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平成 20 年４月 30 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 

 

（訂正）「平成 20 年２月期決算短信」の一部修正に関するお知らせ 
 

本日、平成20年４月30日に当社連結子会社である株式会社プロジェ・ホールディングス（コード番

号3114 大証・名証2部）より発表されました決算修正、および継続企業の前提に関する事項について

の注記を行うことを決定したことを受けまして、平成20年４月15日に発表いたしました「平成20年２

月期決算短信」の記載につき、下記のとおり修正させていただきます。 

なお、参考資料といたしまして、今回修正後の「平成20年２月期決算短信」（修正箇所は、＿ にて

表示しております。）を添付いたします。 

記 

【修正箇所一覧】 

ページ 項目 

当期純損失 1. 平成 20 年２月期の連結業績 

(1) 連結経営成績 １株当たり当期純損失 

総資産 

純資産 

自己資本比率 

１株当たり純資産 

１頁 

(2)連結財政状態 

（参考）自己資本 

４．その他 

(2) 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（連結財務諸

表作成のための基本となる重要な事項の

変更に記載されるもの） 

(注) 

ページ数 ２頁 

４．その他 

(3）発行済株式数（普通株式） 

（注） 

ページ数 

３頁 １．経営成績 

(1)経営成績に関する分析 

5 段落 2行目文末 

１．経営成績 

(1)経営成績に関する分析 

（次期の見通し） 

2 段落 3行目 

1 段落 1行目 

４頁 

１．経営成績 

(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） 

3 段落 1行目 
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ページ 項目 

１．経営成績 

(2)財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（純資産） 

1 段落 2行目 ５頁 

②キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

1 段落 2行目 

貸倒引当金 

流動資産合計 

流動資産合計構成比 

有形固定資産合計 構成比 

８頁 ４．連結財務諸表 

(1)連結貸借対照表 

当連結会計年度 

(平成 20 年２月 29 日) 

無形固定資産合計 構成比 

投資その他の資産合計 構成比 

固定資産合計 構成比 

資産合計 

流動負債合計 構成比 

固定負債合計 構成比 

９頁 ４．連結財務諸表 

(1)連結貸借対照表 

当連結会計年度 

(平成 20 年２月 29 日) 

負債合計 構成比 

資本金 構成比 

資本剰余金 構成比 

利益剰余金  

利益剰余金 構成比 

株主資本合計 

株主資本合計 構成比 

少数株主持分  

少数株主持分 構成比 

純資産合計 

純資産合計 構成比 

10 頁 ４．連結財務諸表 

(1)連結貸借対照表 

当連結会計年度 

(平成 20 年２月 29 日) 

負債純資産 合計 

貸倒引当金繰入 

特別損失計 

特別損失計 百分比 

税金等調整前当期純損失 

税金等調整前当期純損失 百分比 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 

少数株主利益又は少数株主損失（△）百分比

当期純損失 

12 頁 ４．連結財務諸表 

(2)連結損益計算書 

当連結会計年度 

（自 平成 19 年３月１日 

 至 平成 20 年２月 29 日） 

当期純損失 百分比 
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ページ 項目 

利益剰余金 当期純損失(△) 

利益剰余金 連結会計年度中の変動額合計 

利益剰余金 平成 20 年２月 29 日残高 

株主資本合計 当期純損失(△) 

株主資本合計 連結会計年度中の変動額合計

株主資本合計 平成 20 年２月 29 日残高 

少数株主持分 株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 

少数株主持分 連結会計年度中の変動額合計

少数株主持分 平成 20 年２月 29 日残高 

純資産合計 当期純損失(△) 

純資産合計 株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 

純資産合計 連結会計年度中の変動額合計 

14 頁 ４．連結財務諸表 

(3)連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度 

（自 平成 19 年３月１日 

 至 平成 20 年２月 29 日） 

純資産合計 平成 20 年２月 29 日残高 

税金等調整前当期純損失(△) 15 頁 ４．連結財務諸表 

(4)連結キャッシュ・フロー計算書 

当連結会計年度 

（自 平成 19 年３月１日 

 至 平成 20 年２月 29 日） 

貸倒引当金の増減額(△は減少) 

（19 頁） 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる

事象又は状況 

当連結会計年度 

不動産事業 資産 

繊維事業 資産 

計 資産 

37 頁 

（38 頁） 

(セグメント情報) 

a.事業の種類別セグメント情報 

当連結会計年度 

（自 平成 19 年３月１日 

 至 平成 20 年２月 29 日） 

連結 資産 

1 株当たり純資産額 

1 株当たり当期純損失 

当期純損失  

39 頁 

（40 頁） 

（１株当たり情報） 

当連結会計年度 

（自 平成 19 年３月１日 

 至 平成 20 年２月 29 日） 普通株式に係る 当期純損失 

(52 頁) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる

事象又は状況 

第 36 期 

※ページ数（）内は、修正によりページ数に変更のあった項目の修正後の決算短信に対応するペ

ージ数となります。 
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【正誤表】 
修正内容は、以下の通りとなります。 
なお、修正箇所は、＿ にて表示しております。 
 
1 ページ 
１．平成20年２月期の連結業績（平成19年３月１日～平成20年２月29日） 

(1）連結経営成績 

 

（修正前） （％表示は対前期増減率）

 売上高 営業損失 経常損失 当期純損失 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月期 35,474 43.0 651 － 938 － 5,734 －

19年２月期 24,807 166.5 442 － 615 － 3,600 －

 
 

１株当たり 
当期純損失 

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 ％ ％ ％

20年２月期 34 01 － － － － －

19年２月期 26 76 － － － － － 
 
（修正後） （％表示は対前期増減率）

 売上高 営業損失 経常損失 当期純損失 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月期 35,474 43.0 651 － 938 － 5,958 －

19年２月期 24,807 166.5 442 － 615 － 3,600 －

 
 

１株当たり 
当期純損失 

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 ％ ％ ％

20年２月期 35 34 － － － － －

19年２月期 26 76 － － － － － 
 
 
(2）連結財政状態 

（修正前） 

 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

20年２月期 18,751 10,939 27.8 30 65

19年２月期 26,153 15,037 29.4 57 27 
（参考）自己資本 20年２月期 5,209百万円 19年２月期 7,692百万円

 

 

（修正後） 

 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

20年２月期 18,201 10,389 27.4 29 34

19年２月期 26,153 15,037 29.4 57 27 
（参考）自己資本 20年２月期 4,985百万円 19年２月期 7,692百万円
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２ページ 
４．その他 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの） (注) 

（修正前） 

（注）詳細は、26ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

（修正後） 

（注）詳細は、27ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

 

４．その他 

(3）発行済株式数（普通株式） （注） 
（修正前） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、39ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。 

（修正後） 
（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、40ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。 

３ページ 
１．経営成績 
(1）経営成績に関する分析 ５段落目 

 
（修正前） 
  グループ全体として、当連結会計年度の売上高は、35,474百万円（前年同期比43.0%増）、営業損失は651百万

円（前連結会計年度は442百万円）、経常損失は938百万円（前連結会計年度は経常損失615百万円）、当期純損

失は5,734百万円（前連結会計年度は当期純損失3,600百万円）を計上いたしました。 

 
（修正後） 
  グループ全体として、当連結会計年度の売上高は、35,474百万円（前年同期比43.0%増）、営業損失は651百万

円（前連結会計年度は442百万円）、経常損失は938百万円（前連結会計年度は経常損失615百万円）、当期純損

失は5,958百万円（前連結会計年度は当期純損失3,600百万円）を計上いたしました。 

 
４ページ 
１．経営成績 
(1）経営成績に関する分析 

（次期の見通し） 2 段落目 
 
（修正前） 
 平成21年２月期の連結業績としては、売上高25,368百万円（平成20年２月期比28.5％減）、営業利益210百万円

（平成20年２月期は651百万円の営業損失）、経常利益99百万円（平成20年２月期は938百万円の経常損失）、

当期純利益0百万円（平成20年２月期は5,734百万円の当期純損失）を見込んでおります。 

 
（修正後） 
 平成21年２月期の連結業績としては、売上高25,368百万円（平成20年２月期比28.5％減）、営業利益210百万円

（平成20年２月期は651百万円の営業損失）、経常利益99百万円（平成20年２月期は938百万円の経常損失）、

当期純利益0百万円（平成20年２月期は5,958百万円の当期純損失）を見込んでおります。 
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４ページ 
１．経営成績 
(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）１段落目 

 
（修正前） 
  流動資産は、前連結会計年度末に比べ、901 百万円減少し、12,001 百万円となりました。これは主として、

当連結会計年度において短期的なキャピタルゲインを目的とする有価証券売買を行う投資事業を廃止したことに

より、営業投資有価証券（前連結会計年度は 1,205 百万円）をすべて売却、もしくは投資有価証券へ振替を行っ

たことによるものです。 

 

（修正後） 
  流動資産は、前連結会計年度末に比べ、1,450 百万円減少し、11,452 百万円となりました。これは主として、

当連結会計年度において短期的なキャピタルゲインを目的とする有価証券売買を行う投資事業を廃止したことに

より、営業投資有価証券（前連結会計年度は 1,205 百万円）をすべて売却、もしくは投資有価証券へ振替を行っ

たことによるものです。 

 
４ページ 
１．経営成績 
(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）３段落目 

（修正前） 
  この結果、資産合計としては、18,751百万円（前年同期比7,402百万円減）となりました。 

（修正後） 
  この結果、資産合計としては、18,201百万円（前年同期比7,951百万円減）となりました。 

 
５ページ 
１．経営成績 
(2）財政状態に関する分析 

  ②キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）1段落 2行目 
 
（修正前） 

営業活動に使用した資金は△7,900 百万円（前連結会計年度は△2,754 百万円）となりました。これは主に、税

金等調整前当期純損失 7,149 百万円、のれん償却額 1,689 百万円、投資有価証券評価損 997 百万円、関係会社株

式売却損 2,793 百万円、たな卸資産の増加額 6,663 百万円の増加等によるものです。 
 
（修正後） 
営業活動に使用した資金は△7,900 百万円（前連結会計年度は△2,754 百万円）となりました。これは主に、税

金等調整前当期純損失 7,698 百万円、のれん償却額 1,689 百万円、投資有価証券評価損 997 百万円、関係会社株

式売却損 2,793 百万円、たな卸資産の増加額 6,663 百万円の増加等によるものです。 
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５ページ 
１．経営成績 
(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 （純資産） 

 
（修正前） 
   純資産は、第三者割当増資による資本金の増加がありましたが、当連結会計年度における当期純損失の計上

による利益剰余金の減少により、前年同期比4,098百万円減少し、10,939百万円となりました。 

 
（修正後） 
   純資産は、第三者割当増資による資本金の増加がありましたが、当連結会計年度における当期純損失の計上

による利益剰余金の減少により、前年同期比4,647百万円減少し、10,389百万円となりました。 

 
８ページ 
４．連結財務諸表 
(1）連結貸借対照表 

（修正前） 

  
前連結会計年度 

（平成19年２月28日） 
当連結会計年度 

（平成20年２月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 ※１ 5,067,216 3,459,514 

２ 受取手形及び売掛金 ※４ 1,485,686 1,399,964 

３ 営業投資有価証券  1,205,084 － 

４ たな卸資産 ※１ 3,461,022 5,060,795 

５ 不動産共同事業出資
金 

 915,000 1,345,000 

６ その他  799,211 1,110,928 

貸倒引当金  △30,322 △374,395 

流動資産合計  12,902,898 49.3 12,001,807 64.0

Ⅱ 固定資産   

(1）有形固定資産 ※２  

１ 建物及び構築物 ※１ 3,370,795 1,143,197 

２ 土地 ※１ 4,378,445 1,361,659 

３ その他  159,537 107,059 

有形固定資産合計  7,908,778 30.2 2,611,915 13.9

(2）無形固定資産   

１ のれん  2,036,568 437,317 

２ その他  72,317 52,153 

無形固定資産合計  2,108,886 8.1 489,471 2.6
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（修正後） 

  
前連結会計年度 

（平成19年２月28日） 
当連結会計年度 

（平成20年２月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 ※１ 5,067,216 3,459,514 

２ 受取手形及び売掛金 ※４ 1,485,686 1,399,964 

３ 営業投資有価証券  1,205,084 － 

４ たな卸資産 ※１ 3,461,022 5,060,795 

５ 不動産共同事業出資
金 

 915,000 1,345,000 

６ その他  799,211 1,110,928 

貸倒引当金  △30,322 △923,962 

流動資産合計  12,902,898 49.3 11,452,240 62.9

Ⅱ 固定資産   

(1）有形固定資産 ※２  

１ 建物及び構築物 ※１ 3,370,795 1,143,197 

２ 土地 ※１ 4,378,445 1,361,659 

３ その他  159,537 107,059 

有形固定資産合計  7,908,778 30.2 2,611,915 14.3

(2）無形固定資産   

１ のれん  2,036,568 437,317 

２ その他  72,317 52,153 

無形固定資産合計  2,108,886 8.1 489,471 2.7
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９ページ 
４．連結財務諸表 
(1）連結貸借対照表 

 

（修正前） 

  
前連結会計年度 

（平成19年２月28日） 
当連結会計年度 

（平成20年２月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

(3）投資その他の資産   

１ 投資有価証券 ※３ 290,047 699,702 

２ 長期差入保証金 ※１ 2,491,918 2,252,765 

３ 長期貸付金   10,953 956,862 

４ その他  431,328 268,038 

貸倒引当金  △70,535 △542,016 

投資その他の資産合
計 

 3,153,713 12.1 3,635,353 19.4

固定資産合計  13,171,378 50.4 6,736,740 35.9

Ⅲ 繰延資産  79,001 0.3 12,548 0.1

資産合計  26,153,278 100.0 18,751,096 100.0

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形及び買掛金 ※１ 2,202,300 1,655,996 

２ 短期借入金 ※１ 1,431,306 2,762,370 

３ 未払法人税等  372,318 69,900 

４ 賞与引当金  57,798 24,346 

５ 役員賞与引当金  2,154 2,154 

６ その他  711,779 831,347 

流動負債合計  4,777,656 18.3 5,346,114 28.5

Ⅱ 固定負債   

１ 社債  105,000 45,000 

２ 長期借入金 ※１ 1,425,612 987,082 

３ 長期預り保証金 ※１ 3,202,639 155,399 

４ 繰延税金負債  1,212,786 1,031,404 

５ 退職給付引当金  248,649 127,281 

６ その他  143,502 119,390 

固定負債合計  6,338,191 24.2 2,465,558 13.2

負債合計  11,115,847 42.5 7,811,673 41.7
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（修正後） 

  
前連結会計年度 

（平成19年２月28日） 
当連結会計年度 

（平成20年２月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

(3）投資その他の資産   

１ 投資有価証券 ※３ 290,047 699,702 

２ 長期差入保証金 ※１ 2,491,918 2,252,765 

３ 長期貸付金   10,953 956,862 

４ その他  431,328 268,038 

貸倒引当金  △70,535 △542,016 

投資その他の資産合
計 

 3,153,713 12.1 3,635,353 20.0

固定資産合計  13,171,378 50.4 6,736,740 37.0

Ⅲ 繰延資産  79,001 0.3 12,548 0.1

資産合計  26,153,278 100.0 18,201,529 100.0

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形及び買掛金 ※１ 2,202,300 1,655,996 

２ 短期借入金 ※１ 1,431,306 2,762,370 

３ 未払法人税等  372,318 69,900 

４ 賞与引当金  57,798 24,346 

５ 役員賞与引当金  2,154 2,154 

６ その他  711,779 831,347 

流動負債合計  4,777,656 18.3 5,346,114 29.4

Ⅱ 固定負債   

１ 社債  105,000 45,000 

２ 長期借入金 ※１ 1,425,612 987,082 

３ 長期預り保証金 ※１ 3,202,639 155,399 

４ 繰延税金負債  1,212,786 1,031,404 

５ 退職給付引当金  248,649 127,281 

６ その他  143,502 119,390 

固定負債合計  6,338,191 24.2 2,465,558 13.5

負債合計  11,115,847 42.5 7,811,673 42.9
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10 ページ 
４．連結財務諸表 
(1）連結貸借対照表 

 

（修正前） 

  
前連結会計年度 

（平成19年２月28日） 
当連結会計年度 

（平成20年２月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  5,292,518 20.2 6,062,518 32.3

２ 資本剰余金  6,335,874 24.2 5,713,015 30.5

３ 利益剰余金  △3,375,419 △12.9 △6,554,951 △35.0

４ 自己株式  △138,478 △0.5 △158 △0.0

株主資本合計  8,114,495 31.0 5,220,423 27.8

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価
差額金 

 △421,714 △1.6 △11,203 △0.1

評価・換算差額等合計  △421,714 △1.6 △11,203 △0.1

Ⅲ 新株予約権  110,620 0.4 105,585 0.6

Ⅳ 少数株主持分  7,234,030 27.7 5,624,617 30.0

純資産合計  15,037,430 57.5 10,939,423 58.3

負債純資産合計  26,153,278 100.0 18,751,096 100.0
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（修正後） 

