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平成20年6月6日 

各位 

会 社 名 ｼﾞｪｲｵｰｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社

代 表 者 名 代表取締役社長  兵庫  久昭

コ ー ド 番 号 1 7 1 0  （ 大 証 第 二 部 ）

問 合 わ せ 先 経 営 管 理 本 部 長  時 岡  亨

電 話 0  7  8  –  2  4  1  –  3  1  3  9

 

（訂正）「平成20年3月期決算短信」の一部修正及び訂正について 

 

平成20年5月28日付で公表いたしました「平成20年3月期決算短信」の記載に一部修正及び訂正すべき箇所があり

ましたので、下記のとおり修正及び訂正をいたします。 

 

記  

Ⅰ．修正理由 

 決算短信発表後、平成20年6月2日付で開示しております「当社連結子会社であるジェイオー建設株式会社の

民事再生手続開始の申立てに関するお知らせ」にありますように、当社連結子会社が民事再生手続の申立てを行っ

たことにより、精査を行なった結果、関係規則に照らし、当該項目について修正すべきと判断したものであります。 

 

Ⅱ．修正並びに訂正内容（該当箇所は下線で示しております。） 

1. 20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

(1) 連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

【訂正前】（１ページ） 
 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 34,583 4.3 △939 ― △1,762 ― △1,417 ― 

19年３月期 33,169 9.5 1,536 6.6 1,495 23.5 416 ― 
 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％
20年３月期 △211 01 ―  △18.5 △5.1 △2.7 

19年３月期 61 98 ―  4.6 4.5 4.6  
(参考) 持分法投資損益 20年３月期 △438百万円 19年３月期 △2百万円

【訂正後】 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 34,583 4.3 △939 ― △1,762 ― △1,843 ― 

19年３月期 33,169 9.5 1,536 6.6 1,495 23.5 416 ― 
 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％
20年３月期 △274 47 ―  △24.7 △5.1 △2.7 

19年３月期 61 98 ―  4.6 4.5 4.6  
(参考) 持分法投資損益 20年３月期 △438百万円 19年３月期 △2百万円
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(2) 連結財政状態 

【訂正前】（１ページ） 
 

 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３月期 34,159 8,337 19.8 1,011 94 

19年３月期 35,089 10,338 24.4 1,274 77  
(参考) 自己資本 20年３月期 6,762百万円 19年３月期 8,573百万円

【訂正後】  
 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３月期 33,733 7,911 18.8 948 15 

19年３月期 35,089 10,338 24.4 1,274 77  
(参考) 自己資本 20年３月期 6,335百万円 19年３月期 8,573百万円

 

 (参考) 個別業績の概要 

1. 20年３月期の個別業績（平成19年４月1日～平成20年３月31日） 

(1) 個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

【訂正前】（２ページ） 
 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 760 ― 7 ― △13 ― 822 ― 

19年３月期 2 ― △393 ― △267 ― △684 ― 
 

 １株当たり当期純利益 
潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
 円 銭 円 銭

20年３月期 122 49 ― ― 

19年３月期 △101 60 ― ― 

【訂正後】   
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
20年３月期 760 ― 7 ― △13 ― 138 ― 

19年３月期 2 ― △393 ― △267 ― △684 ― 
 

 １株当たり当期純利益 
潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益
 円 銭 円 銭

20年３月期 20 64 ― ― 

19年３月期 △101 60 ― ― 

 

(2) 個別財政状態 

【訂正前】（２ページ） 

 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３月期 14,096 7,277 51.6 1,089 06 

19年３月期 14,416 6,764 46.1 988 78 
 

(参考) 自己資本 20年３月期 7,277百万円 19年３月期 6,650百万円

【訂正後】 

 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３月期 13,987 6,593 47.1 986 67 

19年３月期 14,416 6,764 46.1 988 78 
 

(参考) 自己資本 20年３月期 6,593百万円 19年３月期 6,650百万円

 

 (参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 
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【訂正前】（７ページ） 

 平成19年３月期 平成20年３月期 

自己資本比率 24.4％ 19.8％

時価ベースの自己資本比率 32.0％ 30.9％

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ 3.8 ―

【修正後】 

 平成19年３月期 平成20年３月期 

自己資本比率 24.4％ 18.8％

時価ベースの自己資本比率 32.0％ 31.3％

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ 3.8 ―

 

４ 連結財務諸表 

(1) 連結貸借対照表 

【訂正前】（13ページ） 

  前連結会計年度 

(平成 年 月 日)

当連結会計年度 

(平成 年 月 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 ※２ 5,003,048  3,156,489

 ２ 受取手形及び 

   完成工事未収入金等 

※５ 

※６ 
4,386,256  4,218,812

 ３ たな卸資産 ※２ 10,130,018  9,389,662

 ４ 繰延税金資産  300,883  284,303

 ５ 未収還付法人税等  68,523  178,828

 ６ その他 ※２ 1,154,350  2,238,654

   貸倒引当金  △ 66,398  △156,653

   流動資産合計  20,976,680 59.8  19,310,098 56.5

Ⅱ 固定資産   

 １ 有形固定資産   

  (1) 建物・構築物 ※２ 5,501,209 5,682,338 

    減価償却累計額  △ 2,897,130 △ 3,374,502 

    減損損失累計額  △ 128,191 2,475,886 △ 147,198 2,160,637

  (2) 機械・運搬具・ 

    工具器具備品 
 4,188,622 3,569,514 

    減価償却累計額  △3,498,101 690,521 △ 3,005,079 

    減損損失累計額  ― △ 13,909 550,525

  (3) 土地 ※２ 4,237,562  4,051,394

  (4) 建設仮勘定  27,495  32,229

   有形固定資産合計  7,431,466 21.2  6,794,786 19.9

 ２ 無形固定資産   

  (1) のれん  878,031  2,071,156

  (2) その他  637,511  719,561

   無形固定資産合計  1,515,542 4.3  2,790,717 8.2

 ３ 投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券 ※１ 

※２
3,332,461  1,615,404

  (2) 出資金  706,531  1,004,459

  (3) 長期貸付金  173,447  340,957

  (4) 繰延税金資産  202,473  412,858

  (5) その他 ※２ 916,690  2,242,030

    貸倒引当金  △ 165,699  △ 351,434

   投資その他の資産合計  5,165,904 14.7  5,264,276 15.4

   固定資産合計  14,112,913 40.2  14,849,780 43.5

   資産合計  35,089,594 100.0  34,159,878 100.0
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【訂正後】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成20年３月31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 ※２ 5,003,048  3,156,489

