8206  大証2部） 

問合せ先  取締役 上野 孝一 

          Tel （03）5425－2511 

 

 

特別損失の計上および 
平成 20 年２月期業績予想（個別）修正に関するお知らせ 

 

 

当社は、現在集計中の平成 20 年２月期（平成 19 年３月１日から平成 20 年２月 29 日まで）決算（個

別）において、下記のとおり特別損失を計上することといたしました。また、平成 20 年２月 21 日に

発表いたしましたグローバル・ファンデックス株式会社（以下、「ＧＦ」）譲渡に伴う特別損失計上の

見込み（個別・連結）について、その後の状況に伴い、下記のとおり修正いたしましたので、お知ら

せいたします。 

これらに伴い、平成 19 年 10 月 26 日に発表いたしました平成 20 年２月期業績予想（個別）を下記

のとおり修正いたしましたので、併せてお知らせいたします。 

なお、平成 20 年２月期業績予想（連結）につきましても、修正が必要になりますが、現在精査中で

あり、見通しが明らかになり次第お知らせいたします。 

 

記 

 

１. 特別損失の計上の内容 

①子会社株式評価損  1,576,458 千円 

平成 20 年３月７日付でお知らせいたしましたとおり、当社貸借対照表における株式の資産額に

対する時価の下落率が 50％以上を越えているものについては、当社会計基準に基づき、既に減損

処理を行いました。 

それ以外の当社が保有する株式のうち、連結子会社である株式会社プロジェ・ホールディングス

（大証・名証２部、コード番号 3114 、以下「プロジェ」）および株式会社オーエー・システム・

プラザ（JASDAQ、コード番号 7491、以下「ＯＡシステム・プラザ」）株式については、既に今中間

期末にて減損処理を行っておりますが、その後の証券市場における株価動向を勘案し、今決算期末

（平成 20 年２月 29 日）時点で下落率 50％を超えてはおりませんが、当社内にて検討の結果、今

決算期末においても両社株式の減損による評価損の計上を行うことが適切であるとの結論に達し

ました。そのため、当社単体決算（個別）において、プロジェ株式 473,583 千円、ＯＡシステム・

プラザ株式 567,145 千円の評価損を特別損失として計上することといたしました。 

また、連結子会社である株式会社エルメ株式（非上場）についても、同社の純資産額の減少と今

後の回復可能性を検討した結果、535,730 千円の評価損を特別損失として計上することといたしま

した。 
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②投資有価証券評価損  29,999 千円 

当社が保有している非上場会社の社債（30,000 千円）につき、同社の財務内容を勘案すると、

償還期日（平成 20 年 10 月 30 日）での償還にリスクがあると判断し、備忘価格１円として、残額

29,999 千円を投資有価証券評価損として計上することといたしました。 

 

③貸倒引当金繰入  22,920 千円 

長期未収入金になっているもののうち、回収可能性が低いと判断した 22,920 千円につき、100％

貸倒引当金繰入の計上を行うことといたしました。 

 

 

２. 特別損失計上の修正の内容 

平成 20 年２月 21 日付で、ＧＦ譲渡に伴う特別損失の見込みとして、単体 3,757 百万円、連結

3,683 百万円とお知らせいたしました。 

これは当時、同時進行でＧＦ関連の処理を進めていく中で、譲渡の開示に当たり、業績への影響

額を早急に算出する必要に迫られた中で、当社としては、ＧＦは実質債務超過の状態であり、その

後の状況も不透明であると判断して、ＧＦへの当社債権額（945 百万円）に対して、保守的に 100％

の貸倒引当金設定の考えで開示を行いました。 

しかし、その後、監査法人と協議する中で、本来の会計基準では、債権額と担保価値（保全額）

との不足部分について 50％の貸倒引当金設定を行うものであり、当社は、物上担保設定により債

権額全額の保全を行っているため、100％の貸倒引当金設定を行うことは過度の保守主義になって

しまうことが判明、今回改めて当該債権の回収可能性を検討いたしました。その結果、債権保全は

行っているものの、その回収は長期間になる可能性が考えられるため、結論として 50％の貸倒引

当金繰入を行うこととし、そのため、ＧＦ譲渡に伴う特別損失を下記のとおり修正することにいた

しました。 

本来であれば、平成 20 年２月 21 日の開示の際に、上記のような検証を行ったうえで、その影響

額を発表すべきでありました。しかし、当時はそこまでの検証ができずに、発表に至ってしまった

ことを深くお詫び申し上げます。 

なお、本件特別損失計上の修正につきましては、個別については下記（３ページ記載）の平成

20 年２月期・個別業績予想修正に反映させております。また、連結については、後日発表予定の

平成 20 年２月期・連結業績予想修正において反映させたものをお知らせいたします。 

 