  
前連結会計年度 

（平成19年２月28日） 
当連結会計年度 

（平成20年２月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  5,292,518 20.2 6,062,518 33.3

２ 資本剰余金  6,335,874 24.2 5,713,015 31.4

３ 利益剰余金  △3,375,419 △12.9 △6,778,749 △37.2

４ 自己株式  △138,478 △0.5 △158 △0.0

株主資本合計  8,114,495 31.0 4,996,625 27.5

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価
差額金 

 △421,714 △1.6 △11,203 △0.1

評価・換算差額等合計  △421,714 △1.6 △11,203 △0.1

Ⅲ 新株予約権  110,620 0.4 105,585 0.6

Ⅳ 少数株主持分  7,234,030 27.7 5,298,848 29.1

純資産合計  15,037,430 57.5 10,389,856 57.1

負債純資産合計  26,153,278 100.0 18,201,529 100.0
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12 ページ 
４．連結財務諸表 
(2）連結損益計算書 

 

（修正前） 

  
前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅵ 特別利益   

１ 固定資産売却益 ※４ 10,766 22,219  

２ 新株予約権戻入益  4,000 23,020  

３ 店舗閉鎖の違約金収
入 

※５ － 24,828  

４ 投資有価証券売却益  1,700 145,979  

５ その他  － 16,466 0.0 5,999 222,045 0.6

Ⅶ 特別損失   

１ 店舗閉鎖損失 ※６ 2,942 22,835  

２ 貸倒引当金繰入  － 820,874  

３ 固定資産売却損 ※７ 1,218 90  

４ 固定資産除却損 ※８ 24,975 248,437  

５ 減損損失 ※９ 91,973 32,019  

６ のれん一括償却額 ※10 1,829,373 1,288,316  

７ 投資有価証券評価損  427,077 997,248  

８ 事業所移転損失  30,735 4,766  

９ 店舗転貸損失 ※11 68,130 －  

10 関係会社株式売却損 ※12 － 2,793,313  

11 持分変動損失  40,517 －  

12 その他  － 2,516,944 10.1 224,626 6,432,528 18.2

税金等調整前当期純
損失 

 3,115,866 △12.6 7,149,124 △20.2

法人税、住民税及び事
業税 

 400,808 36,938  

法人税等調整額  △51,804 349,004 1.4 △116,745 △79,806 △0.2

少数株主利益又は 
少数株主損失（△） 

 135,555 0.5 △1,334,504 △3.8

当期純損失  3,600,426 △14.5 5,734,813 △16.2
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（修正後） 

  
前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅵ 特別利益   

１ 固定資産売却益 ※４ 10,766 22,219  

２ 新株予約権戻入益  4,000 23,020  

３ 店舗閉鎖の違約金収
入 

※５ － 24,828  

４ 投資有価証券売却益  1,700 145,979  

５ その他  － 16,466 0.0 5,999 222,045 0.6

Ⅶ 特別損失   

１ 店舗閉鎖損失 ※６ 2,942 22,835  

２ 貸倒引当金繰入  － 1,370,441  

３ 固定資産売却損 ※７ 1,218 90  

４ 固定資産除却損 ※８ 24,975 248,437  

５ 減損損失 ※９ 91,973 32,019  

６ のれん一括償却額 ※10 1,829,373 1,288,316  

７ 投資有価証券評価損  427,077 997,248  

８ 事業所移転損失  30,735 4,766  

９ 店舗転貸損失 ※11 68,130 －  

10 関係会社株式売却損 ※12 － 2,793,313  

11 持分変動損失  40,517 －  

12 その他  － 2,516,944 10.1 224,626 6,982,095 19.7

税金等調整前当期純
損失 

 3,115,866 △12.6 7,698,691 △21.7

法人税、住民税及び事
業税 

 400,808 36,938  

法人税等調整額  △51,804 349,004 1.4 △116,745 △79,806 △0.2

少数株主利益又は 
少数株主損失（△） 

 135,555 0.5 △1,660,273 △4.7

当期純損失  3,600,426 △14.5 5,958,611 △16.8
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14 ページ 
４．連結財務諸表 
(3）連結株主資本等変動計算書 

 

(修正前) 

当連結会計年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年２月28日残高（千円） 5,292,518 6,335,874 △3,375,419 △138,478 8,114,495

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 770,000 770,000  1,540,000

当期純損失（△） △5,734,813  △5,734,813

 企業結合による増加 1,173,269 138,374 1,311,643

 合併による剰余金の減少 △34,535  △34,535

 連結除外による剰余金の増加 23,688  23,688

自己株式の取得 △55 △55

準備金から資本金又は剰余金へ
の振替 

△2,566,127 2,566,127  

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

770,000 △622,858 △3,179,532 138,319 △2,894,071

平成20年２月29日残高（千円） 6,062,518 5,713,015 △6,554,951 △158 5,220,423

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券評

価差額金 
評価・換算差額等合

計 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成19年２月28日残高（千円） △421,714 △421,714 110,620 7,234,030 15,037,430

連結会計年度中の変動額  

新株の発行  1,540,000

当期純損失（△）  △5,734,813

  企業結合による増加  1,311,643

  合併による剰余金の減少  △34,535

  連結除外による剰余金の増加  23,688

自己株式の取得  △55

準備金から資本金又は剰余金へ
の振替 

 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

410,510 410,510 △5,034 △1,609,412 △1,203,936

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

410,510 410,510 △5,034 △1,609,412 △4,098,007

平成20年２月29日残高（千円） △11,203 △11,203 105,585 5,624,617 10,939,423
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(修正後) 

当連結会計年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年２月28日残高（千円） 5,292,518 6,335,874 △3,375,419 △138,478 8,114,495

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 770,000 770,000  1,540,000

当期純損失（△） △5,958,611  △5,958,611

 企業結合による増加 1,173,269 138,374 1,311,643

 合併による剰余金の減少 △34,535  △34,535

 連結除外による剰余金の増加 23,688  23,688

自己株式の取得 △55 △55

準備金から資本金又は剰余金へ
の振替 

△2,566,127 2,566,127  

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

770,000 △622,858 △3,403,330 138,319 △3,117,869

平成20年２月29日残高（千円） 6,062,518 5,713,015 △6,778,749 △158 4,996,625

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券評

価差額金 
評価・換算差額等合

計 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成19年２月28日残高（千円） △421,714 △421,714 110,620 7,234,030 15,037,430

連結会計年度中の変動額  

新株の発行  1,540,000

当期純損失（△）  △5,958,611

  企業結合による増加  1,311,643

  合併による剰余金の減少  △34,535

  連結除外による剰余金の増加  23,688

自己株式の取得  △55

準備金から資本金又は剰余金へ
の振替 

 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

410,510 410,510 △5,034 △1,935,181 △1,529,704

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

410,510 410,510 △5,034 △1,935,181 △4,647,574

平成20年２月29日残高（千円） △11,203 △11,203 105,585 5,298,848 10,389,856
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15 ページ 
４．連結財務諸表 
(4）連結キャッシュ・フロー計算書 

（修正前） 

  
前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

１ 税金等調整前当期純損
失（△） 

 △3,115,866 △7,149,124 

２ のれん償却額  2,025,574 1,689,853 

３ 減価償却費  292,339 210,270 

４ 減損損失  91,973 32,019 

５ 有価証券評価損  207,813 － 

６ 営業投資有価証券評価
損 

 313,880 － 

７ 繰延資産償却  83,309 86,683 

８ 持分法による投資損失  41,809 － 

９ 投資事業組合受入損益  183,054 － 

10 貸倒引当金の増減額
（△は減少） 

 △10,901 819,784 

11 退職給付引当金減少額  △110,368 △121,367 

12 受取利息及び受取配当
金 

 △13,995 △21,942 

13 支払利息  80,337 261,897 

14 固定資産除却損  24,975 248,437 

15 固定資産売却益   － △22,219 

16 店舗転貸損失  68,130 － 

17 持分変動損失  40,517 － 

18 有価証券の増加額  △174,210 － 

19 営業投資有価証券の減
少額 

 336,512 － 

20 投資有価証券評価損  427,077 997,248 

21 投資有価証券売却益  － △145,979 

22 売上債権の減少額  189,958 35,461 

23 関係会社株式売却損  － 2,793,313 

24 たな卸資産の増加額  △1,616,958 △6,663,934 

25 仕入債務の増減額（△
は減少） 

 △434,909 315,293 

26 不動産共同事業出資金
の増加額 

 △915,000 △430,000 

27 流動資産その他の増減
額（△は増加） 

 △92,928 37,550 

 



 - 18 - 

（修正後） 

  
前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

１ 税金等調整前当期純損
失（△） 

 △3,115,866 △7,698,691 

２ のれん償却額  2,025,574 1,689,853 

３ 減価償却費  292,339 210,270 

４ 減損損失  91,973 32,019 

５ 有価証券評価損  207,813 － 

６ 営業投資有価証券評価
損 

 313,880 － 

７ 繰延資産償却  83,309 86,683 

８ 持分法による投資損失  41,809 － 

９ 投資事業組合受入損益  183,054 － 

10 貸倒引当金の増減額
（△は減少） 

 △10,901 1,369,351 

11 退職給付引当金減少額  △110,368 △121,367 

12 受取利息及び受取配当
金 

 △13,995 △21,942 

13 支払利息  80,337 261,897 

14 固定資産除却損  24,975 248,437 

15 固定資産売却益   － △22,219 

16 店舗転貸損失  68,130 － 

17 持分変動損失  40,517 － 

18 有価証券の増加額  △174,210 － 

19 営業投資有価証券の減
少額 

 336,512 － 

20 投資有価証券評価損  427,077 997,248 

21 投資有価証券売却益  － △145,979 

22 売上債権の減少額  189,958 35,461 

23 関係会社株式売却損  － 2,793,313 

24 たな卸資産の増加額  △1,616,958 △6,663,934 

25 仕入債務の増減額（△
は減少） 

 △434,909 315,293 

26 不動産共同事業出資金
の増加額 

 △915,000 △430,000 

27 流動資産その他の増減
額（△は増加） 

 △92,928 37,550 
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37 ページ（38 ページ） 
（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

（修正前） 
当連結会計年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

 

婦人子供
服販売事

業 
（千円） 

投資事業 
（千円） 

ＩＴソリ
ューショ
ン事業 

（千円）

広告事業
（千円）

ＰＣ販売
事業 

（千円）

不動産事
業 

（千円）

繊維事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は
全社 

（千円）
連結 

Ⅰ 売上高及び

営業損益 
    

売上高     

(1）外部顧客に

する売上高 
5,132,652 635 2,132,339 4,433,986 7,560,675 15,152,728 1,061,304 35,474,322 － 35,474,322

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

－ 101,668 12,287 38,971 － － － 152,927 （152,927) －

計 5,132,652 102,303 2,144,626 4,472,958 7,560,675 15,152,728 1,061,304 35,627,250 (152,927) 35,474,322

営業費用 5,423,697 193,289 2,172,411 4,350,627 7,617,974 15,144,258 1,178,708 36,080,968 44,915 36,125,883

営業利益又

は営業損失

（△） 

△291,045 △90,986 △27,784 122,330 △57,299 8,470 △117,403 △453,718 (197,842) △651,560

Ⅱ 資産、減価

償却費及び

資本的支出 

    

資産 2,017,553 193,507 861,169 896,805 4,030,884 9,689,198 628,278 18,317,397 433,699 18,751,096

減価償却費 61,257 － 23,326 2,482 41,220 43,381 1,316 172,986 27,517 200,503

資本的支出 78,336 － 21,191 1,918 188,185 35,465 20,201 345,297 5,445 350,742

 
（修正後） 

当連結会計年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

 

婦人子供
服販売事

業 
（千円） 

投資事業 
（千円） 

ＩＴソリ
ューショ
ン事業 

（千円）

広告事業
（千円）

ＰＣ販売
事業 

（千円）

不動産事
業 

（千円）

繊維事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は
全社 

（千円）
連結 

Ⅰ 売上高及び

営業損益 
    

売上高     

(1）外部顧客に

する売上高 
5,132,652 635 2,132,339 4,433,986 7,560,675 15,152,728 1,061,304 35,474,322 － 35,474,322

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

－ 101,668 12,287 38,971 － － － 152,927 （152,927) －

計 5,132,652 102,303 2,144,626 4,472,958 7,560,675 15,152,728 1,061,304 35,627,250 (152,927) 35,474,322

営業費用 5,423,697 193,289 2,172,411 4,350,627 7,617,974 15,144,258 1,178,708 36,080,968 44,915 36,125,883

営業利益又

は営業損失

（△） 

△291,045 △90,986 △27,784 122,330 △57,299 8,470 △117,403 △453,718 (197,842) △651,560

Ⅱ 資産、減価

償却費及び

資本的支出 

    

資産 2,017,553 193,507 861,169 896,805 4,030,884 9,127,817 640,092 17,767,830 433,699 18,201,529

減価償却費 61,257 － 23,326 2,482 41,220 43,381 1,316 172,986 27,517 200,503

資本的支出 78,336 － 21,191 1,918 188,185 35,465 20,201 345,297 5,445 350,742
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39 ページ（40 ページ） 
（１株当たり情報） 

（修正前） 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

１株当たり純資産額 57円27銭 30円65銭 

１株当たり当期純損失 26円76銭 34円01銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益 

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。 

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。 

 （注） １株当たり当期純損失の算定上の基礎 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

当期純損失 3,600,426千円 5,734,813千円 

普通株式に係る当期純損失 3,600,426千円 5,734,813千円 

普通株主に帰属しない金額 －千円 －千円 

普通株式の期中平均株式数 134,537千株 168,610千株 

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まれなか

った潜在株式の概要 

新株予約権４種類 

（株式の数17,615千株） 

新株予約権４種類 

（株式の数8,727千株） 

 

（修正後） 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

１株当たり純資産額 57円27銭 29円34銭 

１株当たり当期純損失 26円76銭 35円34銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益 

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。 

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。 

 （注） １株当たり当期純損失の算定上の基礎 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

当期純損失 3,600,426千円 5,958,611千円 

普通株式に係る当期純損失 3,600,426千円 5,958,611千円 

普通株主に帰属しない金額 －千円 －千円 

普通株式の期中平均株式数 134,537千株 168,610千株 

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まれなか

った潜在株式の概要 

新株予約権４種類 

（株式の数17,615千株） 

新株予約権４種類 

（株式の数8,727千株） 

 

（19 ページ）及び（52 ページ） 
継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

添付の修正後の「平成20年２月期 決算短信」をご参照下さい。 

以 上 



 訂正・修正版
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上場会社名 ステラ・グループ株式会社 上場取引所 大証２部

コード番号 8206 ＵＲＬ　http://www.stellargroup.co.jp/

代表者　　　　　（役職名）代表取締役社長 （氏名）細川　信文

問合せ先責任者　（役職名）取締役 （氏名）上野　孝一 ＴＥＬ　（03）5425－2511

定時株主総会開催予定日 平成20年５月29日   

有価証券報告書提出予定日 平成20年５月30日

（百万円未満切捨て）

１．平成20年２月期の連結業績（平成19年３月１日～平成20年２月29日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業損失 経常損失 当期純損失

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月期 35,474 43.0 651 － 938 － 5,958 －

19年２月期 24,807 166.5 442 － 615 － 3,600 －

１株当たり
当期純損失

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 ％ ％ ％

20年２月期 35 34 － － － － －

19年２月期 26 76 － － － － －

（参考）持分法投資損益 20年２月期 －百万円 19年２月期 △41百万円

(2）連結財政状態

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

20年２月期 18,201 10,389 27.4 29 34

19年２月期 26,153 15,037 29.4 57 27

（参考）自己資本 20年２月期 4,985百万円 19年２月期 7,692百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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

20年２月期 △7,900 3,063 3,209 3,194

19年２月期 △2,754 △2,051 198 4,822

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金
総額

（年間）

配当性向
（連結）

純資産
配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 　円 銭 　円 銭 百万円 ％ ％

　19年２月期 － － － － 0 00 － － －

　20年２月期 － － － － 0 00 － － －

21年２月期（予想） － － － － 0 00 　　　　　－ － 　　　　　－

３．平成21年２月期の連結業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 13,845 △22.7 △4 － △13 － △60 － △0 25

通期 25,621 △27.8 190 － 138 － 26 － 0 11

－ 1 －



４．その他

(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）　有

新規 １社
（社名　グローバル・ファンデック

ス㈱）
除外 ６社

（社名　㈲ハーバーファンディング、

㈱ジャクスタポーズ、同興ニット㈱、

㈱同興システム、グローバル・ファ

ンデックス㈱、㈱オーエー・システ

ムズ）

（注）詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、27ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年２月期 169,935,000株 19年２月期 135,982,000株

②　期末自己株式数 20年２月期 2,145株 19年２月期 1,663,053株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、40ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年２月期の個別業績（平成19年３月１日～平成20年２月29日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業損失 経常損失 当期純損失

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月期 119 142.7 280 － 319 － 8,477 －