 ２ 受取手形及び 

   完成工事未収入金等 

※５ 

※６ 
4,386,256  4,218,812

 ３ たな卸資産 ※２ 10,130,018  9,389,662

 ４ 繰延税金資産  300,883  68,313

 ５ 未収還付法人税等  68,523  178,828

 ６ その他 ※２ 1,154,350  2,238,654

   貸倒引当金  △ 66,398  △156,653

   流動資産合計  20,976,680 59.8  19,094,107 56.6

Ⅱ 固定資産   

 １ 有形固定資産   

  (1) 建物・構築物 ※２ 5,501,209 5,682,338 

    減価償却累計額  △ 2,897,130 △ 3,374,502 

    減損損失累計額  △ 128,191 2,475,886 △ 147,198 2,160,637

  (2) 機械・運搬具・ 

    工具器具備品 
 4,188,622 3,569,514 

    減価償却累計額  △3,498,101 690,521 △ 3,005,079 

    減損損失累計額  ― △ 13,909 550,525

  (3) 土地 ※２ 4,237,562  4,051,394

  (4) 建設仮勘定  27,495  32,229

   有形固定資産合計  7,431,466 21.2  6,794,786 20.1

 ２ 無形固定資産   

  (1) のれん  878,031  2,071,156

  (2) その他  637,511  719,561

   無形固定資産合計  1,515,542 4.3  2,790,717 8.3

 ３ 投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券 
※１ 

※２ 
3,332,461  1,615,404

  (2) 出資金  706,531  1,004,459

  (3) 長期貸付金  173,447  340,957

  (4) 繰延税金資産  202,473  202,495

  (5) その他 ※２ 916,690  2,242,030

    貸倒引当金  △ 165,699  △ 351,434

   投資その他の資産合計  5,165,904 14.7  5,053,913 15.0

   固定資産合計  14,112,913 40.2  14,639,417 43.4

   資産合計  35,089,594 100.0  33,733,524 100.0
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【訂正前】（14ページ） 

  
前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成20年３月31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 支払手形及び工事未払金 ※６ 3,799,528  4,809,316

 ２ 短期借入金 
※２ 

※４ 
8,533,874  8,165,683

 ３ 一年以内返済予定 

   長期借入金 
※４ ―  1,301,189

 ４ 一年以内償還予定社債 ※２ 242,000  670,000

 ５ 未払金  1,738,420  1,217,225

 ６ 未払法人税等  668,013  122,949

 ７ 未成工事受入金  1,424,014  257,793

  ８  繰延税金負債  ―  262

 ９ 完成工事補償引当金  23,777  10,675

 10 賞与引当金  81,654  38,670

 11 役員賞与引当金  28,000  26,300

 12 その他  548,163  1,210,262

   流動負債合計  17,087,446 48.7  17,830,329 52.2

Ⅱ 固定負債   

 １ 社債 ※２ 2,078,000  1,070,000

 ２ 長期借入金 
※２ 

※４ 
3,881,791  4,563,385

 ３ 繰延税金負債  667,009  671,934

 ４ 退職給付引当金  190,882  199,281

 ５ 役員退職慰労引当金  24,879  ―

 ６ 負ののれん  619,882  573,136

 ７ 預り敷金  107,448  106,606

 ８ その他  93,938  807,507

   固定負債合計  7,663,831 21.8  7,991,853 23.4

   負債合計  24,751,278 70.5  25,822,182 75.6

   

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

 １ 資本金  500,000  500,000

 ２ 資本剰余金  3,735,508  3,607,001

 ３ 利益剰余金  4,784,482  3,366,885

 ４ 自己株式 ※２ △ 468,569  △ 534,967

   株主資本合計  8,551,421 24.4  6,938,919 20.3

Ⅱ 評価・換算差額等   

 １ その他有価証券 

   評価差額金 
 △ 655  △ 212,081

 ２ 繰延ヘッジ損益  △ 3,036  △ 611

 ３ 為替換算調整勘定  25,287  35,996

   評価・換算差額等合計  21,595 0.1  △ 176,696 △0.5

Ⅲ 新株予約権  114,000 0.3  ― ―

Ⅳ 少数株主持分  1,651,298 4.7  1,575,472 4.6

   純資産合計  10,338,315 29.5  8,337,696 24.4

   負債純資産合計  35,089,594 100.0  34,159,878 100.0
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【訂正後】 

  
前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成20年３月31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 支払手形及び工事未払金 ※６ 3,799,528  4,809,316

 ２ 短期借入金 
※２ 

※４ 
8,533,874  8,165,683

 ３ 一年以内返済予定 

   長期借入金 
※４ ―  1,301,189

 ４ 一年以内償還予定社債 ※２ 242,000  670,000

 ５ 未払金  1,738,420  1,217,225

 ６ 未払法人税等  668,013  122,949

 ７ 未成工事受入金  1,424,014  257,793

  ８  繰延税金負債  ―  262

 ９ 完成工事補償引当金  23,777  10,675

 10 賞与引当金  81,654  38,670

 11 役員賞与引当金  28,000  26,300

 12 その他  548,163  1,210,262

   流動負債合計  17,087,446 48.7  17,830,329 52.8

Ⅱ 固定負債   

 １ 社債 ※２ 2,078,000  1,070,000

 ２ 長期借入金 
※２ 

※４ 
3,881,791  4,563,385

 ３ 繰延税金負債  667,009  671,934

 ４ 退職給付引当金  190,882  199,281

 ５ 役員退職慰労引当金  24,879  ―

 ６ 負ののれん  619,882  573,136

 ７ 預り敷金  107,448  106,606

 ８ その他  93,938  807,507

   固定負債合計  7,663,831 21.8  7,991,853 23.7

   負債合計  24,751,278 70.5  25,822,182 76.5

   