＜個別＞                            （単位：千円） 

 変更前 ① 

（平成 20 年２月 21 日）

変更後 ② 

（本件） 
差額（①－②） 

ＧＦ株式評価損 2,811,453 2,811,453 － 

貸倒引当金 945,908 472,954 △472,954 

計 3,757,362 3,284,408 △472,954 

※1. 貸倒引当金繰入を、100％繰入から、50％繰入に変更。その差額分（472 百万円）が 

当該特別損失の減少額となります。 

2. 本件につきましては、３ページ記載の平成 20 年２月期・個別業績予想修正に反映 

させております。 
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＜連結＞                            （単位：千円） 

 変更前 ① 

（平成 20 年２月 21 日）

変更後 ② 

（本件） 
差額（①－②） 

のれん一括償却 2,738,063 2,738,063 － 

貸倒引当金 945,908 472,954 △472,954 

計 3,683,971 3,211,017 △472,954 

※1. 貸倒引当金繰入を、100％繰入から、50％繰入に変更。その差額分（472 百万円）が 

当該特別損失の減少額となります。 

2. 本件につきましては、後日発表予定の平成 20 年２月期・連結業績予想修正に反映 

させたものをお知らせいたします。 

 

 

３ 平成20年２月期・個別業績予想数値の修正（平成19年３月１日から平成20年２月29日まで） 

上記特別損失の計上および平成 20 年３月７日に発表いたしました「投資有価証券評価損に関す

るお知らせ」、ならびに最近の当社の動向等を踏まえ、平成 20 年２月期（平成 19 年３月１日から

平成 20 年２月 29 日まで）の個別業績予想を修正いたしましたので、下記のとおりお知らせいた

します。 

なお、平成 20 年２月期・連結業績予想についても修正の必要がありますが、現在精査中であり、

見通しが明らかになり次第お知らせいたします。 

 （単位：百万円） 

  売上高 営業利益 経常利益
当期 
純利益 

１株当り 
当期純利益

前回発表予想（Ａ） 

(平成19年10月26日発表）     
120 △330 △400 △3,550 △21円21銭

今回修正予想（Ｂ） 120 △280 △320 △8,478 △49円88銭

増減額（Ｂ－Ａ） － 50 80 △4,928 △28円67銭

増減率（％）（Ｂ－Ａ）/（Ａ） － － － － －

前期（平成19年２月期）実績 83 △923 △953 △3,471 △25円81銭

 
（注）上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来に関する前提・見

通し・計画に基づき当社が判断したものであり、リスクや不確定要素を含んだものです。実際の業績は、今

後の様々な要因によって大きく変化する可能性がありますので、これら業績等の予想に全面的に依拠して投

資等の判断を行うことは差し控え下さい。 

以 上 
 

 

＜補足＞ 

グローバル・ファンデックス（ＧＦ）の無償譲渡による損失計上について 

上記２ページでも触れましたように、当社は平成 20 年２月 21 日付で、連結子会社であったＧＦ

を株式会社バリュークリエイト（以下、「バリュークリエイト社」）に無償譲渡し、それに伴い、単

体 3,284 百万円、連結 3,211 百万円（本件修正後）の特別損失を計上いたします。 

  当社としては、現在ベルリバーファイナンス株式会社の主導の下で、当社グループのこれまでの

事業を見直し、当社および各グループ企業の事業戦略の再構築を進めております。このような状況
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下において、事業の選択と経営資源の集中という観点から、実質債務超過に陥っているＧＦを継続

支援し、同社の収益力の回復および財務状況の改善を図るには、かなりの時間と資金が必要であり、

当社グループ内でのＧＦ再生は難しいと判断せざるをえませんでした。 

そのため、当社の債権（当社が行った保証債務の代位弁済分が主体）については、担保設定なら

びに代位弁済した貸付先からの担保譲受（合計で設定額約12億円）を行い、当該担保物件の売却か

ら返済までを、長期スタンスで当社が待つ事を了解し、ＧＦ従業員の雇用確保を前提にして、現状

のままＧＦの運営を引き継いでいただけると申し出のあった、バリュークリエイト社に無償譲渡を

行ったものであります。 

なお、現在につきましては、債務との兼ね合いで、バリュークリエイト社主導のもとで、債権債

務の整理・分割を行ったうえで、雇用を希望する従業員に対してはバリュークリエイト社が責任を

持って新会社へ転籍させており、ＧＦ自体は現在実質的には従業員０であり、今後弁護士一任のも

とで、任意整理の方向と聞いております。なお、ＧＦをバリュークリエイト社が他社へ譲渡したと

いう事実はない、と聞いております旨、付け加えさせていただきます。 

 

 
 