19年２月期 83 △85.0 923 － 953 － 3,471 －

１株当たり
当期純損失

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

20年２月期 50 28 － －

19年２月期 25 81 － －

(2）個別財政状態

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

20年２月期 3,838 3,312 86.2 19 48

19年２月期 8,921 8,706 97.3 64 65

（参考）自己資本 20年２月期 3,309百万円 19年２月期 8,683百万円

２．平成21年２月期の個別業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 61 90.6 △136 － △160 － △101 － △0 43

通期 309 259.7 △70 － △81 － 17 － 0 07

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した業績予想は、本資料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。

ステラ・グループ株式会社　平成 20 年２月期　決算短信（訂正・修正版）

－ 2 －



１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当連結会計年度におけるわが国経済は、輸出の増加や堅調な設備投資に支えられ、景気は緩やかな回復基調で推移し

ましたが、米国サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱や、原油価格や原材料の高騰による製品価格の上

昇等により、一転して景気の先行きに不透明感を増しつつあり、そのため個人消費は本格的に回復するには至りません

でした。

このような経済情勢の下、当社グループは連結子会社11社（当連結会計年度末である平成20年２月29日現在）で構成

され、グループ価値の増大を目指し、営業活動を推し進めてまいりました。

 　 また、当連結会計年度から当社は、短期的なキャピタルゲインを目的とする有価証券の売買を行う投資事業を行わな

いこととし、キャッシュ・フローを重視し、当社グループの事業戦略の再構築を進めております。

    そのため、当連結会計年度においても、当社グループの再構築を進めた結果、連結子会社２社の譲渡（㈱ジャクスタ

ポーズ、グローバル・ファンデックス㈱）、残存の保有有価証券の減損等を行ったことにより、大幅な損失を計上する

こととなりました。

　グループ全体として、当連結会計年度の売上高は、35,474百万円（前年同期比43.0%増）、営業損失は651百万円（前

連結会計年度は442百万円）、経常損失は938百万円（前連結会計年度は経常損失615百万円）、当期純損失は5,958百万

円（前連結会計年度は当期純損失3,600百万円）を計上いたしました。

 

 （婦人子供服販売事業）

　当連結会計年度は、梅雨時の異常低温や台風の上陸、10月初めまでの残暑、更に本格的な冬の到来が年明けとなるな

ど、天候不順が大きく影響しました。そのため、平年より平均気温が高く推移したことで、秋冬商品の立ち上がり期や

実需期において苦戦を強いられるなど、厳しい環境となりました。また、衣料消費の減少傾向が続く中、流通再編、SPA

業態（製造小売業）の参入進展等、企業間格差が拡大し、競合はさらに熾烈さを増しております。

  　このような状況の下、株式会社エルメは、店舗営業競争力アップを目指し、既存業態の強化と新規ブランドの育成に

注力し、スクラップ＆ビルドを含む店舗の再整備、エリアマーケティング重視による品揃え等により、収益確保に向け、

努めてまいりました。しかし、量販型専門店という業態自体の地盤沈下の中、苦戦が続く結果となりました。

  　また、イタリアンジュエリーブランドの輸入販売を展開していた株式会社ジャクスタポーズは、ブランド浸透を狙っ

て開設した六本木と博多の２店舗に見合う収益確保が遅れていたため、当社としてはキャッシュ・フローを重視し、グ

ループの事業再構築を図る状況下において、平成19年９月同社を譲渡し、当社グループから切り離す決断を行いました。

 　 これにより、婦人子供服販売事業の売上高は5,132百万円（前年同期比8.2％減）となりました。

 

 （投資事業）

 　　投資事業に関しては、当社は短期的なキャピタルゲインを目的とする有価証券の売買を行う投資事業を行わないこと

としたため、当年度における売上高は軽微であります。

 

 （ＩＴソリューション事業）

 　　バイリンガルのＩＴ人材に特化した人材派遣及び紹介業により特異なポジションを確立している株式会社パナッシュ

は、システム構築・運営のアウトソーシングの受注に重点をおいて活動してまいりましたが、メインのクライアントで

ある国内外資系金融機関からの受注が、米国サブプライムローン問題に端を発する業績不振により低迷し、下期からは

苦戦を強いられる結果となりました。

 　　また、顧客情報等のデータベースを基に、ＷＥＢ企画からシステム構築・運営、販売促進活動支援までの幅広いサー

ビスを提供しております株式会社ディーアンドアール・インテグレイツは、主要顧客であるマイクロソフト社の他に、

積極的に新規顧客の開拓に注力しておりましたが、その新規顧客獲得に遅れが生じたことから、当初の計画には及びま

せんでした。

 　　この結果、ＩＴソリューション事業は、売上高2,132百万円（前年同期比16.1％減）となりました。

 

 （広告事業）

 　　広告代理店である株式会社ダイヤモンドエージェンシーは、インターネットを利用したインタラクティブ部門の強化

や企業のブランディング戦略支援等を行っており、大手有線放送企業向けのキャンペーン支援や韓国大手企業向けなど、

大型クライアントの受注に成功しました。この結果、広告事業の売上高は4,433百万円（前年同期比34.2％増）となり

ました。
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 （ＰＣ販売事業）

 　　ＰＣ販売事業は、パソコン本体の価格下落、大型家電量販店の出店攻勢などにより、厳しい市場環境にあります。

 　　このような状況の下、ピーシーデポコーポレーション社のフランチャイジーとして、昨年９月に新規開設した一宮名

岐バイパス店（愛知県）をはじめ、全国にパソコン専門店「ＰＣ　ＤＥＰＯＴ」10店舗を運営している株式会社オー

エー・システム・プラザは、単なるパソコン販売だけでなく、光インターネットを中心としたブロードバンドソリュー

ションの提供、パソコン既保有顧客に対するウィルス対策やデータ移行等のクリニックサービスの強化や、月額会員制

の保守サービスの提供等により、利益確保に努めております。

 　　ＰＣ販売事業としては、既存店の来店客数が前年同期比113%と好調に推移したのに加え、昨年９月の新規開設店舗に

よる効果もあり、売上高は7,560百万円（前年同期比10.4％増）となりました。

 

 （不動産事業）

 　　当連結会計年度は、株式会社プロジェ・ホールディングス傘下の株式会社グローバルコーポレーションに加え、分譲

マンション販売を行うグローバル・ファンデックス株式会社が加わったことにより、不動産事業における売上高は15,152

百万円（前年同期比210.4％増）と、大幅に増加しました。

　　 しかし、分譲マンションにおいて、折からの供給過多による競争激化に加え、米国サブプライムローン問題に端を発

した金融市場の混乱により、エンドユーザーの住宅ローン審査が難しくなったこと等により、販売数の低下を招いてお

ります。事業用不動産におきましても、サブプライムローン問題による金融機関の融資引き締めに加え、昨年の建築基

準法改正による着工の遅れ等により、損益面では大きな影響を受けております。

 

（繊維事業）

 　　繊維事業は、海外からの繊維製品の輸入増加、アパレルメーカーによる海外素材・海外縫製へのシフト等により、国

内生産はますます縮小し、依然として厳しい環境が続いております。

 　　このような中、繊維事業の売上高は1,061百万円（前年同期比34.7％減）となりました。

 

 （次期の見通し）

 　　今後につきましては、金融業界におけるサブプライムローンの影響をはじめ、原油高や円高懸念等の先行き不透明感

が強まる中、当社グループを取り巻く環境は引き続き厳しいことが予想されますが、当社グループとしては、キャッ

シュ・フローを重視し、事業の選択と資源の集中という観点から、事業戦略を再構築し、収益確保を図っていきます。

なお、次期については、グローバル・ファンデックス株式会社の連結離脱により、現時点では連結売上高は大幅に減少

することを見込んでおります。現在当社では改めて今後の事業計画の見直しを行っており、確定次第お知らせするとと

もに、業績予想につきましても修正が必要な場合には速やかにお知らせいたします。

平成21年２月期の連結業績としては、売上高25,621百万円（平成20年２月期比27.8％減）、営業利益190百万円（平

成20年２月期は651百万円の営業損失）、経常利益138百万円（平成20年２月期は938百万円の経常損失）、当期純利益

26百万円（平成20年２月期は5,958百万円の当期純損失）を見込んでおります。

 

(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）

流動資産は、前連結会計年度末に比べ、1,450百万円減少し、11,452百万円となりました。これは主として、当連結会

計年度において短期的なキャピタルゲインを目的とする有価証券売買を行う投資事業を廃止したことにより、営業投資

有価証券（前連結会計年度は1,205百万円）をすべて売却、もしくは投資有価証券へ振替を行ったことによるものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ、6,434百万円減少し、6,736百万円となりました。これは主として、有形固定

資産においては、連結子会社株式会社プロジェ・ホールディングスの賃貸不動産の売却等より、前年同期比5,296百万円

減少し、無形固定資産においては、のれんの一括償却等により、前年同期比1,619百万円減少したことによるものです。

この結果、資産合計としては、18,201百万円（前年同期比7,951百万円減）となりました。

 
 　（負債）

 　　 流動負債は、前連結会計年度末に比べ、568百万円増加し、5,346百万円となりました。これは主として短期借入金

が前年同期比1,331百万円増加したことによります。

 　　 固定負債は、前連結会計年度末に比べ、3,872百万円減少し、2,465百万円となりました。これは主として、連結子

会社株式会社プロジェ・ホールディングスの賃貸不動産売却に伴い、預り保証金を売却先に継承させたことにより、

長期預り保証金が大幅に減少したことによります。
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 　　 この結果、負債合計としては、7,811百万円（前年同期比3,304百万円減）となりました。

 

 　（純資産）

 純資産は、第三者割当増資による資本金の増加がありましたが、当連結会計年度における当期純損失の計上による

利益剰余金の減少により、前年同期比4,647百万円減少し、10,389百万円となりました。

 

　 ②キャッシュ・フローの状況

 　　 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の期末残高は、前年同期比1,628百万円減

少し、3,194百万円となりました。

 　　 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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）

営業活動に使用した資金は△7,900百万円（前連結会計年度は△2,754百万円）となりました。これは主に、税金等

調整前当期純損失7,698百万円、のれん償却額1,689百万円、投資有価証券評価損997百万円、関係会社株式売却損2,793

百万円、たな卸資産の増加額6,663百万円の増加等によるものです。

  （投資活動によるキャッシュ・フロー）

      投資活動に使用した資金は3,063百万円（前連結会計年度は△2,051百万円）となりました。これは主に、有形固定

資産の売却による収入5,255百万円、投資有価証券の売却による収入1,209百万円、長期貸付による支出945百万円によ

るものであります。

 　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

 　　 財務活動の結果得られた資金は3,209百万円（前連結会計年度は198百万円）となりました。これは主に、株式発行

による収入1,529百万円、短期借入金の純増による収入5,069百万円、及び長期預り保証金の返還による支出3,031百万

円によるものです。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主への利益還元を最重要な課題と考え、今後の事業展開のための財務体質の充実を勘案しながら、安定

した配当を継続的に行っていくことを基本方針としております。

  しかし、当連結会計年度におきましては当期純損失となったため、次年度の配当については、次年度の経営成績を

勘案し決定する予定です。
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２．企業集団の状況
当連結会計年度末における当社グループの事業系統図は次のとおりであります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

婦人子供服 

販売事業 

㈱エルメ 

広告事業 

㈱ダイヤモンド 
エージェンシー 

ITソリューション事業 

 

㈱ディーアンドアール・  
インテグレイツ 

㈱パナッシュ 

取  引  先 又は 一 般 消 費 者 

 

一 般 消 費 者 

当   社  (持株会社) 

ＰＣ販売事業 不動産事業 繊維事業 

 

㈱オーエー・システム・プラザ 

※１ 

投資 

㈱グローバル 

コーポレーション 

※２ 

※３  ※４  

㈱ドーコーボウ 

㈱プロジェ・ホールディングス 

 ※１ ※３ 

 

※４ 

※１　連結子会社である、株式会社プロジェ・ホールディングスは、名古屋証券取引所・大阪証券取引所市場第二部

に、株式会社オーエー・システム・プラザはジャスダック証券取引所に、それぞれ上場しております。

    ※２　連結子会社である、株式会社グローバルコーポレーションには、不動産事業を行う子会社として株式会社グロー

バルアセットマネージャーズ、有限責任中間法人ハーバーファンディング、合同会社ハーバーファンディング

二号が含まれております。

※３　連結子会社である、株式会社プロジェ・ホールディングスは、平成19年12月１日付で、ＩＴソリューション事

業を行っていた子会社である株式会社同興システムズ、および繊維事業を行っていた子会社である同興ニット

株式会社を吸収合併いたしました。

 　※４　連結子会社である、株式会社オーエー・システム・プラザは、平成19年10月１日付で、株式会社オーエー・シ

ステムズ（平成19年７月16日付で東西キャピタル株式会社より商号変更）を吸収合併いたしました。

 　※５　当社保有株式の譲渡に伴い、連結子会社であった、株式会社ジャクスタポーズは平成19年８月31日付をもって、

グローバル・ファンデックス株式会社は当連結会計年度末をもって、連結子会社から除外しております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社自体は純粋持株会社として、事業子会社の株式を中長期的に保有・支配し、事業子会社を統括して傘下各社の

価値向上に努めることで、当社グループの価値向上を目的とすることを経営の基本方針としております。

　この方針の具現化のため、選択と集中による経営資源の配分という観点から、当社グループの事業戦略の再構築を

行い、業績発展・収益確保に努めることで、連結企業価値の向上を図ります。

(2）目標とする経営指標

  当社グループは、企業価値の増大と財務体質の強化を図るための経営指標として、総資本利益率（ＲＯＡ）を重視

しつつ、最終的には株主資本利益率（ＲＯＥ）の向上を目標としております。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社グループは、新たにベルリバーファイナンス株式会社主導による経営体制刷新に伴い、現在改めて当社グルー

プの事業戦略の再構築を進めております。中長期的な当社グループの経営戦略につきましては、現在策定中であり、

確定次第速やかに発表いたします。

 

(4）会社の対処すべき課題

  当社グループは、キャッシュ・フローを重視し、収益確保を図るべく、当社グループの事業戦略の再構築を進めて

おります。

　また、これまでの経営から、当社を取り巻くレピュテーション・リスク（評価・評判の低下に伴うリスク）につい

て十分認識しております。今回改めて経営体制を刷新し、コンプライアンスとコーポレート・ガバナンスの強化を図

り、投資家、また全てのステークホルダーの皆様からの信頼を得られるように、努力を続けてまいる所存であります。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成19年２月28日）
当連結会計年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金 ※１  5,067,216   3,459,514  

２　受取手形及び売掛金 ※４  1,485,686   1,399,964  

３　営業投資有価証券   1,205,084   －  

４　たな卸資産 ※１  3,461,022   5,060,795  

５　不動産共同事業出資金   915,000   1,345,000  

６　その他   799,211   1,110,928  

貸倒引当金   △30,322   △923,962  

流動資産合計   12,902,898 49.3  11,452,240 62.9

Ⅱ　固定資産        

(1）有形固定資産 ※２       

１　建物及び構築物 ※１  3,370,795   1,143,197  

２　土地 ※１  4,378,445   1,361,659  

３　その他   159,537   107,059  

有形固定資産合計   7,908,778 30.2  2,611,915 14.3

(2）無形固定資産        

１　のれん   2,036,568   437,317  

２　その他   72,317   52,153  

無形固定資産合計   2,108,886 8.1  489,471 2.7
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前連結会計年度

（平成19年２月28日）
当連結会計年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

(3）投資その他の資産        

１　投資有価証券 ※３  290,047   699,702  

２　長期差入保証金 ※１  2,491,918   2,252,765  

３　長期貸付金   10,953   956,862  

４　その他   431,328   268,038  

貸倒引当金   △70,535   △542,016  

投資その他の資産合計   3,153,713 12.1  3,635,353 20.0

固定資産合計   13,171,378 50.4  6,736,740 37.0

Ⅲ　繰延資産   79,001 0.3  12,548 0.1

資産合計   26,153,278 100.0  18,201,529 100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　支払手形及び買掛金 ※１  2,202,300   1,655,996  

２　短期借入金 ※１  1,431,306   2,762,370  

３　未払法人税等   372,318   69,900  

４　賞与引当金   57,798   24,346  

５　役員賞与引当金   2,154   2,154  

６　その他   711,779   831,347  

流動負債合計   4,777,656 18.3  5,346,114 29.4

Ⅱ　固定負債        

１　社債   105,000   45,000  

２　長期借入金 ※１  1,425,612   987,082  

３　長期預り保証金 ※１  3,202,639   155,399  

４　繰延税金負債   1,212,786   1,031,404  

５　退職給付引当金   248,649   127,281  

６　その他   143,502   119,390  

固定負債合計   6,338,191 24.2  2,465,558 13.5

負債合計   11,115,847 42.5  7,811,673 42.9
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前連結会計年度

（平成19年２月28日）
当連結会計年度

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   5,292,518 20.2  6,062,518 33.3