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

 １ 資本金  500,000  500,000

 ２ 資本剰余金  3,735,508  3,607,001

 ３ 利益剰余金  4,784,482  2,940,531

 ４ 自己株式 ※２ △ 468,569  △ 534,967

   株主資本合計  8,551,421 24.4  6,512,565 19.3

Ⅱ 評価・換算差額等   

 １ その他有価証券 

   評価差額金 
 △ 655  △ 212,081

 ２ 繰延ヘッジ損益  △ 3,036  △ 611

 ３ 為替換算調整勘定  25,287  35,996

   評価・換算差額等合計  21,595 0.1  △ 176,696 △0.5

Ⅲ 新株予約権  114,000 0.3  ― ―

Ⅳ 少数株主持分  1,651,298 4.7  1,575,472 4.7

   純資産合計  10,338,315 29.5  7,911,342 23.5

   負債純資産合計  35,089,594 100.0  33,733,524 100.0
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(2) 連結損益計算書 

【訂正前】（15ページ） 

  

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31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  33,169,580 100.0  34,583,696 100.0

Ⅱ 売上原価  28,265,861 85.2  30,563,400 88.4

   売上総利益  4,903,718 14.8  4,020,295 11.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 3,367,611 10.2  4,959,738 14.3

  営業利益又は営業損失(△)  1,536,106 4.6  △ 939,442 △ 2.7

Ⅳ 営業外収益   

 １ 受取利息  27,462 25,900 

 ２ 受取配当金  54,069 59,951 

 ３ 店舗開設支援金  ― 49,727 

 ４ 負ののれん償却額  156,025 163,756 

 ５ 為替差益  82,781 ― 

 ６ その他  160,825 481,164 1.5 267,577 566,913 1.6

Ⅴ 営業外費用   

 １ 支払利息  422,029 610,144 

 ２ 社債発行費   53,532 1,179 

 ３ 持分法による投資損失  ― 438,185 

  ４ 為替差損  ― 51,934 

 ５ 投資有価証券評価損  ― 69,408 

 ６ その他  46,300 521,861 1.6 218,699 1,389,552 4.0

  経常利益又は経常損失(△)  1,495,409 4.5  △ 1,762,081 △ 5.1

Ⅵ 特別利益   

 １ 前期損益修正益 ※６ 10,704 ― 

 ２ 固定資産売却益 ※２ 21,378 9,510 

 ３ 投資有価証券売却益  ― 152,876 

 ４ 子会社株式売却益  ― 982,235 

 ５ 貸倒引当金戻入益  ― 38,418 

 ６ 新株予約権消滅差益  ― 32,299 

 ７ その他 ※７ ― 32,082 0.1 36,661 1,252,001 3.6

Ⅶ 特別損失   

 １ 減損損失 ※５ 103,829 344,293 

 ２ 固定資産売却損 ※３ 614 3,041 

 ３ 固定資産除却損 ※４ 8,419 41,909 

 ４ 投資有価証券売却損  63,478 77,600 

 ５ 子会社株式売却損  ― 1,670 

 ６ 投資有価証券評価損  2,499 52,751 

 ７ 貸倒引当金繰入額  53,542 ― 

 ８ 関係会社整理損失  ― 63,726 

 ９ その他 ※８ 61,563 293,947 0.9 137,349 722,343 2.1

  税金等調整前当期純利益 

  又は税金等調整前 

  当期純損失(△) 

 1,233,545 3.7  △ 1,232,423 △ 3.6

  法人税、住民税及び事業税  779,823 235,219 

  法人税等調整額  △ 13,133 766,690 2.3 △ 152,443 82,776 0.2

  少数株主利益  50,412 0.1  102,396 0.3

  当期純利益又は 

  当期純損失(△) 
 416,442 1.3  △ 1,417,596 △ 4.1
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【訂正後】 

  

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31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  33,169,580 100.0  34,583,696 100.0

Ⅱ 売上原価  28,265,861 85.2  30,563,400 88.4

   売上総利益  4,903,718 14.8  4,020,295 11.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 3,367,611 10.2  4,959,738 14.3