２　資本剰余金   6,335,874 24.2  5,713,015 31.4

３　利益剰余金   △3,375,419 △12.9  △6,778,749 △37.2

４　自己株式   △138,478 △0.5  △158 △0.0

株主資本合計   8,114,495 31.0  4,996,625 27.5

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差
額金

  △421,714 △1.6  △11,203 △0.1

評価・換算差額等合計   △421,714 △1.6  △11,203 △0.1

Ⅲ　新株予約権   110,620 0.4  105,585 0.6

Ⅳ　少数株主持分   7,234,030 27.7  5,298,848 29.1

純資産合計   15,037,430 57.5  10,389,856 57.1

負債純資産合計   26,153,278 100.0  18,201,529 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 ※１  24,807,977 100.0  35,474,322 100.0

Ⅱ　売上原価
※１
※２

 18,775,017 75.7  27,579,035 77.7

売上総利益   6,032,960 24.3  7,895,287 22.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※３  6,475,643 26.1  8,546,848 24.1

営業損失   442,683 △1.8  651,560 △1.8

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息  6,008   20,774   

２　受取配当金  7,987   1,168   

３　為替差益  350   107   

４　貸倒引当金戻入額  25,462   10,707   

５　受取協賛金  17,809   －   

６　受取違約金収入  －   72,885   

７　受取手数料  17,049   10,509   

８　受取保険金  49,727   －   

９　その他  18,651 143,045 0.6 42,473 158,625 0.5

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  80,337   261,897   

２　社債発行費償却  2,733   1,382   

３　株式交付費償却  80,576   86,683   

４　持分法による投資損失  41,809   －   

５　支払手数料  53,636   11,179   

６　消費税等差額  3,750   5,247   

７　その他  52,907 315,750 1.3 79,316 445,707 1.3

経常損失   615,388 △2.5  938,642 △2.6
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前連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益        

１　固定資産売却益 ※４ 10,766   22,219   

２　新株予約権戻入益  4,000   23,020   

３　店舗閉鎖の違約金収入 ※５ －   24,828   

４　投資有価証券売却益  1,700   145,979   

５　その他  － 16,466 0.0 5,999 222,045 0.6

Ⅶ　特別損失        

１　店舗閉鎖損失 ※６ 2,942   22,835   

２　貸倒引当金繰入  －   1,370,441   

３　固定資産売却損 ※７ 1,218   90   

４　固定資産除却損 ※８ 24,975   248,437   

５　減損損失 ※９ 91,973   32,019   

６　のれん一括償却額 ※10 1,829,373   1,288,316   

７　投資有価証券評価損  427,077   997,248   

８　事業所移転損失  30,735   4,766   

９　店舗転貸損失 ※11 68,130   －   

10　関係会社株式売却損 ※12 －   2,793,313   

11　持分変動損失  40,517   －   

12　その他  － 2,516,944 10.1 224,626 6,982,095 19.7

税金等調整前当期純損
失

  3,115,866 △12.6  7,698,691 △21.7

法人税、住民税及び事
業税

 400,808   36,938   

法人税等調整額  △51,804 349,004 1.4 △116,745 △79,806 △0.2

少数株主利益又は
少数株主損失（△）

  135,555 0.5  △1,660,273 △4.7

当期純損失   3,600,426 △14.5  5,958,611 △16.8
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年２月28日残高（千円） 5,278,360 6,243,156 225,710 △101,477 11,645,749

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 14,158 14,107   28,265

利益処分による役員賞与   △703  △703

当期純損失（△）   △3,600,426  △3,600,426

自己株式の取得    △70,188 △70,188

自己株式の処分  78,611  33,188 111,799

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

14,158 92,718 △3,601,130 △37,000 △3,531,254

平成19年２月28日残高（千円） 5,292,518 6,335,874 △3,375,419 △138,478 8,114,495

 

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評

価差額金
評価・換算差額等

合計

平成18年２月28日残高（千円） 437,258 437,258 27,520 2,721,196 14,831,724

連結会計年度中の変動額      

新株の発行     28,265

利益処分による役員賞与     △703

当期純損失（△）     △3,600,426

自己株式の取得     △70,188

自己株式の処分     111,799

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△858,973 △858,973 83,100 4,512,833 3,736,960

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△858,973 △858,973 83,100 4,512,833 205,705

平成19年２月28日残高（千円） △421,714 △421,714 110,620 7,234,030 15,037,430
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当連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年２月28日残高（千円） 5,292,518 6,335,874 △3,375,419 △138,478 8,114,495

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 770,000 770,000   1,540,000

当期純損失（△）   △5,958,611  △5,958,611

 企業結合による増加  1,173,269  138,374 1,311,643

 合併による剰余金の減少   △34,535  △34,535

 連結除外による剰余金の増加   23,688  23,688

自己株式の取得    △55 △55

準備金から資本金又は剰余金への
振替

 △2,566,127 2,566,127   

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

770,000 △622,858 △3,403,330 138,319 △3,117,869

平成20年２月29日残高（千円） 6,062,518 5,713,015 △6,778,749 △158 4,996,625

 

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評

価差額金
評価・換算差額等

合計

平成19年２月28日残高（千円） △421,714 △421,714 110,620 7,234,030 15,037,430

連結会計年度中の変動額      

新株の発行     1,540,000

当期純損失（△）     △5,958,611

  企業結合による増加     1,311,643

  合併による剰余金の減少     △34,535

  連結除外による剰余金の増加     23,688

自己株式の取得     △55

準備金から資本金又は剰余金への
振替

     

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

410,510 410,510 △5,034 △1,935,181 △1,529,704

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

410,510 410,510 △5,034 △1,935,181 △4,647,574

平成20年２月29日残高（千円） △11,203 △11,203 105,585 5,298,848 10,389,856
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   

１　税金等調整前当期純損
失（△）

 △3,115,866 △7,698,691

２　のれん償却額  2,025,574 1,689,853

３　減価償却費  292,339 210,270

４　減損損失  91,973 32,019

５　有価証券評価損  207,813 －

６　営業投資有価証券評価
損

 313,880 －

７　繰延資産償却  83,309 86,683

８　持分法による投資損失  41,809 －

９　投資事業組合受入損益  183,054 －

10　貸倒引当金の増減額
（△は減少）

 △10,901 1,369,351

11　退職給付引当金減少額  △110,368 △121,367

12　受取利息及び受取配当
金

 △13,995 △21,942

13　支払利息  80,337 261,897

14　固定資産除却損  24,975 248,437

15　固定資産売却益  － △22,219

16　店舗転貸損失  68,130 －

17　持分変動損失  40,517 －

18　有価証券の増加額  △174,210 －

19　営業投資有価証券の減
少額

 336,512 －

20　投資有価証券評価損  427,077 997,248

21　投資有価証券売却益  － △145,979

22　売上債権の減少額  189,958 35,461

23　関係会社株式売却損  － 2,793,313

24　たな卸資産の増加額  △1,616,958 △6,663,934

25　仕入債務の増減額（△
は減少）

 △434,909 315,293

26　不動産共同事業出資金
の増加額

 △915,000 △430,000

27　流動資産その他の増減
額（△は増加）

 △92,928 37,550
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前連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

28　流動負債その他の減少
額

 △391,183 △8,818

29　役員賞与の支払額  △703 －

30　その他  53,132 133,480

小計  △2,416,628 △6,902,092

31　利息及び配当金の受取
額

 13,995 21,638

32　利息の支払額  △80,337 △272,063

33　法人税等の支払額  △271,829 △747,541

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △2,754,800 △7,900,058

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

   

１　有形固定資産の取得に
よる支出

 △136,927 △319,720

２　有形固定資産の売却に
よる収入

 20,121 5,255,155

３　無形固定資産の取得に
よる支出

 － △28,026

４　無形固定資産の売却に
よる収入 

 － 10,887

５　投資有価証券の取得に
よる支出

 △179,339 △831,687

６　投資有価証券の売却に
よる収入

 － 1,209,576

７　長期性預金の預入によ
る支出

 － △57,154

８　長期性預金の払戻によ
る収入

 103,600 4,485

９　連結範囲の変更を伴う
子会社株式の取得によ
る収入

※２ 64,173 －

10　連結範囲の変更を伴う
子会社株式の取得によ
る支出

※２ △1,552,617 △510,276

11  少数株主からの株式買
取による支出  

 △67,355 －

12　差入保証金の支払によ
る支出

 △325,044 △40,547

13　差入保証金の回収によ
る収入

 252,472 241,202

14　連結子会社株式追加取
得による支出 

 － △200,014

15　短期貸付による支出  － △267,000

16　長期貸付による支出  － △945,908
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前連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

17　長期前払費用の支払に
よる支出

 △225,000 －

18　組合解散に伴う収入  79,485 －

19　連結範囲の変更を伴う
子会社株式の売却によ
る支出 

※３ － △415,902

20　その他  △84,693 △41,286

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △2,051,124 3,063,782

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

１　新株予約権の発行によ
る収入

 87,100 －

２　株式の発行による収入  28,265 1,529,884

３　社債発行による収入  － 47,495

４　社債償還による支出  △220,000 △100,000

５　長期借入による収入  270,000 602,894

６　長期借入金の返済によ
る支出

 △1,574,711 △799,565

７　短期借入金の純増減  △109,500 5,069,405

８　連結子会社の第三者割
当増資による収入

 1,790,323 －

９　自己株式の取得による
支出

 △70,188 △55

10　連結子会社の配当金の
支払額

 － △101,299

11　長期預り保証金の返還
による支出

 － △3,031,341

12　その他  △2,671 △8,106

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 198,617 3,209,311
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前連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

 601 △1,656

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額（△は減少）

 △4,606,705 △1,628,620

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 5,538,797 4,822,650

Ⅶ　連結追加による期首現金
及び現金同等物の増加高

 3,890,557 －

Ⅷ　現金及び現金同等物の期
末残高

※１ 4,822,650 3,194,029
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

     ──────

 

当社グループは、前連結会計年度において442百万円の

営業損失および3,600百万円の当期純損失を計上し、当連

結会計年度においても651百万円の営業損失および5,958百

万円の当期純損失を計上しました。営業キャッシュ・フ

ローにおいても４期連続してマイナスとなっており、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。

連結財務諸表作成会社である当社は、当該状況を改善す

べく、平成20年４月11日に第三者割当増資1,120百万円を

調達し、当面の資金について目処をつけ、以下の改善策を

実施してまいります。

当社グループは、既存事業の強化と財務体質の改善に取

り組んでまいります。そのため、前連結会計年度まで行っ

ていた、短期的なキャピタルゲインを目的とする有価証券

の売買を行う投資事業を行わないこととし、また当連結会

計年度末までに、保有資産の洗い替え、グループ再構築に

伴う子会社の譲渡による整理等を行ってまいりました。

今後につきましては、過去の教訓を活かして大規模なM&A

を行わず、既存グループ会社の活性化を図るべく、キャッ

シュ・フローを重視しながら、収益の確保を図ってまいり

ます。また、業績が低迷している子会社については、新規

で関連事業を模索するとともに、リストラによる経費節減

を図っていく所存です。

なお、平成19年３月22日付でグローバル・ファンデック

ス株式会社の株式を取得し子会社化したことに伴い、㈱大

阪証券取引所は同社の「不適当な合併等」の規定に基づく

上場規則に従い、当社が実質的な存続会社ではないとの判

断をしました。この決定により当社は平成19年３月22日よ

り「猶予期間」（期限は平成22年２月末日）に入ることと

なりました。

当企業グループは、連結・個別共に営業利益ベースの黒

字化を達成すると共に、機能的なガバナンス体制を構築し

コンプライアンスの強化をすることによる早期の猶予期間

解除を目指します。

また当社を取り巻くレピュテーション・リスク（評価・

評判の低下に伴うリスク）により、当社グループ全体が大

きく影響を受けていることを十分認識しております。その

ため、当社グループの企業価値をこれ以上毀損しないよう

に、グループの総力を挙げて本件に取り組んでまいる所存

でございます。

連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映して

おりません。 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１　連結の範囲に関する事項

子会社は、全て連結しております。

連結子会社の数　16社

１　連結の範囲に関する事項

子会社は、全て連結しております。

連結子会社の数　11社

主要な連結子会社の名称

㈱エルメ

東西キャピタル㈱

㈱パナッシュ

㈱ディーアンドアール・インテグレイツ

㈱ダイヤモンドエージェンシー

同興紡績㈱

（現　㈱プロジェ・ホールディングス）

同興ニット㈱

㈱同興システムズ

㈱同興システムズは平成18年10月１日に同興紡績

㈱（現　㈱プロジェ・ホールデングス）から新設

分割された子会社であります。

㈱ドーコーボウ

㈱ドーコーボウは平成18年10月１日に同興紡績㈱

（現　㈱プロジェ・ホールディングス）から新設

分割された子会社であります。

㈱オーエー・システム・プラザ

㈱オーエー・システム・プラザは、前連結会計年

度において持分法適用関連会社でありましたが、

当連結会計年度において経営体制を変更し、実質

的に支配獲得していると認められたため、当連結

会計年度より連結の範囲に含めることとし、みな

し取得日を平成18年３月１日として連結しており

ます。

㈱ジャクスタポーズ

㈱ジャクスタポーズは、当連結会計年度において

株式を取得したことにより、支配獲得したため連

結子会社に含めることとしております。みなし取

得日を平成18年８月31日として連結しております。

㈱グローバルコーポレーション

㈱グローバルコーポレーションは、連結子会社で

ある同興紡績㈱（現　㈱プロジェ・ホールディン

グス）が当連結会計年度において株式を取得した

ことにより支配獲得したため、連結子会社に含め

ることとしております。みなし取得日を平成18年

10月１日として連結しております。

主要な連結子会社の名称

㈱エルメ

㈱パナッシュ

㈱ディーアンドアール・インテグレイツ

㈱ダイヤモンドエージェンシー

㈱プロジェ・ホールディングス

㈱ドーコーボウ

㈱オーエー・システム・プラザ

㈱グローバルコーポレーション

㈱グローバルコーポレーションの連結子会社で

あった(有)ハーバーファンディングは、当連結会

計年度において解散いたしました。

㈱グローバルアセットマネージャーズ

有限責任中間法人ハーバーファンディング

合同会社ハーバーファンディング二号 

 

なお、㈱オーエー・システム・プラザは、当連結

会計年度中に㈱オーエー・システムズ（旧東西キャ

ピタル㈱）を吸収合併いたしました。

㈱ジャクスタポーズは当連結会計年度中に、株式

の譲渡により子会社ではなくなっております。

㈱プロジェ・ホールディングスは当連結会計年度

中に、同興ニット㈱と㈱同興システムズを吸収合

併いたしました。

グローバル・ファンデックス㈱は、当連結会計年

度において株式を取得したことにより、支配獲得

したため連結子会社に含めることとしておりまし

た。みなし取得日を平成19年３月１日として連結

しております。 また、当連結会計年度中に株式の

譲渡により子会社ではなくなっております。みな

し離脱日を平成20年２月末日として連結しており

ます。 
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前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

㈱グローバルアセットマネージャーズ

㈲ハーバーファンディング

有限責任中間法人ハーバーファンディング

合同会社ハーバーファンディング二号

上記４社は、㈱グローバルコーポレーションの子

会社であり、当連結会計年度において連結子会社

である同興紡績㈱（現　㈱プロジェ・ホールディ

ングス）が㈱グローバルコーポレーションの株式

を取得したことにより支配獲得したため、連結子

会社に含めることとしております。みなし取得日

を平成18年10月１日として連結しております。

なお、連結子会社であった㈱エルメ・コンベックスは、

当連結会計年度において当社と合併いたしました。

また、連結子会社が管理・運営する投資事業組合に対

する出資のうち、連結会社の持分割合が過半数を超え

る投資事業組合が１ファンドございましたが、当連結

会計年度において解散いたしました。

 

 

２　持分法の適用に関する事項

持分法を適用した関連会社数　１社

㈱日本インフォメーションシステムに対して持分法を

適用しております。

なお、㈱オーエー・システム・プラザは、当連結会計

年度において経営体制を変更し、実質的に支配獲得し

ていると認められたため、新たに連結子会社となり持

分法適用の関連会社から除いております。

２　持分法の適用に関する事項

関連会社がないため該当事項はありません。

なお、㈱日本インフォメーションシステムは、当連結

会計年度において経営体制を変更し、関連会社と認め

られなくなったため、持分法適用会社から除いており

ます。
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前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、㈱パナッシュ、㈱ディーアンド