  営業利益又は営業損失(△)  1,536,106 4.6  △ 939,442 △ 2.7

Ⅳ 営業外収益   

 １ 受取利息  27,462 25,900 

 ２ 受取配当金  54,069 59,951 

 ３ 店舗開設支援金  ― 49,727 

 ４ 負ののれん償却額  156,025 163,756 

 ５ 為替差益  82,781 ― 

 ６ その他  160,825 481,164 1.5 267,577 566,913 1.6

Ⅴ 営業外費用   

 １ 支払利息  422,029 610,144 

 ２ 社債発行費   53,532 1,179 

 ３ 持分法による投資損失  ― 438,185 

  ４ 為替差損  ― 51,934 

 ５ 投資有価証券評価損  ― 69,408 

 ６ その他  46,300 521,861 1.6 218,699 1,389,552 4.0

  経常利益又は経常損失(△)  1,495,409 4.5  △ 1,762,081 △ 5.1

Ⅵ 特別利益   

 １ 前期損益修正益 ※６ 10,704 ― 

 ２ 固定資産売却益 ※２ 21,378 9,510 

 ３ 投資有価証券売却益  ― 152,876 

 ４ 子会社株式売却益  ― 982,235 

 ５ 貸倒引当金戻入益  ― 38,418 

 ６ 新株予約権消滅差益  ― 32,299 

 ７ その他 ※７ ― 32,082 0.1 36,661 1,252,001 3.6

Ⅶ 特別損失   

 １ 減損損失 ※５ 103,829 344,293 

 ２ 固定資産売却損 ※３ 614 3,041 

 ３ 固定資産除却損 ※４ 8,419 41,909 

 ４ 投資有価証券売却損  63,478 77,600 

 ５ 子会社株式売却損  ― 1,670 

 ６ 投資有価証券評価損  2,499 52,751 

 ７ 貸倒引当金繰入額  53,542 ― 

 ８ 関係会社整理損失  ― 63,726 

 ９ その他 ※８ 61,563 293,947 0.9 137,349 722,343 2.1

  税金等調整前当期純利益 

  又は税金等調整前 

  当期純損失(△) 

 1,233,545 3.7  △ 1,232,423 △ 3.6

  法人税、住民税及び事業税  779,823 235,219 

  法人税等調整額  △ 13,133 766,690 2.3 273,910 509,130 1.5

  少数株主利益  50,412 0.1  102,396 0.3

  当期純利益又は 

  当期純損失(△) 
 416,442 1.3  △1,843,950 △5.3
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(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４月１日 至 平成20年３月31日) 

【訂正前】（17ページ） 

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３月31日残高(千円) 500,000 3,735,508 4,784,482 △ 468,569 8,551,421 

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 △127,791  △127,791

 当期純損失 △1,417,596  △1,417,596

 自己株式の取得 △ 76,775 △ 76,775

 自己株式の処分 △ 715 10,377 9,662

 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) 

― △ 128,507 △1,417,596 △ 66,397 △1,612,501

平成20年３月31日残高(千円) 500,000 3,607,001 3,366,885 △ 534,967 6,938,919

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算
調整勘定

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３月31日残高(千円) △655 △3,036 25,287 21,595 114,000 1,651,298 10,338,315

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当   △127,791

 当期純損失   △1,417,596

 自己株式の取得   △76,775

 自己株式の処分   9,662

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額（純額） 

△ 211,426 2,424 10,708 △ 198,292 △ 114,000 △ 75,825 △388,117

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

△ 211,426 2,424 10,708 △ 198,292 △ 114,000 △ 75,825 △2,000,619

平成20年３月31日残高(千円) △ 212,081 △ 611 35,996 △ 176,696 ― 1,575,472 8,337,696
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【訂正後】 

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３月31日残高(千円) 500,000 3,735,508 4,784,482 △ 468,569 8,551,421 

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 △127,791  △127,791

 当期純損失 △1,843,950  △1,843,950

 自己株式の取得 △ 76,775 △ 76,775

 自己株式の処分 △ 715 10,377 9,662

 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) 

― △ 128,507 △1,843,950 △ 66,397 △2,038,855

平成20年３月31日残高(千円) 500,000 3,607,001 2,940,531 △ 534,967 6,512,565

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算
調整勘定

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３月31日残高(千円) △655 △3,036 25,287 21,595 114,000 1,651,298 10,338,315

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当   △127,791

 当期純損失   △1,843,950

 自己株式の取得   △76,775

 自己株式の処分   9,662

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額（純額） 

△ 211,426 2,424 10,708 △ 198,292 △ 114,000 △ 75,825 △388,117

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

△ 211,426 2,424 10,708 △ 198,292 △ 114,000 △ 75,825 △2,426,973

平成20年３月31日残高(千円) △ 212,081 △ 611 35,996 △ 176,696 ― 1,575,472 7,911,342
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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 

（20ページに追加） 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

――― 当連結会計年度にかかる連結財務諸表において、事業再編に伴

う特別損失の計上が多額になったこと等により1,843,950千円の

当期純損失が発生しております。 
また、営業キャッシュ・フローにつきましても平成18年3月期

2,005,695千円、平成19年3月期805,976千円、平成20年3月期

3,824,892千円と3期連続でマイナスの状態が続いております。

さらに、当社の主要連結子会社であるジェイオー建設㈱におい

て、大型物件である「ガーデンモール木津川」の売却代金未入金

により資金状況が著しく悪化したことから、一時的に資金が不足

したことにより、平成20年６月２日開催の取締役会において、民

事再生手続開始の申立てを行うことを決議し、大阪地方裁判所に

申立てを行い、同日付で受理されております。 
その結果、ジェイオー建設㈱において繰延税金資産の全額取崩

を行うこととしたため、金融機関からの借入れにつき財務制限条

項に抵触することとなりました。 
以上を総合的に判断に判断して、当社グループには継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在しております。 
 当期に計上した損失については、その多くは事業整理損失や減

損損失および繰延税金資産の取崩等といった一時的な要因で発

生したものであります。当該損失を当期において一括で計上した

ことにより、当社グループは収益体質へと転換しております。

資金面につきましては、先述の「ガーデンモール木津川」の売

却代金未収により、一時的に資金状況が悪化しておりますが、当

該物件の引渡しを行わず自社名義で登記を行い、売却による資金

状況の改善を見込んでおります。その他の対策として、金融機関

からの借入、保有資産、株式の売却、資産の流動化等、複数の資

金調達手段を講じております。 
また、営業キャッシュフローにつきましては、当期においては、

「ガーデンモール木津川」の売却代金未収により大幅なマイナス

となっております。しかし、当社グループの主軸である流通事業

において、コスト削減、収益事業部門に経営資源を集中するため

の損失事業部門の廃止、経営陣を始めとする組織体制の見直し

等、大幅な構造改革を推し進めた結果、㈱ＮＥＳＴＡＧＥの平成

19年10月から平成20年2月期の決算におきましては、３８０百万

円の 終利益を計上し、既に黒字転換を達成しており、営業キャ

ッシュフローも改善されております。 
以上より、継続企業の前提に関する重要な疑義は解消するもの

と判断しております。 
従いまして、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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(7) 連結財務諸表に関する注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

【訂正前】（30ページ） 

前連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

※４ 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調

達を行うため、㈱三菱東京ＵＦＪ銀行他13行と貸出コミ

ットメント契約を、同行他４行と当座貸越契約を締結し

ております。 

当連結会計年度末における貸出コミットメント契約及

び当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおり

であります。 

貸出コミットメント及び 

当座貸越極度額の総額 
7,845,140千円

借入実行残高 6,345,140 

差引額 1,500,000 
 

※４ 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調

達を行うため、㈱三菱東京ＵＦＪ銀行他４行と貸出コミ

ットメント契約をみずほ銀行他４行と当座貸越契約を

締結しております。 

当連結会計年度末における貸出コミットメント契約及

び当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおり

であります。 

貸出コミットメント及び 

当座貸越極度額の総額 
3,645,450千円

借入実行残高 3,022,515 

差引額 622,934 

短期借入金1,000,000千円には以下の財務制限条項

が付されております。 

１） 当社の各連結会計年度末の連結貸借対照表及びジェ

イオー建設㈱の各事業年度末日の貸借対照表における

純資産の部の金額を平成19年３月期末の貸借対照表に

おける純資産の部の金額の75％以上の金額に維持する

こと。  

２） 当社の各連結会計年度に係る連結損益計算書及びジ

ェイオー建設㈱の各事業年度に係る損益計算書におけ

る経常損益に関して、それぞれ２期連続して経常損失を

計上しないこと。  

一年以内返済予定長期借入金270,000千円及び長期

借入金474,750千円には以下の財務制限条項が付されて

おります。 

１） ジェイオー建設㈱の各事業年度末日の貸借対照表に

おける純資産の部の合計額から新株予約権及び繰延ヘ

ッジ損益の合計金額を控除した金額を29億円以上に維

持すること。 

２） 当社の各連結会計年度に係る連結損益計算書及びジ

ェイオー建設㈱の各事業年度に係る損益計算書におけ

る経常損益を２期連続で損失としないこと。 

３） 当社の各連結事業年度末日の連結貸借対照表におけ

る純資産の部の合計金額から新株予約権、少数株主持分

及び繰延ヘッジ損益の合計額を控除した金額を65億円

以上に維持すること。 

なお、財務制限条項につき、現状適用されるものはあ

りません。 
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【訂正後】 

前連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

※４ 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調

達を行うため、㈱三菱東京ＵＦＪ銀行他13行と貸出コミ

ットメント契約を、同行他４行と当座貸越契約を締結し

ております。 

当連結会計年度末における貸出コミットメント契約及

び当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおり

であります。 

貸出コミットメント及び 

当座貸越極度額の総額 
7,845,140千円

借入実行残高 6,345,140 

差引額 1,500,000 
 

※４ 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調

達を行うため、㈱三菱東京ＵＦＪ銀行他４行と貸出コミ

ットメント契約をみずほ銀行他４行と当座貸越契約を

締結しております。 

当連結会計年度末における貸出コミットメント契約及

び当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおり

であります。 

貸出コミットメント及び 

当座貸越極度額の総額 
3,645,450千円

借入実行残高 3,022,515 

差引額 622,934 

短期借入金1,000,000千円には以下の財務制限条項

が付されております。 

１） 当社の各連結会計年度末の連結貸借対照表及びジェ

イオー建設㈱の各事業年度末日の貸借対照表における

純資産の部の金額を平成19年３月期末の貸借対照表に

おける純資産の部の金額の75％以上の金額に維持する

こと。  

２） 当社の各連結会計年度に係る連結損益計算書及びジ

ェイオー建設㈱の各事業年度に係る損益計算書におけ

る経常損益に関して、それぞれ２期連続して経常損失を

計上しないこと。  

一年以内返済予定長期借入金270,000千円及び長期

借入金474,750千円には以下の財務制限条項が付されて

おります。 

１） ジェイオー建設㈱の各事業年度末日の貸借対照表に

おける純資産の部の合計額から新株予約権及び繰延ヘ

ッジ損益の合計金額を控除した金額を29億円以上に維

持すること。 

２） 当社の各連結会計年度に係る連結損益計算書及びジ

ェイオー建設㈱の各事業年度に係る損益計算書におけ

る経常損益を２期連続で損失としないこと。 

３） 当社の各連結事業年度末日の連結貸借対照表におけ

る純資産の部の合計金額から新株予約権、少数株主持分

及び繰延ヘッジ損益の合計額を控除した金額を65億円

以上に維持すること。 

なお、ジェイオー建設㈱は、上記財務制限条項に抵触

しておりますが、同社は民事再生手続開始の決定を受け

ており、再生計画策定中であるため現状では返済予定は

確定しておりません。 
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（セグメント情報） 

１ 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４月１日 至 平成20年３月31日) 

【訂正前】（38ページ） 

建設事業 不動産事業 
プラスチック

関連事業

交通関連
事業 

投資事業 流通事業
その他の
事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

 
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

Ⅰ売上高及び営業利益 

 売上高 
    

(1) 外部顧客に対する売上高 8,827,169 7,344,167 3,792,578 2,407,084 279,143 9,588,937 2,341,368 34,580,450 3,245 34,583,696

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
159,872 25,633 - 3,397 - 2,581 16,802 208,287 (208,287) -

 計 8,987,042 7,369,800 3,792,578 2,410,481 279,143 9,591,519 2,358,170 34,788,737 (205,042) 34,583,696

 営業費用 9,110,512 7,454,071 3,653,770 2,444,004 369,868 9,582,297 2,483,962 35,098,488 424,649 35,523,138