アール・インテグレイツ、㈱ダイヤモンドエージェン

シーの決算日は３月31日であり、２月28日現在で実施

した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。

同興紡績㈱（現　㈱プロジェ・ホールディングス）、

同興ニット㈱の決算日は２月末日でありますが、当該

連結子会社については14ヶ月決算になっております。

㈱同興システムズ、㈱ドーコーボウの決算日は２月末

日でありますが、当該連結子会社については平成18年

10月１日に新設されたため５ヶ月決算になっておりま

す。

㈱オーエー・システム・プラザの決算日は３月31日で

あり、12月31日現在で実施した仮決算に基づく財務諸

表を使用しております。なお、連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っ

ております。

有限責任中間法人ハーバーファンディングの決算日は

12月31日であり、同決算日現在の財務諸表を使用し、

連結決算日との間に発生した取引については、連結決

算上必要な調整を行っております。

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

グローバル・ファンデックス㈱の決算日は１月31日で

あり、１月31日現在で実施した決算に基づく財務諸表

を使用しております。なお、連結決算日との間に生じ

た重要な取引については、連結上必要な調整を行って

おります。 

 ㈱オーエー・システム・プラザの決算日は２月末日

でありますが、前連結会計年度の決算日が３月31日の

ため12月31日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表

を使用しており、当該連結子会社については14ヶ月決

算(平成19年１月１日から平成20年２月29日まで）と

なっております。

４　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

①　有価証券

ａ　売買目的有価証券（有価証券）

時価法（売却原価は移動平均法により算定）

なお、信用取引の有価証券については、売買目

的有価証券に準じ、時価法（売却原価は個別法

により算定）

４　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

①　有価証券

ａ　　　　　　──────

 

 

 

ｂ　満期保有目的の債券

償却原価法

ｂ　満期保有目的の債券

同左
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前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

ｃ　その他有価証券（営業投資有価証券を含む）

時価のあるもの

連結決算末日の市場価格等に基づく時価法（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）

ｃ　その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

（有価証券の保有目的変更）

提出会社では、平成18年８月31日開催の取締役

会において、資金運用方針の変更により有価証

券の短期的な売買（トレーディング取引）を行

わないことを決議したことに伴い、従来、売買

目的有価証券として保有しておりました株式

1,022,730千円について８月31日より保有目的

を変更し、その他有価証券としております。当

該保有目的変更の結果、有価証券（流動資産）

が1,022,730千円減少し、営業投資有価証券（流

動資産）が同額増加しております。

────── 

ｄ　投資事業組合出資金

投資事業組合等を当社及び連結子会社が管理・

運営する場合は、当該組合等の最近の財産及び

損益の状況に基づいて、組合等の資産・負債・

収益・費用を連結会社の持分割合に応じて計上

し、他社が管理・運営する場合は、当該組合等

の純資産及び純損益を連結会社の持分割合に応

じて計上しております。

なお、連結子会社が管理・運営する投資事業組

合に対する出資のうち、連結会社の持分割合が

過半数を超える投資事業組合が１ファンドござ

いましたが、当連結会計年度において解散いた

しました。

ｄ　 　　　　　──────

 

 

②　デリバティブの評価基準

時価法

②　デリバティブの評価基準

同左

③　たな卸資産

ａ　商品

婦人子供服販売事業における店舗商品は売価還

元低価法、商品センター商品は最終仕入原価法、

宝飾品は個別法による原価法を採用しておりま

す。

ＰＣ販売事業では移動平均法による原価法を採

用しております。

③　たな卸資産

ａ　商品

同左

 

ｂ　販売用不動産

不動産事業における販売用不動産は個別法によ

る原価法を採用しております。

ｂ　販売用不動産

同左
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前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

ｃ　仕掛品

ＩＴソリューション事業及び広告事業では個別

法による原価法を採用しており、繊維事業では

移動平均法による原価法を採用しております。

ｃ　仕掛品

ＩＴソリューション事業・広告事業及び不動産

事業では個別法による原価法を採用しており、

繊維事業では移動平均法による原価法を採用し

ております。

ｄ　貯蔵品

婦人子供服販売事業及びＰＣ販売事業では最終

仕入原価法を採用しており、繊維事業及び不動

産事業では移動平均法による原価法を採用して

おります。

ｄ　貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

ａ　建物及び構築物

主として定額法

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

ａ　建物及び構築物

イ　平成19年３月31日以前に取得したもの

主として旧定額法

ロ  平成19年４月１日以降に取得したもの 

主として定額法 

ｂ　その他の有形固定資産

定率法

ｂ　その他の有形固定資産

イ　平成19年３月31日以前に取得したもの 

旧定率法 

ロ　平成19年４月１日以降に取得したもの  

定率法  

②　無形固定資産

定額法

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）に基づく定額

法によっております。

②　無形固定資産

同左

(3）重要な繰延資産の処理方法

①　社債発行費

会社計算規則の規定する最長期間（３年間）にわ

たり均等償却しております。

(3）重要な繰延資産の処理方法

①　社債発行費

同左

②　株式交付費

株式交付のときより３年間にわたり定額法により

償却しております。

なお、前連結会計年度に計上しておりました「新

株発行費」は、「株式交付費」に振り替え、３年

間で均等償却しております。

前連結会計年度において営業外費用の内訳として

表示しておりました「新株発行費償却」は、当連

結会計年度より「株式交付費償却」として表示す

ることに変更しております。

②　株式交付費

株式交付のときより３年間にわたり定額法により

償却しております。
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前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒れ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々の債権の回収の可能性を

検討して、回収不能見込額を合わせて計上してお

ります。

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

従業員に支給する賞与の支出に充てるため、支給

見込額の当連結会計年度末の負担額を見積計上し

ております。

②　賞与引当金

同左

③　役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込

額に基づき計上しております。

③　役員賞与引当金

同左

④　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産に基づき計

上しております。

④　退職給付引当金

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たしている金利スワップにつ

いて特例処理によっております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　金利スワップ

ヘッジ対象　借入金利息

③　ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利ス

ワップ取引を行っております。

④　ヘッジの有効性評価の方法

特例処理によっている金利スワップについては、

有効性の評価を省略しております。
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前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①　消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①　消費税等の会計処理

同左

②　連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

②　連結納税制度の適用

同左

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

全面時価評価法を採用しております。

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６　のれん及び負ののれんの償却に関する事項

のれんは、効果の発現が見込まれる期間（10年又は20

年）で均等償却を行っております。金額の僅少なもの

については、発生年度に一括償却しております。

６　のれん及び負ののれんの償却に関する事項

同左

７　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、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満

期日の到来する流動性の高い、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

短期的な投資であります。

７　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

（役員賞与に関する会計基準）

　当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計基準第４

号）を適用しております。

　この変更により、従前の方法に比べて、営業損失、経常

損失及び税金等調整前当期純損失が2,154千円増加してお

ります。

　なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載し

ております。

（重要な減価償却資産の減価償却の方法の変更）

　法人税法改正（（所得税等の一部を改正する法律　平成

19年３月30日　法律第６号）及び（法人税法施行令の一部

を改正する政令　平成19年３月30日　政令第83号））に伴

い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得し

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

償却の方法に変更しております。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。

又、セグメント情報に与える影響も軽微であります。

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委

員会　平成15年10月31日　企業会計基準適用指針第６号）

を適用しております。

　これにより、税金等調整前当期純損失は91,973千円増加

しています。

　また、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき、各資産の金額から直接控除しております。

   ──────

　

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

　当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月９

日　企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委

員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８号）

を適用しております。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

7,692,780千円であります。

　連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度におけ

る連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則により作成

しております。

    ──────

　

 

 

（企業結合に係る会計基準等）

　当連結会計年度から「企業結合に係る会計基準」（企業

会計審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　

企業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会

　最終改正平成18年12月22日　企業会計基準適用指針第10

号）に準じた会計処理を行っております。

    ──────
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前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

（ストック・オプション等に関する会計基準等）

　当連結会計年度から「ストック・オプション等に関する

会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企

業会計基準第８号）及び「ストック・オプション等に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　最終改正

平成18年５月31日　企業会計基準適用指針第11号）を適用

しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

    ──────

 

　

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

　当連結会計年度から「繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年８月11日　実

務対応報告第19号）を適用しております。

　なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微でありま

す。

    ──────

　

 

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の

一部改正）

　当連結会計年度から、改正後の「自己株式及び準備金の

額の減少等に関する会計基準」（企業会計基準委員会　最

終改正平成18年８月11日　企業会計基準第１号）及び「自

己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会　最終改正平成18年８月11日　

企業会計基準適用指針第２号）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

    ──────
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

（連結貸借対照表）

１　当連結会計年度より、改正後の連結財務諸表規則（平

成18年４月26日内閣府令第56号）を適用し、連結調整勘

定を「のれん」として表示しております。

（連結貸借対照表）

１　従来、その他有価証券を「営業投資有価証券」に表示

しておりましたが、平成19年４月25日開催の当社取締役

会において投資事業からの撤退を決議したことに伴い、

当連結会年度より固定資産の投資その他の資産の「投資

有価証券」に含めて表示しております

 

 

２　前連結会計年度において投資その他資産の「その他」

に含めておりました「長期貸付金」（前連結会計年度

10,953千円）については、重要性が増したため、当連結会

計年度より区分掲記しております。

 

（連結損益計算書）

１　前連結会計年度において営業外費用の「その他」に含

めておりました「支払利息」（前連結会計年度2,167千

円）については、重要性が増したため、当連結会計年度

より区分掲記しております。

（連結損益計算書）

 ――――――

（連結キャッシュ・フロー計算書）

１　当連結会計年度より、改正後の連結財務諸表規則（平

成18年４月26日内閣府令第56号）を適用し、連結調整勘

定を「のれん」として表示したことに伴い、営業活動に

よるキャッシュ・フローの連結調整勘定償却額を「のれ

ん償却額」として表示しております。

　なお、前連結会計年度において、営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

連結調整勘定償却額は、10,466千円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

――――――

２　前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示しておりました「固定

資産除却損」（前連結会計年度4,600千円）については、

重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記して

おります。

３　前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示しておりました「流動

資産その他の増加額」（前連結会計年度△37,747千円）

については、重要性が増したため、当連結会計年度より

区分掲記しております。

４　前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示しておりました「流動

負債その他の減少額」（前連結会計年度21,414千円）に

ついては、重要性が増したため、当連結会計年度より区

分掲記しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年２月28日）

当連結会計年度
（平成20年２月29日）

※１　担保資産

(1）担保に供している資産

※１　担保資産

(1）担保に供している資産

定期預金 169,709千円

建物及び構築物 2,970,375千円

土地 4,213,948千円

たな卸資産

（販売用不動産）
351,634千円

長期差入保証金 2,335千円

合計 7,708,002千円

定期預金 175,217千円

建物及び構築物 417,388千円

土地 1,197,162千円

たな卸資産

（販売用不動産）
1,585,473千円

長期差入保証金 2,351千円

合計 3,377,592千円

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

支払手形及び買掛金 126,884千円

短期借入金 1,156,672千円

長期借入金 1,181,442千円

長期預り保証金 3,051,666千円

合計 5,516,664千円

支払手形及び買掛金 88,261千円

短期借入金 1,822,530千円

長期借入金 790,614千円

長期預り保証金 30,000千円

合計 2,731,405千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額 ※２　有形固定資産の減価償却累計額

2,957,063千円 2,257,906千円

※３　関連会社に対するものは次のとおりであります。 ──────

投資有価証券

（株式）
31,698千円

※４　受取手形割引高 ※４　受取手形割引高

167,326千円 204,257千円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※１　売上原価には、売買目的有価証券運用損207,813千

円（うち、評価損207,813千円）及び、営業投資有価

証券運用損396,079千円（うち、評価損313,880千円）

が含まれております。

──────

※２　売上原価のうちたな卸資産の低価法による評価減は、

次のとおりであります。

※２　売上原価のうちたな卸資産の低価法による評価減は、

次のとおりであります。

70,648千円 39,434千円

※３　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。

※３　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。

従業員給料・賞与 2,137,941千円

照明冷暖房費 304,996千円

賃借料 1,184,662千円

支払報酬 276,851千円

従業員給料・賞与 2,610,848千円

照明冷暖房費 336,082千円

賃借料 1,410,964千円

支払報酬 269,790千円

※４　固定資産売却益のうち主なもの ※４　固定資産売却益のうち主なもの

土地売却益 7,736千円 土地売却益 8,213千円

────── ※５　店舗閉鎖に伴う違約金収入

  ㈱オーエー・システム・プ

ラザ北谷店
24,828千円

※６　店舗閉鎖損失 ※６　店舗閉鎖損失

㈱エルメ　宮交シティ店他 2,942千円 ㈱エルメ　ジェームス山他 22,835千円

※７　固定資産売却損 ※７　固定資産売却損

その他 1,218千円 その他 90千円

※８　固定資産除却損のうち主なもの ※８　固定資産除却損のうち主なもの

建物及び構築物 8,367千円

その他 15,256千円

建物及び構築物 41,796千円

器具備品 20,330千円

ソフトウェア 7,791千円

長期前払費用 168,750千円

※９　減損損失

(1）減損損失を認識した主な資産

　当社グループは、当連結会計年度において、以下の

とおり減損損失を計上いたしました。

※９　減損損失

(1）減損損失を認識した主な資産

　当社グループは、当連結会計年度において、以下の

とおり減損損失を計上いたしました。

用途 種類 場所

婦人子供服販売
事業関連資産

建物及び
構築物、
器具備品

京都府向日市
埼玉県さいたま市
鹿児島県出水市
佐賀県三養基郡

ＰＣ販売事業関
連資産

建物及び
構築物、
器具備品

岩手県盛岡市
岩手県北上市
沖縄県中頭郡
愛媛県松山市

用途 種類 場所

婦人子供服販売
事業関連資産

建物及び
構築物、
器具備品

東京都港区
兵庫県川西市
香川県高松市
京都府京都市 
福岡県宗像市
群馬県前橋市 
埼玉県さいたま市 
兵庫県神戸市 
大阪府枚方市 
大阪府東大阪市

ステラ・グループ株式会社　平成 20 年２月期　決算短信（訂正・修正版）

－ 31 －



前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

(2）減損損失の認識に至った経緯

　営業活動から生じる損益が継続してマイナスであり、

将来キャッシュ・フローによって当該資産の簿価全額

を回収できる可能性が低いと判断したことから減損損

失を計上しております。

(2）減損損失の認識に至った経緯

　営業活動から生じる損益が継続してマイナスであり、

将来キャッシュ・フローによって当該資産の簿価全額

を回収できる可能性が低いと判断したことから減損損

失を計上しております。

(3）減損損失の金額 (3）減損損失の金額

建物及び構築物 72,665千円

その他（器具備品） 19,307千円

合計 91,973千円

建物及び構築物 20,543千円

その他 11,475千円

合計 32,019千円

(4）資産のグルーピングの方法

　当社グループは減損会計の適用に当たって、原則と

して事業の種類別セグメントを基礎としたグルーピン

グを行っております。なお、賃貸用資産、店舗用資産、

遊休資産については、個々の物件をグルーピングの最

小単位としております。

(4）資産のグルーピングの方法

　当社グループは減損会計の適用に当たって、原則と

して事業の種類別セグメントを基礎としたグルーピン

グを行っております。なお、賃貸用資産、店舗用資産、

遊休資産については、個々の物件をグルーピングの最

小単位としております。

(5）回収可能価額の算定方法

　回収可能価額は、使用価値または正味売却価額によ

り測定しております。回収可能価額を正味売却価額で

測定している場合には、原則として零としており、回

収可能価額を使用価値で測定している場合には、将来

キャッシュ・フローを1.1％で割り引いて算出してお

ります。

(5）回収可能価額の算定方法

　回収可能価額は、使用価値または正味売却価額によ

り測定しております。回収可能価額を正味売却価額で

測定している場合には、原則として零としており、回

収可能価額を使用価値で測定している場合には、将来

キャッシュ・フローを1.1％で割り引いて算出してお

ります。

※10　のれん一括償却額

　のれん一括償却額は、当社の個別財務諸表上、子会

社株式（㈱オーエー・システム・プラザ）の評価減を

行ったことにより、同社に係るのれんを一括償却した

ものであります。

※10　のれん一括償却額

　のれん一括償却額は、当社の個別財務諸表上、子会

社株式（㈱プロジェ・ホールディングス）の評価減を

行ったことにより、同社に係るのれんを一括償却した

もの及び、連結子会社（㈱プロジェ・ホールディング

ス）の個別財務諸表上、子会社株式（㈱グローバル

コーポレーション）の評価減を行ったことにより、同

社に係るのれんを一括償却したものであります。

※11　店舗転貸損失は、㈱オーエー・システム・プラザに

おいて、ＰＣ販売事業用に賃借した店舗を不動産賃貸

事業用に転貸することにより発生する見積受取賃借料

と支払賃借料の差額を、残存の賃貸借期間にわたり損

失として計上したものであります。

 ──────

  ────── ※12　関係会社株式売却損

 　　  当連結会計年度に株式の譲渡により計上した売却

損の内訳は以下の通りであります。

㈱ジャクスタポーズ　　　　　　　　127,457千円

グローバル・ファンデックス㈱　　2,665,855千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 135,741,000 241,000 － 135,982,000

（変動事由の概要）

　増加数の内訳は、次の通りであります。

ストック・オプションの行使による増加　241,000株

２．自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 1,506,528 648,600 492,075 1,663,053

（変動事由の概要）

　増加数の内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取りによる増加　2,600株

市場からの買付による増加　　　646,000株

　減少数の内訳は、次の通りであります。

株式会社ジャクスタポーズとの株式交換による減少　　　492,075株

３．新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

増加 減少
当連結会計
年度末

提出会社
平成15年新株予約権 － － － － － －

平成17年新株予約権 普通株式 21,670,000 － 6,000,000 15,670,000 23,520

連結子会社 － － － － － － 87,100

合計 21,670,000 － 6,000,000 15,670,000 110,620

　（注）１　目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。

２　目的となる株式の数の変動事由の概要

平成17年新株予約権の減少は、権利失効によるものであります。
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当連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 135,982,000 33,953,000 － 169,935,000

（変動事由の概要）

　増加数の内訳は、次の通りであります。

Rising Sun International Investment Fundの第三者割当増資　20,000,000株

グローバル・ファンデックス株式会社との株式交換による増加　13,953,000株

２．自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 1,663,053 900 1,661,808 2,145

（変動事由の概要）

　増加数の内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取りによる増加　　900株

　減少数の内訳は、次の通りであります。

グローバル・ファンデック株式会社との株式交換による減少　　1,661,808 株

３．新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

増加 減少
当連結会計
年度末

提出会社
平成17年新株予約権 普通株式 15,670,000 － 9,670,000 6,000,000 500

平成19年新株予約権 普通株式  － 439,000 148,000 291,000 2,084

連結子会社 － － － － － － 103,001

合計 15,670,000 439,000 9,818,000 6,291,000 105,585

　（注）１　目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。

２　当連結会計期間における減少理由は、新株予約権の償却によるものです。
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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18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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

※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

現金及び預金 5,067,216千円

預け金（流動資産その他） 3,759千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △248,326千円

現金及び現金同等物 4,822,650千円

現金及び預金 3,459,514千円

預け金（流動資産その他） 22,463千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △287,948千円

現金及び現金同等物 3,194,029千円

※２　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

　株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開

始時の資産及び負債の内訳ならびに株式の取得価額と

取得のための収入又は支出（純額）との関係は次のと

おりであります。

※２　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

　株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開

始時の資産及び負債の内訳ならびに株式の取得価額と

取得のための収入又は支出（純額）との関係は次のと

おりであります。

㈱ジャクスタポーズ

（平成18年８月31日）

グローバル・ファンデックス㈱

（平成19年３月１日）

流動資産 253,388千円

固定資産 9,954千円

のれん 138,141千円

流動負債 △109,370千円

固定負債 △129,564千円

㈱ジャクスタポーズ株式の取

得価額
162,549千円

株式交換により割当てた自己

株式
△111,799千円

㈱ジャクスタポーズ株式の現

金及び現金同等物
△114,923千円

差引：㈱ジャクスタポーズ取

得による収入
△64,173千円

流動資産 3,750,200千円

固定資産 116,356千円

のれん 2,149,297千円

流動負債 △3,031,136千円

固定負債 △173,264千円

グローバル・ファンデックス

㈱株式の取得価額
2,811,453千円

株式交換により割当てた自己

株式
△1,311,643千円

グローバル・ファンデックス

㈱の現金及び現金同等物
△989,533千円

差引：グローバル・ファン

デックス㈱取得のための支出
510,276千円

㈱グローバルコーポレーション

（平成18年９月30日）

 

 

流動資産 813,982千円

固定資産 112,471千円

のれん 1,277,970千円

流動負債 △192,317千円

固定負債 △1,107千円

㈱グローバルコーポレーショ

ン株式の取得価額
2,011,000千円

㈱グローバルコーポレーショ

ン株式の現金及び現金同等物
△458,382千円

差引：㈱グローバルコーポ

レーション取得のための支出
1,552,617千円
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前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 ──────  ※３　当連結会計年度に株式の売却により連結子会社で

　　　なくなった会社の資産及び負債の主な内訳

 ㈱ジャクスタポーズ

（千円）

グローバル・ファン

デックス㈱

 流動資産 176,039 8,019,189

 固定資産 79,350 104,937

 流動負債 △148,570 △6,987,169

 固定負債 △127,377 △405,469

 その他(のれん他） 148,015 1,934,367

 株式売却損失 △127,457 △2,665,855

 株式の売却価格 0 0

現金及び現金同等物 15,376 400,526

差引:売却による支出 △15,376 △400,526
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

 

婦人子供
服販売事

業
（千円）

投資事業
（千円）

ＩＴソ
リュー
ション事

業
（千円）

広告事業
（千円）

ＰＣ販売
事業

（千円）

不動産
事業

（千円）

繊維事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）
連結

Ⅰ　売上高及び営

業損益
          

売上高           

(1）外部顧客にす

る売上高
5,593,622 16,484 2,542,294 3,304,896 6,845,374 4,881,236 1,624,068 24,807,977 － 24,807,977

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ 107,128 32,525 33,186 － － － 172,840 (172,840) －

計 5,593,622 123,612 2,574,819 3,338,083 6,845,374 4,881,236 1,624,068 24,980,817 (172,840) 24,807,977

営業費用 5,668,172 1,006,990 2,439,276 3,300,779 6,957,959 4,091,741 1,740,046 25,204,965 45,694 25,250,660

営業利益又は

営業損失

（△）

△74,549 △883,377 135,542 37,303 △112,584 789,495 △115,978 △224,147 (218,535) △442,683

Ⅱ  資産、減価償

却費、減損

損失及び資

本的支出

          

資産 2,612,420 4,052,089 1,251,356 869,169 3,734,929 10,969,489 3,000,371 26,489,826 (336,547) 26,153,278

減価償却費 61,672 771 24,498 4,051 15,812 173,403 5,285 285,494 6,844 292,339

減損損失 6,482 － － － 85,490 － － 91,973 － 91,973

資本的支出 118,734 － 17,908 17,778 10,236 15,698 － 180,356 21,075 201,431

　（注）１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業区分の主な内容

(1）婦人子供服販売事業・・・・婦人服、肌着、子供服、服飾雑貨

(2）投資事業・・・・・・・・・有価証券売買、貸付

(3）ＩＴソリューション事業・・ＩＴスタッフィング、システムコンサルティング、インタラクティブ

(4）広告事業・・・・・・・・・新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、セールスプロモーション、映画、屋外、交通、

その他すべての広告業務取扱い及び広告表現に関する企画、制作ならびにマー

ケティング、ＰＲ等のサービス活動の一切

(5）ＰＣ販売事業・・・・・・・パソコン、パソコン周辺機器

(6）不動産事業・・・・・・・・不動産の賃貸、販売、コンサルティング

(7）繊維事業・・・・・・・・・紡績糸、ニット、織物、縫製品

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（222,910千円）の主なものは、親会社管理

部門に係る費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（375,939千円）の主なものは、親会社での余資運用資金

（現金及び預金）、及び管理部門に係る資産等であります。

５　「不動産賃貸事業」は、当連結会計年度より「不動産事業」に変更いたしました。

これは、連結子会社である同興紡績㈱（現　㈱プロジェ・ホールディングス）が、不動産コンサルティング

サービスを展開する㈱グローバルコーポレーションを子会社化したことにより、事業の種類別セグメントの

区分の見直しを行ったものであります。すなわち、同興紡績㈱（現　㈱プロジェ・ホールディングス）及び

㈱オーエー・システム・プラザが行っている不動産賃貸事業と㈱グローバルコーポレーションの不動産コン

サルティングサービス事業を一体として、「不動産事業」としたものであります。

６　当連結会計年度より、新たに連結子会社となった㈱オーエー・システム・プラザを「ＰＣ販売事業」として

当該セグメントを新設しております。

７　「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「役員賞与に関する会計基準」を適用しておりま

す。この変更により従来の方法によった場合に比べ、広告事業の営業費用が2,154千円増加し、営業利益が同

額減少しております。
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当連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

 

婦人子供
服販売事

業
（千円）

投資事業
（千円）

ＩＴソ
リュー
ション事

業
（千円）

広告事業
（千円）

ＰＣ販売
事業

（千円）

不動産事
業

（千円）

繊維事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）
連結

Ⅰ　売上高及び営

業損益
          

売上高           

(1）外部顧客に

する売上高
5,132,652 635 2,132,339 4,433,986 7,560,675 15,152,728 1,061,304 35,474,322 － 35,474,322

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

－ 101,668 12,287 38,971 － － － 152,927 （152,927) －

計 5,132,652 102,303 2,144,626 4,472,958 7,560,675 15,152,728 1,061,304 35,627,250 (152,927) 35,474,322

営業費用 5,423,697 193,289 2,172,411 4,350,627 7,617,974 15,144,258 1,178,708 36,080,968 44,915 36,125,883

営業利益又は

営業損失

（△）

△291,045 △90,986 △27,784 122,330 △57,299 8,470 △117,403 △453,718 (197,842) △651,560

Ⅱ　資産、減価

償却費及び

資本的支出

          

資産 2,017,553 193,507 861,169 896,805 4,030,884 9,127,817 640,092 17,767,830 433,699 18,201,529

減価償却費 61,257 － 23,326 2,482 41,220 43,381 1,316 172,986 27,517 200,503

資本的支出 78,336 － 21,191 1,918 188,185 35,465 20,201 345,297 5,445 350,742

　（注）１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業区分の主な内容

(1）婦人子供服販売事業・・・・婦人服、肌着、子供服、服飾雑貨

(2）投資事業・・・・・・・・・有価証券売買、貸付

(3）ＩＴソリューション事業・・ＩＴスタッフィング、システムコンサルティング、インタラクティブ

(4）広告事業・・・・・・・・・新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、セールスプロモーション、映画、屋外、交通、

その他すべての広告業務取扱い及び広告表現に関する企画、制作ならびにマー

ケティング、ＰＲ等のサービス活動の一切

(5）ＰＣ販売事業・・・・・・・パソコン、パソコン周辺機器

(6）不動産事業・・・・・・・・不動産の賃貸、販売、コンサルティング

(7）繊維事業・・・・・・・・・紡績糸、ニット、織物、縫製品

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（207,348千円）の主なものは、親会社管理

部門に係る費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（822,336千円）の主なものは、親会社での余資運用資金

（現金及び預金）、及び管理部門に係る資産等であります。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外店舗がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外店舗がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 57円27銭 29円34銭

１株当たり当期純損失 26円76銭 35円34銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

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。

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。

　（注）　１株当たり当期純損失の算定上の基礎

項目
前連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当期純損失 3,600,426千円 5,958,611千円

普通株式に係る当期純損失 3,600,426千円 5,958,611千円

普通株主に帰属しない金額 －千円 －千円

普通株式の期中平均株式数 134,537千株 168,610千株

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まれなかっ

た潜在株式の概要

新株予約権４種類

（株式の数17,615千株）

新株予約権４種類

（株式の数8,727千株）

（重要な後発事象）

前連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

(1）株式譲渡及び簡易株式交換によるグローバル・ファンデックス株式会社の完全子会社化

①　被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合

後企業の名称及び取得した議決権比率

ａ　被取得企業の名称及び事業の内容

グローバル・ファンデックス株式会社　不動産の販売、管理及び仲介

ｂ　企業結合を行った主な理由

　グローバル・ファンデックス株式会社を完全子会社化することで、グループ戦略として総合不動産事業

の展開を強力に推進し、当社グループ全体の企業価値を高めることを目的としております。

ｃ　企業結合日

平成19年４月24日

ｄ　企業結合の法的形式

当社による被取得企業の株式の現金による取得と株式交換

ｅ　結合後企業の名称

株式会社アポロ・インベストメント

ｆ　取得した議決権比率

100.0％

②　株式の種類別の交換比率及びその算定方法ならびに交付株式数及びその評価額

ａ　株式の種類及び交換比率

普通株式

株式会社アポロ・インベストメント　１：グローバル・ファンデックス株式会社　74,712

ｂ　交換比率の算定方法

　当社の株式の評価については、大阪証券取引所における平成18年12月１日から平成19年２月28日までの

３ヶ月間における市場終値の平均値により、グローバル・ファンデックス株式会社の評価については、Ｄ

ＣＦ（ディスカウント・キャッシュフロー）法及び簿価純資産法による企業価値の評価を行い、その結果

をもとに株式交換比率を算定しております。

ｃ　交付株式数

15,614,808株

　なお、当該注記に関する未確定事項につきましては記載しておりません。
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(2）株式会社ジャレコ・ホールディングとの資本・業務提携解消

　当社は、平成19年４月６日において、株式会社ジャレコ・ホールディングとの資本・業務提携を解消するこ

ととなりました。

①　資本・業務提携解消の理由

　当社は、平成18年５月12日付で株式会社ジャレコ・ホールディングと資本・業務提携契約を締結いたしま

したが、案件が具体化に至らず、また、今後協調して取り組む相互の事業に相乗効果を得られる案件の予定

がないことから、両社で協議を行い提携の解消を決定いたしました。

(3）第三者割当による新株の発行

　平成19年２月７日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当てによる新株式の発行に関し、

平成19年３月１日に払込手続きが完了いたしました。なお、新株式の発行要領等は下記のとおりであります。

①　新株式の発行要領

ａ　発行新株式数　　　　　普通株式20,000千株

ｂ　発行価額　　　　　　　１株につき　金77円

ｃ　発行価額の総額　　　 1,540,000,000円

ｄ　資本組入額　　　　　　 770,000,000円

ｅ　申込期間　　　　　　　平成19年２月23日（金）から平成19年３月１日（木）

ｆ　配当起算日　　　　　　平成19年３月１日

ｇ　払込期日　　　　　　　平成19年３月２日（金）

（実際の払込は３月１日に完了いたしました）

ｈ　新株券交付日　　　　　平成19年３月２日（金）

ｉ　割当先及び株式数　　　Rising Sun International Investment Fund　20,000千株

ｊ　新株式の継続所有等の取決めに関する事項

　当社は割当予定先との間で中長期的な安定株主として協力関係を構築することで同意を得ており、最低

限の期間として新株式のロックアップ期間を新株交付日より２年間とすることで合意しております。また、

割当新株式の全部又は一部を発行日から２年以内に譲渡した場合は、直ちに当該内容を当社に報告する旨

の確約を得ております。

②　今回の増資による発行済株式総数及び資本金の推移

当連結会計年度末現在の発行済株式総数　135,982,000株（増資前資本金額　5,292,518,000円）

増資による増加株式数　　　　　　　　　 20,000,000株（増加資本金額　　　770,000,000円）

増資後発行済株式総数　　　　　　　　　155,982,000株（増資後資本金額　6,062,518,000円）

③　増資の理由及び資金の使途等

ａ　増資の理由　：　財務体質の充実強化を図ることを目的としております。

ｂ　増資調達資金の使途　：　今後の事業投資に充当する予定です。

(4）投資事業の廃止に関する事項

　当社は純粋持株会社に移行したことを契機として事業内容を見直した結果、投資事業から撤退することを平

成19年４月25日開催の当社取締役会で決議いたしました。

①　撤退する事業の内容、規模

投資事業目的で保有する営業投資有価証券（株式）　1,205,084千円

なお、上記株式については今後順次売却処理等を進めていく方針です。

②　撤退の時期

平成19年４月25日

(5）資本準備金の額の減少及びその他資本剰余金の処分

　当社は、平成19年４月13日開催の取締役会決議に基づく資本準備金の額の減少及びその他資本剰余金の処分

に関する議案について、平成19年５月25日開催の定時株主総会にて、下記のとおり承認可決されました。

①　理由

　配当実現のための配当可能利益の確保及び自己株式の取得等の資本政策に対する原資の充実と、資本政策

上の柔軟かつ機動性を確保するため資本準備金を減少し、併せて繰越利益剰余金の損失2,566,127千円全額の

解消を図るためであります。

②　減少する資本準備金の額

　平成19年２月28日現在の資本準備金の額にあたる4,263,186千円及び平成19年３月１日付の第三者割当増資

により増加した資本準備金770,000千円の合計額である5,033,186千円のうち、5,000,000千円を減少して、

33,186千円といたします。

　減少した資本準備金の額は、その他資本剰余金に振り替えます。これにより増加するその他資本剰余金の

うち一部を繰越利益剰余金に振り替え、繰越損失2,566,127千円を全額解消するものであります。
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③　資本準備金の額の減少及びその他資本剰余金の処分のスケジュール

　効力発生日として、平成19年６月29日を予定しております。

当連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

(1)　第三者割当による新株式の発行および新株予約権の発行について

　平成20年３月14日開催の当社臨時株主総会において決議いたしました第三者割当てによる新株式の発行、お

よび第三者割当による新株予約権の発行（募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件をもって新株予約