営業利益又は 

営業損失（△） 
△123,470 △84,271 138,808 △33,522 △90,724 9,221 △125,792 △309,751 △629,691 △939,442

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出     

   資産 7,070,880 6,325,958 4,434,640 3,665,169 3,829,206 8,842,013 1,023,192 35,191,061 △1,031,182 34,159,878

   減価償却費 46,267 205,696 120,327 66,303 173 95,380 59,681 593,830 3,793 597,624

   減損損失 - 171,452 - - - 11,622 - 183,075 161,218 344,293

   資本的支出 21,195 1,005,400 59,081 58,754 639 211,676 410,992 1,767,740 27,782 1,795,522

(注) ５ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は14,114,333千円であり、その主なものは、余資運用資金（現金預金）及び

管理部門に係る資産等であります。 

 

【訂正後】 

建設事業 不動産事業 
プラスチック

関連事業

交通関連
事業 

投資事業 流通事業
その他の
事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

 
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

Ⅰ売上高及び営業利益 

 売上高 
    

(1) 外部顧客に対する売上高 8,827,169 7,344,167 3,792,578 2,407,084 279,143 9,588,937 2,341,368 34,580,450 3,245 34,583,696

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
159,872 25,633 - 3,397 - 2,581 16,802 208,287 (208,287) -

 計 8,987,042 7,369,800 3,792,578 2,410,481 279,143 9,591,519 2,358,170 34,788,737 (205,042) 34,583,696

 営業費用 9,110,512 7,454,071 3,653,770 2,444,004 369,868 9,582,297 2,483,962 35,098,488 424,649 35,523,138

営業利益又は 

営業損失（△） 
△123,470 △84,271 138,808 △33,522 △90,724 9,221 △125,792 △309,751 △629,691 △939,442

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出     

   資産 6,753,808 6,325,958 4,434,640 3,665,169 3,829,206 8,842,013 1,023,192 34,873,989 △1,140,464 33,733,524

   減価償却費 46,267 205,696 120,327 66,303 173 95,380 59,681 593,830 3,793 597,624

   減損損失 - 171,452 - - - 11,622 - 183,075 161,218 344,293

   資本的支出 21,195 1,005,400 59,081 58,754 639 211,676 410,992 1,767,740 27,782 1,795,522

(注) ５ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は14,152,051千円であり、その主なものは、余資運用資金（現金預金）及び

管理部門に係る資産等であります。 
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（税効果会計関係） 

【訂正前】（42ページ） 

前連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 

 貸倒引当金 406,513千円

 販売用不動産評価損 168,442 

 退職給付引当金 75,889 

 未払事業税 58,989 

 減損損失 51,040 

 賞与引当金 32,713 

 繰延資産償却超過額 29,130 

 役員退職慰労引当金 10,449 

 その他 28,694 

 繰延税金資産小計 861,859 

 評価性引当額 △358,503 

 繰延税金資産合計 503,356 

繰延税金負債  

 その他有価証券評価差額金 13,509 

 連結上の土地評価差額 653,500 

 繰延税金負債合計 667,009 

 繰延税金資産負債の純額 △163,653 
  

  当連結会計年度における繰延税金資産負債の純額は、貸借

対照表の以下の項目として表示されております。 

 流動資産－繰延税金資産 300,883 

 固定資産－繰延税金資産 202,473 

 固定資産－繰延税金負債 667,009 
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 

 貸倒引当金 50,862千円

 販売用不動産評価損 187,982 

 退職給付引当金 79,929 

 未払事業税 10,120 

 減損損失 433,034 

 賞与引当金 26,263 

 デリバティブ債務 29,378 

 投資有価証券評価損 23,203 

 その他有価証券評価差額金 115,282 

 その他 102,135 

 繰延税金資産小計 1,058,193 

 評価性引当額 △360,422 

 繰延税金資産合計 697,770 

繰延税金負債  

 連結上の土地評価差額 653,500 

 繰延税金負債合計 653,500 

 繰延税金資産負債の純額 44,269 
  

  当連結会計年度における繰延税金資産負債の純額は、貸借

対照表の以下の項目として表示されております。 

 流動資産－繰延税金資産 284,303 

 固定資産－繰延税金資産 412,858 

 流動負債－繰延税金負債 262 

 固定負債－繰延税金負債 671,934 
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【訂正後】 

前連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 

 貸倒引当金 406,513千円

 販売用不動産評価損 168,442 

 退職給付引当金 75,889 

 未払事業税 58,989 

 減損損失 51,040 

 賞与引当金 32,713 

 繰延資産償却超過額 29,130 

 役員退職慰労引当金 10,449 

 その他 28,694 

 繰延税金資産小計 861,859 

 評価性引当額 △358,503 

 繰延税金資産合計 503,356 

繰延税金負債  

 その他有価証券評価差額金 13,509 

 連結上の土地評価差額 653,500 

 繰延税金負債合計 667,009 

 繰延税金資産負債の純額 △163,653 
  

  当連結会計年度における繰延税金資産負債の純額は、貸借

対照表の以下の項目として表示されております。 

 流動資産－繰延税金資産 300,883 

 固定資産－繰延税金資産 202,473 

 固定資産－繰延税金負債 667,009 
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 

 貸倒引当金 50,862千円

 販売用不動産評価損 187,982 

 退職給付引当金 79,929 

 未払事業税 10,120 

 減損損失 433,034 

 賞与引当金 26,263 

 債務保証損失引当金 233,450 

 デリバティブ債務 29,378 

 投資有価証券評価損 23,203 

 子会社株式評価損 287,541 

 その他有価証券評価差額金 115,260 

 その他 99,857 

 繰延税金資産小計 1,576,885 

 評価性引当額 △1,324,773 

 繰延税金資産合計 252,112 

繰延税金負債  

 連結上の土地評価差額 653,500 

 繰延税金負債合計 653,500 

 繰延税金資産負債の純額 △401,388 
  

  当連結会計年度における繰延税金資産負債の純額は、貸借

対照表の以下の項目として表示されております。 

 流動資産－繰延税金資産 68,313 

 固定資産－繰延税金資産 202,495 

 流動負債－繰延税金負債 262 

 固定負債－繰延税金負債 671,934 
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（１株当たり情報） 