権発行）に関し、平成20年４月11日に払込手続きが完了いたしました。なお、新株式の発行および新株予約権

の発行要領等は下記のとおりであります。

①　第三者割当新株式の発行要領

ａ　発行株式の種類及び数　　　　　普通株式70,000,000株

ｂ　発行価額（払込金額）　　　　　１株につき　金16円

ｃ　発行価額の総額　　　　　　  　 1,120,000,000円

ｄ　増加する資本金の額　　　　　　　 560,000,000円

ｅ　増加する資本準備金の額　　　　　 560,000,000円

ｆ　割当先及び割当株式数　　　　　ベルリバーファイナンス株式会社　70,000,000株

ｇ　申込期日　　　　　　　　　　　平成20年４月10日（木）

ｈ　払込期日　　　　　　　　　　　平成20年４月11日（金）

ｉ　新株券交付日　　　　　　　　　平成20年４月11日（金）

ｊ　新株式の継続所有等の取決めに関する事項

　当社は割当先との間において、第三者割当による新株発行より２年以内に当該株式の一部を譲り渡した

場合は、割当先より当該内容を当社に報告することの確約を受けております。

　なお、割当先は、当社との間で中長期的な安定株主として協力関係を構築する予定であり、そのため、

当社株式の最低限の保有期間として本件新株式交付日より５年間とすることで合意いたしております。

ｋ　増資による発行済株式総数及び資本金の推移

　　当連結会計年度末現在の発行株式総数　　　169,935,000株（増資前資本金額　6,062,518,000円）

　　増資による増加株式数　　　　　　　　　　 70,000,000株（増加資本金額　　　560,000,000円）

　　増資後発行済株式総数　　　　　　　　　　239,935,000株（増資後資本金額　6,622,518,000円）

ｌ　増資の理由及び資金の使途

　　増資の理由：財務基盤強化のために必要な資金調達ならびに中期的な事業戦略のためとしております。

　　増資調達資金の使途：運転資金及び新規事業投資に充当する予定です。

②　第三者割当による新株予約権の発行

ａ　新株予約権の発行日　　　　　　　　平成20年４月11日

ｂ　発行する新株予約権の総数　　　　　20,000個

ｃ　新株予約権の発行価格　　　　　　　無償

ｄ　新株予約権の目的たる株式の種類　　当社普通株式20,000,000株（新株予約権１個当たりの目的となる

　　および数　　　　　　　　　　　　　株式の数は、当社普通株式1,000株とする。）

ｅ　新株予約権の当初行使時の払込金額　新株予約権１個当たり 16,000円（１株当たり 16円）

ｆ　新株予約権の行使により発行する　　320,000,000円（当初行使時の払込金額の場合）

　　株式の発行価額の総額　　　　　　（当初１株当たり行使価格 16円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×新株予約権の目的たる株式20,000,000株）

ｇ　新株予約権の行使期間　　　　　　　平成20年４月14日から平成21年10月13日

ｈ　新株予約権の行使時の増加する　　　160,000,000円（当初行使時の払込金額の場合）

　　資本金の額

ｉ　新株予約権の行使時の増加する　　　160,000,000円（当初行使時の払込金額の場合）

　　資本準備金

ｊ　新株予約権の割当先およびその　　　ベルリバーファイナンス株式会社　20,000個

　　個数

ｋ　新株予約権に関する取決めに関する事項

　当社はベルリバーファイナンス株式会社との間で、下記の内容を含むコミットメント条項付き第三者割

当契約を締結いたします。この契約は、あらかじめ一定数の本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき

本新株予約権の数を指定できる仕組みとなっており、ベルリバーファイナンス株式会社は、かかる指定を

受けた場合、一定の条件及び制限のもとで、一定期間中に指定された数の本新株予約権を行使することを

コミットするものであります。当社は、この仕組みを活用することにより、資金需要に応じた機動的な資
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金調達を行うことができます。また、当社の株価が一定水準を下回る場合、未公表の当社インサイダー情

報等がある場合、当社の財政状態又は業績に重大な悪影響をもたらす事態が発生した場合など一定の場合

には当社はかかる指定を行うことはできません。ベルリバーファイナンス株式会社は、当社から上記の指

定を受けた場合の他、ベルリバーファイナンス株式会社が特定数の本新株予約権の行使を希望し当社がこ

れを受諾した場合、本新株予約権を自己の裁量により行使することができます。なお、当社は、上記の指

定を行った場合、その都度プレスリリースを行い行使することができます。

　また、当社は、その裁量により、本新株予約権の全部又は一部につき、行使することができない期間を

指定（以下「停止指定」といいます。）することができます。停止指定の期間は当社の裁量により決定す

ることができ、また、当社は、一旦行った停止指定をいつでも取消すことができます。但し、本新株予約

権の行使可能期間のうち最後の１ヶ月間については、停止指定を行うことはできません。

ｌ　新株予約権発行の理由

　資本・事業提携の一環として、ベルリバーファイナンス株式会社が当社に対して役員ならびに代表取締

役を派遣することで業績向上による企業価値向上へのインセンティブが一層高まるものと期待しておりま

す。

 

 （開示の省略）

 リース取引関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、ストック・オプション等関係、税効果会計関係、関

連当事者との取引、企業結合等関係に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくない

と考えられるため開示を省略いたします。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
第35期

（平成19年２月28日）
第36期

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金   130,776   64,379  

２　営業投資有価証券   1,205,084   －  

３　前払費用   49,945   7,454  

４　関係会社短期貸付金   355,000   605,000  

５　未収入金   2,620   7,164  

６　その他   63,943   30,605  

貸倒引当金   △15   △15  

流動資産合計   1,807,355 20.3  714,589 18.6

Ⅱ　固定資産        

(1）有形固定資産        

１　建物  9,931   10,346   

減価償却累計額  955 8,976  1,964 8,382  

２　器具備品  8,346   8,395   

減価償却累計額  5,116 3,230  6,649 1,745  

有形固定資産合計   12,206 0.1  10,128 0.3

(2）無形固定資産        

１　ソフトウェア   9,856   4,892  

２　その他   1,408   1,081  

無形固定資産合計   11,264 0.1  5,973 0.2
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第35期

（平成19年２月28日）
第36期

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

(3）投資その他の資産        

１　関係会社株式   5,980,671   1,767,591  

２　その他の関係会社有
価証券

  311,180   30,000  

３　投資有価証券   －   225,206  

４　関係会社長期貸付金   454,857   449,857  

５　長期貸付金   ―   945,908  

６　長期差入保証金   104,088   100,108  

７　破産・更生債権等   46,303   44,212  

８　閉鎖店未返還保証金   43,621   41,020  

９　長期前払費用   146,250   ―  

10　その他   110   23,030  

貸倒引当金   △44,716   △538,731  

投資その他の資産合計   7,042,365 79.0  3,088,203 80.4

固定資産合計   7,065,837 79.2  3,104,305 80.9

Ⅲ　繰延資産        

１　株式交付費   48,172   20,034  

繰延資産合計   48,172 0.5  20,034 0.5

資産合計   8,921,364 100.0  3,838,928 100.0
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第35期

（平成19年２月28日）
第36期

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　未払金   6,066   7,989  

２　未払法人税等   13,063   24,061  

３　未払費用   3,370   383  

４　短期借入金   －   400,000  

５　前受金   7,841   7,474  

６　預り金   3,621   1,498  

７　前受収益   832   197  

流動負債合計   34,796 0.4  441,606 11.5

Ⅱ　固定負債        

１　繰延税金負債   106,944   12,336  

２　長期預り保証金   －   72,848  

３　その他   72,848   －  

固定負債合計   179,793 2.0  85,184 2.2

負債合計   214,589 2.4  526,790 13.7
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第35期

（平成19年２月28日）
第36期

（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   5,292,518 59.3  6,062,518 157.9

２　資本剰余金        

(1）資本準備金  4,263,186   1,081,589   

(2）その他資本剰余金  2,072,688   4,631,426   

資本剰余金合計   6,335,874 71.0  5,713,015 148.8

３　利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  △2,566,127   △8,477,713   

利益剰余金合計   △2,566,127 △28.8  △8,477,713 △220.8

４　自己株式   △138,478 △1.5  △158 △0.0

株主資本合計   8,923,786 100.0  3,297,662 85.9

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差
額金

  △240,531   11,892  

評価・換算差額等合計   △240,531 △2.7  11,892 0.3

Ⅲ　新株予約権   23,520 0.3  2,584 0.1

純資産合計   8,706,775 97.6  3,312,138 86.3

負債純資産合計   8,921,364 100.0  3,838,928 100.0
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(2）損益計算書

  
第35期

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

第36期
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益 ※３  83,838 100.0  119,650 100.0

Ⅱ　営業費用
※１
※２

 1,007,631 1,201.9  400,638 334.8

営業損失   923,793 △1,101.9  280,987 △234.8

Ⅲ　営業外収益        

１　受取利息 ※３ 24,984   21,098   

２　貸倒引当金戻入額  1,860   1,842   

３　その他  1,883 28,728 34.3 2,425 25,366 21.2

Ⅳ　営業外費用        

１　為替差損  －   2,487   

２　株式交付費償却  51,334   54,262   

３　消費税等差額  2,777   5,247   

４　その他  4,556 58,669 70.0 2,040 64,038 53.5

経常損失   953,733 △1,137.6  319,660 △267.1

Ⅴ　特別利益        

１　投資有価証券式売却益  －   142,782   

２　新株予約権戻入益  4,000   23,020   

３　その他  － 4,000 4.8 16 165,818 138.6
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第35期

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

第36期
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別損失        

１　固定資産売却損 ※４ 507   3   

２　固定資産除却損 ※５ 2,726   176,476   

３　関係会社株式評価損 ※６ 2,464,773   4,367,514   

４　関係会社売却損 ※７ ―   2,811,453   

５　投資有価証券評価損  ―   467,859   

６　貸倒引当金繰入額  ―   495,874   

７　関係会社再編損失  18,355   ―   

８　事業所移転損失  31,872 2,518,235 3,003.7 ― 8,319,182 △6,952.9

税引前当期純損失   3,467,968 △4,136.5  8,473,024 △7,081.5

法人税、住民税及び事業
税

  3,856 4.6  4,688 △3.9

当期純損失   3,471,825 △4,141.1  8,477,713 △7,085.4
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(3）株主資本等変動計算書

第35期（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他資本剰余
金

その他利益
剰余金

繰越利益
剰余金

平成18年２月28日残高（千円） 5,278,360 4,249,079 1,994,077 905,697 △101,477 12,325,736

事業年度中の変動額       

新株の発行 14,158 14,107    28,265

当期純損失（△）    △3,471,825  △3,471,825

自己株式の取得     △70,188 △70,188

自己株式の処分   78,611  33,188 111,799

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

      

事業年度中の変動額合計（千円） 14,158 14,107 78,611 △3,471,825 △37,000 △3,401,949

平成19年２月28日残高（千円） 5,292,518 4,263,186 2,072,688 △2,566,127 △138,478 8,923,786

 

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価

差額金
評価・換算差額等合計

平成18年２月28日残高（千円） 861,140 861,140 27,520 13,214,396

事業年度中の変動額     

新株の発行    28,265

当期純損失（△）    △3,471,825

自己株式の取得    △70,188

自己株式の処分    111,799

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

△1,101,671 △1,101,671 △4,000 △1,105,671

事業年度中の変動額合計（千円） △1,101,671 △1,101,671 △4,000 △4,507,621

平成19年２月28日残高（千円） △240,531 △240,531 23,520 8,706,775
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第36期（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他資本
剰余金

その他利益
剰余金

繰越利益
剰余金

平成19年２月28日残高（千円） 5,292,518 4,263,186 2,072,688 △2,566,127 △138,478 8,923,786

事業年度中の変動額       

新株の発行 770,000 770,000    1,540,000

当期純損失（△）    △8,477,713  △8,477,713

自己株式の取得     △55 △55

企業結合による増加  1,048,403 124,865  138,374 1,311,643

準備金から資本金又は剰余金への
振替

 △5,000,000 2,433,872 2,566,127   

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

      

事業年度中の変動額合計（千円） 770,000 △3,181,596 2,558,737 △5,911,585 138,319 △5,626,124

平成20年２月29日残高（千円） 6,062,518 1,081,589 4,631,426 △8,477,713 △158 3,297,662

 

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価

差額金
評価・換算差額等合計

平成19年２月28日残高（千円） △240,531 △240,531 23,520 8,706,775

事業年度中の変動額     

新株の発行    1,540,000

当期純損失（△）    △8,477,713

自己株式の取得    △55

企業結合による増加    1,311,643

準備金から資本金又は剰余金への
振替

    

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

252,423 252,423 △20,935 231,487

事業年度中の変動額合計（千円） 252,423 252,423 △20,935 △5,394,636

平成20年２月29日残高（千円） 11,892 11,892 2,584 3,312,138
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

第35期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

第36期
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

     ──────

 

当社は、前事業年度において923百万円の営業損失および

3,471百万円の当期純損失を計上し、当事業年度においても

280百万円の営業損失および8,477百万円の当期純損失を計

上し、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。

当社は、当該状況を改善すべく、平成20年４月11日に第

三者割当増資1,120百万円を調達し、当面の資金について目

処をつけ、以下の改善策を実施してまいります。

現状当社単体としては、純粋持株会社になっており、売

上は子会社からの配当および経営指導料に頼らざるをえな

い状況にあります。今後についても、当社単体での大幅な

収益改善は期待できませんが、当社グループ会社の活性化

を図ることが結果として、当社単体への収益還流につなが

るものと考えております。

そのため、業績が低迷している子会社については、新規

で関連事業を模索するとともに、リストラによる経費節減

を図り、キャッシュ・フローを重視しながら、収益の確保

を図る所存です。

また当社としても、キャッシュ・フローを重視しながら

運営を行うことし、さらに過去の教訓を活かし、短期的な

キャピタルゲインを目的とする有価証券の売買、ならびに

大規模な支出を伴う投資を行わないことといたします。

なお、平成19年３月22日付でグローバル・ファンデック

ス株式会社の株式を取得し子会社化したことに伴い、㈱大

阪証券取引所は同社の「不適当な合併等」の規定に基づく

上場規則に従い、当社が実質的な存続会社ではないとの判

断をしました。この決定により当社は平成19年３月22日よ

り「猶予期間」（期限は平成22年２月末日）に入ることと

なりました。

当企業グループは、連結・個別共に営業利益ベースの黒

字化を達成すると共に、機能的なガバナンス体制を構築し

コンプライアンスの強化をすることによる早期の猶予期間

解除を目指します。また当社を取り巻くレピュテーション・

リスク（評価・評判の低下に伴うリスク）により、当社グ

ループ全体が大きく影響を受けていることを十分認識して

おります。そのため、当社グループの企業価値をこれ以上

毀損しないように、グループの総力を挙げて本件に取り組

んでまいる所存でございます。

財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、こ

のような重要な疑義の影響を計算書類には反映しておりま

せん。
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重要な会計方針

第35期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

第36期
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1）売買目的有価証券

時価法（売却原価は、移動平均法により算定）

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1）              ──────

 

(2）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2）子会社株式及び関連会社株式

同左

(3）その他有価証券（営業投資有価証券を含む）

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に基づく時価法

（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。）

(3）その他有価証券

時価のあるもの

同左

 

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

（有価証券の保有目的の変更）

　平成18年８月31日開催の取締役会において、資金運

用方針の変更により有価証券の短期的な売買（トレー

ディング取引）を行わないことを決議したことに伴い、

従来、売買目的有価証券として保有しておりました株

式1,022,730千円について保有目的を変更し、その他

有価証券としております。当該保有目的の変更の結果、

有価証券（流動資産）が1,022,730千円減少し、営業

投資有価証券（流動資産）が同額増加しております。

　　              ──────
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第35期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

第36期
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

(4）投資事業組合出資金

　投資事業組合等を当社及び関係会社が管理・運営す

る場合は、当該組合等の最近の財産及び損益の状況に

基づいて、組合等の資産・負債・収益・費用を当社の

持分割合に応じて計上し、他社が管理・運営する場合

は、当該組合等の純資産及び純損益を当社の持分割合

に応じて計上しております。

　なお、関係会社が管理・運営する投資事業組合に対

する出資のうち、連結会社の持分割合が過半数を超え

る投資事業組合が１ファンドございましたが、当事業

年度において解散いたしました。

(4)               ──────

 

　

 

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

建物（建物付属設備を含む）…定額法

その他の有形固定資産　　　…定率法

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

a  建物（建物付属設備を含む） 

イ　平成19年３月31日以前に取得したもの

 　 旧定額法

ロ　平成19年４月１日以降に取得したもの

 　 定額法

b  その他の有形固定資産

イ　平成19年３月31日以前に取得したもの

 　 旧定率法

ロ　平成19年４月１日以降に取得したもの

 　 定率法

(2）無形固定資産…定額法

　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）に基づく定額法によって

おります。

(2）無形固定資産

同左

３　繰延資産の処理方法 ３　繰延資産の処理方法

(1）株式交付費

　株式交付のときから３年間にわたり定額法により償

却しております。

　なお、前事業年度に計上していた「新株発行費」は、

「株式交付費」に振り替え、３年間で均等償却してお

ります。

　前事業年度において営業外費用の内訳として表示し

ておりました「新株発行費償却」は、当事業年度より

「株式交付費償却」として表示することに変更してお

ります。

(1）株式交付費

  株式交付のときから３年間にわたり定額法により償

却しております。

　

４　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れ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