【訂正前】（49ページ） 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,274.77円
 

１株当たり純資産額 1,011.95円
 

１株当たり当期純利益 61.98円
 

１株当たり当期純利益 △211.01円
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜

在株式は存在するものの、希薄化効果を有している潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。 

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失(△)   (千円) 416,442 △1,417,596 

普通株主に帰属しない金額   （千円） ― ― 

普通株式に係る当期純利益 
又は当期純損失(△)      （千円） 

416,442 △1,417,596 

普通株式の期中平均株式数   （千株） 6,719 6,718 

新株予約権 3,000個 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 これらの詳細については、「第４

提出会社の状況、１株式等の状況
(2)新株予約権等の状況」に記載
のとおりであります。 

    ──── 

 

【訂正後】 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,274.77円
 

１株当たり純資産額 948.15円
 

１株当たり当期純利益 61.98円
 

１株当たり当期純利益 △274.47円
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜

在株式は存在するものの、希薄化効果を有している潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。 

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失(△)   (千円) 416,442 △1,843,950 

普通株主に帰属しない金額   （千円） ― ― 

普通株式に係る当期純利益 

又は当期純損失(△)      （千円） 
416,442 △1,843,950 

普通株式の期中平均株式数   （千株） 6,719 6,718 

新株予約権 3,000個 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 これらの詳細については、「第４

提出会社の状況、１株式等の状況

(2)新株予約権等の状況」に記載

のとおりであります。 

    ──── 
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（重要な後発事象） 

【訂正前】（50ページ） 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

 当社は、平成19年4月25日に、株式会社ＮＥＳＴＡＧＥ株式
（9,083,000株、発行済株式総数に占める割合：33.19％）の譲
り受けに関する基本合意書を締結し、平成19年５月31日に株式
取得を完了いたしました。 
 なお、弊社が株式会社ＮＥＳＴＡＧＥの主要株主である筆頭
株主となりました。 
１ 株式取得の理由 

 当社は、平成20年４月14日付で当社が保有する株式会社新紀
元の株式をすべて株式会社新紀元の代表取締役である方智煥
氏に譲渡しております。当該譲渡は譲受人からＭＢＯの申し入
れがあり、グループ構造改革の一環として建設セグメントの事
業構成の見直しを進める中で、事業の効率化につながるものと
判断したため実施したものです。  
１ 異動する子会社の概要  

 当社連結子会社である神戸タウン株式会社は、より深く根ざ

した地域貢献を図ることを目的とした地域密着型のメディア

事業を運営し、これに加え、平成19年３月より兵庫県を中心に

携帯電話販売代理店事業を開始しており、当グループにおいて

今後大きな成長が期待されます。 

 一方、株式会社ＮＥＳＴＡＧＥは、「TVパニック」「wanpaku」

「COMG！」「ギャングスター」のブランド名で家庭用TVゲーム

専門店の全国展開を中心に事業を展開しており、長年培ったTV

ゲーム流通業界でのノウハウを活かしながら、店舗開発、ポー

タルサイト運営を行っております。 

 今回当社が株式会社ＮＥＳＴＡＧＥの主要株主である筆頭

株主となることで、既存店舗のスペースを有効活用した携帯電

話販売事業の展開による付加価値の創出やポータルサイト運

営におけるコンテンツの連携が可能となるシナジー効果は十

分にあるものと考えられており、今後の協力体制のもとお互い

の企業価値向上に努めてまいります。 

２ 株式取得の相手先の名称 

 株式会社クインランド 

３ 買収する会社の名称、事業内容、規模 

（1）商  号  株式会社ＮＥＳＴＡＧＥ 

（2）資 本 金  1,233百万円 

（1）商号      株式会社新紀元 
（2）代表者     方智煥 
（3）主な事業内容   韓国における不動産事業 
２ 株式の譲渡先 
  氏名 方智煥 
３ 日程 
（1）取締役会決議    平成20年４月14日 
（2）株式譲渡契約調印日 平成20年４月14日 
（3）譲渡期日      平成20年４月14日  
４ 譲渡株式数、譲渡価額および異動前後の所有株式の状況 
（1）異動前の所有株式数 10,000株 
            （所有割合100％） 
（2）譲渡株式数     10,000株 
５ 売却価額及び売却損益  
（1）売却価額  5,167千円  
（2）売却益  316,104千円  
        

（3）事業内容   家庭用TVゲーム専門店「TVパニック」「wanpaku」

「COMG！」「ギャングスター」フランチャイズ

チェーン本部、TVゲーム、CD、ビデオ、DVD、

書籍等を総合的に扱う複合エンターテイメン

トショップ及び複合カフェ直営店の経営、複

合カフェ総合プロデュース事業・TVゲームポ

ータルサイト「Glep」の企画、運営  

４ 株式取得の時期  

  平成19年５月31日 株式取得完了  

５ 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率  

 （1）取得する株式の数  9,083,000株  

 （2）取得価額       1,548百万円  

 （3）取得後の持分比率  33.19％  

６ 資金調達方法と支払方法  

 （1）調達     自己資金  

 （2）支払方法   銀行振込  
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前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

 