権については個々の債権の回収の可能性を検討して、

回収不能見込額を合わせて計上しております。

４　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

５　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

５　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

同左

(2）連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。

(2）連結納税制度の適用

同左
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会計処理方法の変更

第35期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

第36期
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平

成15年10月31日　企業会計基準適用指針第６号）を適用し

ております。

　これによる損益に与える影響はありません。

（重要な減価償却資産の減価償却の方法の変更）

　法人税法改正（（所得税等の一部を改正する法律　平成

19年３月30日　法律第６号）及び（法人税法施行令の一部

を改正する政令　平成19年３月30日　政令第83号））に伴

い、当事業年度より、平成19年４月１日以降に取得した有

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

の方法に変更しております。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

　当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月９日　

企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会

　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８号）を適

用しております。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

8,683,255千円であります。

　財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財務

諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成しております。

 ──────

　

　

 

（企業結合に係る会計基準等）

　当事業年度から「企業結合に係る会計基準」（企業会計

審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に関する会

計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業

会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　最

終改正平成18年12月22日　企業会計基準適用指針第10号）

に準じた会計処理を行っております。

 ──────

　

（ストック・オプション等に関する会計基準等）

　当事業年度から「ストック・オプション等に関する会計

基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業会

計基準第８号）及び「ストック・オプション等に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　最終改正平成

18年５月31日　企業会計基準適用指針第11号）を適用して

おります。

　これによる損益に与える影響はありません。

 ──────

　

　

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

　当事業年度から「繰延資産の会計処理に関する当面の取

扱い」（企業会計基準委員会　平成18年８月11日　実務対

応報告第19号）を適用しております。

　なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微でありま

す。

 ──────
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第35期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

第36期
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の

一部改正）

　当事業年度から、改正後の「自己株式及び準備金の額の

減少等に関する会計基準」（企業会計基準委員会　最終改

正平成18年８月11日　企業会計基準第１号）及び「自己株

式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会　最終改正平成18年８月11日　企業

会計基準適用指針第２号）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 ──────

 

　

表示方法の変更

第35期
（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日）

第36期
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

（貸借対照表）

１　前事業年度まで独立掲記しておりました「商標権」

（当期1,408千円）は、金額が僅少になったため、当事

業年度より無形固定資産の「その他」に含めて表示する

ことに変更しております。

（貸借対照表）

１　前事業年度まで、その他有価証券を「営業投資有価証

券」に表示しておりましたが、平成19年４月25日開催の

当社取締役会において投資事業からの撤退を決議したこ

とに伴い、当事業年度より投資その他の資産の「投資有

価証券」として表示しております。 当事業年度末の残

額は193,507千円であります。

２　前事業年度まで固定負債の「その他」に含めて表示し

ておりました「長期預り保証金」は、当事業年度におい

て、負債・純資産の総額の100分の１を超えたため区分

掲記しました。なお、前事業年度末の「長期預り保証

金」は72,848千円であります。

（損益計算書）

１　前事業年度まで独立掲記しておりました「保証金利

息」（当期188千円）は、金額が僅少になったため、当

事業年度より営業外収益の「その他」に含めて表示する

ことに変更しております。

  ──────

 

注記事項

（貸借対照表関係）

第35期
（平成19年２月28日）

第36期
（平成20年２月29日）

１（債務保証）

　子会社の金融機関からの借入金に対して債務保証を

行っております。

 ──────

　

㈱ジャクスタポーズ 66,110千円   
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（損益計算書関係）

第35期
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

第36期
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※１　営業費用には、売買目的有価証券運用損が207,813

千円（うち評価損207,813千円）及び、営業投資有価

証券運用損396,079千円（うち評価損313,880千円）が

含まれております。

※１　　　　　　　　 ──────

※２　営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおり

であります。

※２　営業費用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 76,162千円

従業員給料 54,444千円

支払報酬 109,843千円

租税公課 32,490千円

減価償却費 40,594千円

役員報酬 36,559千円

従業員給料 64,203千円

支払報酬 145,908千円

租税公課 42,532千円

広告宣伝費 27,549千円

減価償却費 27,517千円

※３　各科目に含まれている関係会社に対するものは、次

のとおりであります。

※３　各科目に含まれている関係会社に対するものは、次

のとおりであります。

営業収益 73,528千円

受取利息 24,871千円

営業収益 119,015千円

受取利息 19,826千円

※４　固定資産売却損 ※４　固定資産売却損

器具備品 507千円 器具備品 ３千円

※５　固定資産除却損 ※５　固定資産除却損

ソフトウェア 2,726千円 無形固定資産 7,620千円

長期前払費用 168,750千円

器具備品 106千円

※６　関係会社株式評価損 ※６　関係会社株式評価損

㈱日本インフォーメーション

システム株式評価損
434,176千円

㈱オーエー・システム・プラ

ザ株式評価損
2,030,596千円

㈱プロジェ・ホールディング

ス株式評価損
1,911,358千円

㈱オーエー・システム・プラ

ザ株式評価損
1,757,875千円

㈱エルメ株式評価損 535,730千円

㈱ジャクスタポーズ株式評価

損 
162,549千円

※７　　　　 　　　　────── ※７　関係会社株式売却損

グローバル・ファンデックス

㈱株式売却損
2,811,453千円
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（株主資本等変動計算書関係）

第35期（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 1,506,528 648,600 492,075 1,663,053

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取りによる増加　2,600株

市場からの買付による増加　　　646,000株

減少数の内訳は、次の通りであります。

株式会社ジャクスタポーズとの株式交換による減少　492,075株

第36期（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 1,663,053 900 1,661,808 2,145

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取りによる増加　900株

減少数の内訳は、次の通りであります。

グローバル・ファンデックス株式会社との株式交換による減少　1,661,808株
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（１株当たり情報）

項目
第35期

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

第36期
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 64円65銭 19円48銭

１株当たり当期純損失 25円81銭 50円28銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

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。

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。

　（注）　１株当たり当期純損失の算定上の基礎

項目
第35期

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

第36期
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当期純損失 3,471,825千円 8,477,713千円

普通株式に係る当期純損失 3,471,825千円 8,477,713千円

普通株主に帰属しない金額 －千円 －千円

普通株式の期中平均株式数 134,537千株 168,610千株

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４種類

（株式の数17,615千株）

新株予約権４種類

（株式の数8,727千株）

（重要な後発事象）

第35期（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

(1）株式譲渡及び簡易株式交換によるグローバル・ファンデックス株式会社の完全子会社化

①　被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合

後企業の名称及び取得した議決権比率

ａ　被取得企業の名称及び事業の内容

グローバル・ファンデックス株式会社　不動産の販売、管理及び仲介

ｂ　企業結合を行った主な理由

　グローバル・ファンデックス株式会社を完全子会社化することで、グループ戦略として総合不動産事業

の展開を強力に推進し、当社グループ全体の企業価値を高めることを目的としております。

ｃ　企業結合日

平成19年４月24日

ｄ　企業結合の法的形式

当社による被取得企業の株式の現金による取得と株式交換

ｅ　結合後企業の名称

株式会社アポロ・インベストメント

ｆ　取得した議決権比率

100.0％

②　株式の種類別の交換比率及びその算定方法ならびに交付株式数及びその評価額

ａ　株式の種類及び交換比率

普通株式

株式会社アポロ・インベストメント　１：グローバル・ファンデックス株式会社　74,712

ｂ　交換比率の算定方法

　当社の株式の評価については、大阪証券取引所における平成18年12月１日から平成19年２月28日までの

３ヶ月間における市場終値の平均値により、グローバル・ファンデックス株式会社の評価については、Ｄ

ＣＦ（ディスカウント・キャッシュフロー）法及び簿価純資産法による企業価値の評価を行い、その結果

をもとに株式交換比率を算定しております。

ｃ　交付株式数

15,614,808株

　なお、当該注記に関する未確定事項につきましては記載しておりません。
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(2）株式会社ジャレコ・ホールディングとの資本・業務提携解消

　当社は、平成19年４月６日において、株式会社ジャレコ・ホールディングとの資本・業務提携を解消するこ

ととなりました。

①　資本・業務提携解消の理由

　当社は、平成18年５月12日付で株式会社ジャレコ・ホールディングと資本・業務提携契約を締結いたしま

したが、案件が具体化に至らず、また、今後協調して取り組む相互の事業に相乗効果を得られる案件の予定

がないことから、両社で協議を行い提携の解消を決定いたしました。

(3）第三者割当による新株の発行

　平成19年２月７日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当てによる新株式の発行に関し、

平成19年３月１日に払込手続きが完了いたしました。なお、新株式の発行要領等は下記のとおりであります。

①　新株式の発行要領

ａ　発行新株式数　　　　　普通株式20,000千株

ｂ　発行価額　　　　　　　１株につき　金77円

ｃ　発行価額の総額　　　 1,540,000,000円

ｄ　資本組入額　　　　　　 770,000,000円

ｅ　申込期間　　　　　　　平成19年２月23日（金）から平成19年３月１日（木）

ｆ　配当起算日　　　　　　平成19年３月１日

ｇ　払込期日　　　　　　　平成19年３月２日（金）

（実際の払込は３月１日に完了いたしました）

ｈ　新株券交付日　　　　　平成19年３月２日（金）

ｉ　割当先及び株式数　　　Rising Sun International Investment Fund　20,000千株

ｊ　新株式の継続所有等の取決めに関する事項

　当社は割当予定先との間で中長期的な安定株主として協力関係を構築することで同意を得ており、最低

限の期間として新株式のロックアップ期間を新株交付日より２年間とすることで合意しております。また、

割当新株式の全部又は一部を発行日から２年以内に譲渡した場合は、直ちに当該内容を当社に報告する旨

の確約を得ております。

②　今回の増資による発行済株式総数及び資本金の推移

当事業年度末現在の発行済株式総数　135,982,000株（増資前資本金額　5,292,518,000円）

増資による増加株式数　　　　　　　 20,000,000株（増加資本金額　　　770,000,000円）

増資後発行済株式総数　　　　　　　155,982,000株（増資後資本金額　6,062,518,000円）

③　増資の理由及び資金の使途等

ａ　増資の理由　：　財務体質の充実強化を図ることを目的としております。

ｂ　増資調達資金の使途　：　今後の事業投資に充当する予定です。

(4）投資事業の廃止に関する事項

　当社は純粋持株会社に移行したことを契機として事業内容を見直した結果、投資事業から撤退することを平

成19年４月25日開催の当社取締役会で決議いたしました。

①　撤退する事業の内容、規模

　投資事業目的で保有する営業投資有価証券（株式）　1,205,084千円

　なお、上記株式については今後順次売却処理等を進めていく方針です。

②　撤退の時期

平成19年４月25日

(5）資本準備金の額の減少及びその他資本剰余金の処分

　当社は、平成19年４月13日開催の取締役会決議に基づく資本準備金の額の減少及びその他資本剰余金の処分

に関する議案について、平成19年５月25日開催の定時株主総会にて、下記のとおり承認可決されました。

①　理由

　配当実現のための配当可能利益の確保及び自己株式の取得等の資本政策に対する原資の充実と、資本政策

上の柔軟かつ機動性を確保するため資本準備金を減少し、併せて繰越利益剰余金の損失2,566,127千円全額の

解消を図るためであります。

②　減少する資本準備金の額

　平成19年２月28日現在の資本準備金の額にあたる4,263,186千円及び平成19年３月１日付の第三者割当増資

により増加した資本準備金770,000千円の合計額である5,033,186千円のうち、5,000,000千円を減少して、

33,186千円といたします。

　減少した資本準備金の額は、その他資本剰余金に振り替えます。これにより増加するその他資本剰余金の

うち一部を繰越利益剰余金に振り替え、繰越損失2,566,127千円を全額解消するものであります。
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③　資本準備金の額の減少及びその他資本剰余金の処分のスケジュール

　効力発生日として、平成19年６月29日を予定しております。

第36期（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

第三者割当による新株式の発行および新株予約権の発行について

　平成20年３月14日開催の当社臨時株主総会において決議いたしました第三者割当てによる新株式の発行、お

よび第三者割当による新株予約権の発行（募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件をもって新株予約

権発行）に関し、平成20年４月11日に払込手続きが完了いたしました。なお、新株式の発行および新株予約権

の発行要領等は下記のとおりであります。

①　第三者割当新株式の発行要領

ａ　発行株式の種類及び数　　　　　普通株式70,000,000

ｂ　発行価額（払込金額）　　　　　１株につき　金16円

ｃ　発行価額の総額　　　　　　  　 1,120,000,000円

ｄ　増加する資本金の額　　　　　　　 560,000,000円

ｅ　増加する資本準備金の額　　　　　 560,000,000円

ｆ　割当先及び割当株式数　　　　　ベルリバーファイナンス株式会社　70,000,000株

ｇ　申込期日　　　　　　　　　　　平成20年４月10日（木）

ｈ　払込期日　　　　　　　　　　　平成20年４月11日（金）

ｉ　新株券交付日　　　　　　　　　平成20年４月11日（金）

ｊ　新株式の継続所有等の取決めに関する事項

　当社は割当先との間において、第三者割当による新株発行より２年以内に当該株式の一部を譲り渡した

場合は、割当先より当該内容を当社に報告することの確約を受けております。

　なお、割当先は、当社との間で中長期的な安定株主として協力関係を構築する予定であり、そのため、

当社株式の最低限の保有期間として本件新株式交付日より５年間とすることで合意いたしております。

ｋ　増資による発行済株式総数及び資本金の推移

　　当事業年度末現在の発行株式総数　　　　　169,935,000株（増資前資本金額　6,062,518,000円）

　　増資による増加株式数　　　　　　　　　　 70,000,000株（増加資本金額　　　560,000,000円）

　　増資後発行済株式総数　　　　　　　　　　239,935,000株（増資後資本金額　6,622,518,000円）

ｌ　増資の理由及び資金の使途

　　増加の理由：財務基盤強化のために必要な資金調達ならびに中期的な事業戦略のためとしております。

　　増資調達資金の使途：運転資金及び新規事業投資に充当する予定です。

②　第三者割当による新株予約権の発行

ａ　新株予約権の発行日　　　　　　　　平成20年４月11日

ｂ　発行する新株予約権の総数　　　　　20,000個

ｃ　新株予約権の発行価格　　　　　　　無償

ｄ　新株予約権の目的たる株式の種類　　当社普通株式20,000,000株（新株予約権１個当たりの目的となる

　　および数　　　　　　　　　　　　　株式の数は、当社普通株式1,000株とする。）

ｅ　新株予約権の当初行使時の払込金額　新株予約権１個当たり 16,000円（１株当たり 16円）

ｆ　新株予約権の行使により発行する　　320,000,000円（当初行使時の払込金額の場合）

　　株式の発行価額の総額　　　　　　（当初１株当たり行使価格 16円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×新株予約権の目的たる株式20,000,000株）

ｇ　新株予約権の行使期間　　　　　　　平成20年４月14日から平成21年10月13日

ｈ　新株予約権の行使時の増加する　　　160,000,000円（当初行使時の払込金額の場合）

　　資本金の額

ｉ　新株予約権の行使時の増加する　　　160,000,000円（当初行使時の払込金額の場合）

　　資本準備金

ｊ　新株予約権の割当先およびその　　　ベルリバーファイナンス株式会社　20,000個

　　個数

ｋ　新株予約権に関する取決めに関する事項

　当社はベルリバーファイナンス株式会社との間で、下記の内容を含むコミットメント条項付き第三者割

当契約を締結いたします。この契約は、あらかじめ一定数の本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき

本新株予約権の数を指定できる仕組みとなっており、ベルリバーファイナンス株式会社は、かかる指定を

受けた場合、一定の条件及び制限のもとで、一定期間中に指定された数の本新株予約権を行使することを

コミットするものであります。当社は、この仕組みを活用することにより、資金需要に応じた機動的な資
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金調達を行うことができます。また、当社の株価が一定水準を下回る場合、未公表の当社インサイダー情

報等がある場合、当社の財政状態又は業績に重大な悪影響をもたらす事態が発生した場合など一定の場合

には当社はかかる指定を行うことはできません。ベルリバーファイナンス株式会社は、当社から上記の指

定を受けた場合の他、ベルリバーファイナンス株式会社が特定数の本新株予約権の行使を希望し当社がこ

れを受諾した場合、本新株予約権を自己の裁量により行使することができます。なお、当社は、上記の指

定を行った場合、その都度プレスリリースを行い行使することができます。

　また、当社は、その裁量により、本新株予約権の全部又は一部につき、行使することができない期間を

指定（以下「停止指定」といいます。）することができます。停止指定の期間は当社の裁量により決定す

ることができ、また、当社は、一旦行った停止指定をいつでも取消すことができます。但し、本新株予約

権の行使可能期間のうち最後の１ヶ月間については、停止指定を行うことはできません。

ｌ　新株予約権発行の理由

　資本・事業提携の一環として、ベルリバーファイナンス株式会社が当社に対して役員ならびに代表取締

役を派遣することで業績向上による企業価値向上へのインセンティブが一層高まるものと期待しておりま

す。

 

（開示の省略）

リース取引関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、ストック・オプション等関係、税効果会計関係、関

連当事者との取引、企業結合等関係に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくない

と考えられるため開示を省略いたします。
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６. その他

(1)役員の異動

 　　　本日、別途お知らせしています。

 

 　（2）その他

 　該当事項はありません。
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