 当社は、平成20年５月28日に株式交換により株式会社ＮＥＳ
ＴＡＧＥを完全子会社としております。 
１ 株式交換の目的 
 当社グループは、事業内容を有機的に変化させ、安定した経
営と着実な成長を維持していくため、今期流通事業に参入いた
しました。当社グループでは、流通事業をグループにおける収
益の第二の柱として確立させていくことを現在の 重要課題
と位置付けております。当該課題に対処すべく、携帯電話販売
事業における店舗展開力の強化、経営資源・ノウハウ・人材の
共有化に加え、シナジー効果の向上を早期に実現するため、株
式会社ＮＥＳＴＧＥを完全子会社化することといたしました。
２ 株式の割当比率 
 株式会社ＮＥＳＴＡＧＥの普通株式１株に対して、当社の普
通株式0.032株を割り当てております。 
 なお、割当てる株式数に、１株に満たない端数が生じた場合
は、会社法234条の規定により端数の合計（その合計数に１に
満たない端数がある場合は切り捨てるものとします。）に相当
する当社の株式を売却し、その端数に応じてその代金を当該株
主に交付します。また、当社が保有する株式会社ＮＥＳＴＡＧ
Ｅ株式9,083,000株については株式交換による株式の割当ては
行いません。 
３ 株式交換により発行する新株式等 
 当社は、株式交換に際して普通株式320,124株を新たに発行
し、これに当社が有する自己株式264,843株を合わせた合計
584,967株を株式交換による割当に充当します。ただし、平成
19年11月５日に開示しておりますように、現在当社自己株式取
得を行っており、その状況に応じて交換により発行する新株式
数、自己株式数は変動いたします。 
４ 日程 
平成20年２月８日     株式交換契約書承認取締役会 
平成20年２月８日    株式交換契約書の締結 
平成20年５月28日    株式交換承認定時株主総会 
                       （株式会社NESTAGE） 
平成20年７月１日(予定) 株式交換効力発生日 
平成20年８月１日(予定) 株券交付日 
５ その他重要な事項 
 株式会社ＮＥＳＴＡＧＥは、本株式交換の実施に伴い、平成
20年６月25日をもって上場廃止となる予定です。 
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【訂正後】 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当社の連結子会社でありますジェイオー建設㈱は、平成20年
６月２日開催の取締役会において、民事再生手続開始の申立て
を行うことを決議し、大阪地方裁判所に申立てを行い、同日付
で再生手続開始決定を受けております。 
１ 申立てを行うに至った理由 
ジェイオー建設㈱は、兵庫県を中心として関西圏で、主とし

てマンション・商業施設の建設請負事業を行っておりましたが、
同社が㈱ミキシングより請負ったガーデンモール木津川新築工
事において、平成20年４月30日に請負契約に基づく建設請負代
金の入金がされず、またミキシングは平成20年５月16日に民事
再生手続の申立てを行いました。 
ジェイオー建設㈱では、当該物件の引渡しを行わず、自社名

義にて登記を行うとともに、当該物件の売却交渉を行って参り
ましたが、㈱ミキシングの民事再生手続中という不安定な状況
の中で、物件の売却交渉が進まず、また、現在の建設・不動産
事業を取巻く環境下での銀行与信低下等もあり、自力での資金
調達が困難な状況となり、民事再生手続きの申立てを行うこと
となりました。 
２ 当該連結子会社の名称等 
(1) 商号      ジェイオー建設株式会社 
(2) 本店所在地   兵庫県加東市社417番地 
(3) 代表者     代表取締役 木寺 一郎 
(4) 設立年月日   昭和20年10月26日 
(5) 資本金     400百万円 
(6) 事業内容     ・土木建築請負業 

・土地建物の売買、管理及び賃貸業 
・土木建築工事の設計、管理ならびにコン
サルティング業務 

(7) 発行済株式総数 6,969,995株 
(平成20年６月２日現在) 

(8) 純資産     3,128百万円 
(平成20年３月末日現在) 

(9) 総資産      11,306百万円 
(平成20年３月末日現在) 

(10)決算期      ３月 
(11)従業員数      90名（平成20年４月14日現在、 

パート含） 
(12)主要取引先    ㈱日本エスコン、ライフデザインプロデュ

ース、㈱日本クリエイト、㈱ミキシング、
社会福祉法人 くすのき  会(平成20年3
月期での完成工事請負高上位） 

(13)主要取引銀行 三井住友銀行、みなと銀行、三菱東京UFJ銀
行、三菱UFJ信託銀行 

(14)主要株主     ジェイオーグループホールディングス㈱ 
100% 

３ 負債総額     6,335百万円 
４  債務保証総額 
当社としてジェイオー建設㈱に対する貸付金等の債権はござ
いませんが、同社の金融機関からの借入に対する保証債務とし
て2,454百万円があります。 
５ 今後の見通し 
先述の通り、今回の申立てはガーデンモール木津川新築工事

の入金の遅れを直接の原因とする短期的な資金繰り上の問題
であり、当事業年度末の純資産残高でも3,128百万円を有して
おります。今後、民事再生手続の進行と並行して、当該物件の
処理および保有資産の処分等により事業再生の可能性も高い
ものと考えております。 

 当社は、平成19年4月25日に、株式会社ＮＥＳＴＡＧＥ株式

（9,083,000株、発行済株式総数に占める割合：33.19％）の譲

り受けに関する基本合意書を締結し、平成19年５月31日に株式

取得を完了いたしました。 

 なお、弊社が株式会社ＮＥＳＴＡＧＥの主要株主である筆頭

株主となりました。 

１ 株式取得の理由 

当社連結子会社である神戸タウン株式会社は、より深く根ざし

た地域貢献を図ることを目的とした地域密着型のメディア事

業を運営し、これに加え、平成19年３月より兵庫県を中心に携

帯電話販売代理店事業を開始しており、当グループにおいて今

後大きな成長が期待されます。 

 一方、株式会社ＮＥＳＴＡＧＥは、「TVパニック」「wanpaku」

「COMG！」「ギャングスター」のブランド名で家庭用TVゲーム

専門店の全国展開を中心に事業を展開しており、長年培ったTV

ゲーム流通業界でのノウハウを活かしながら、店舗開発、ポー

タルサイト運営を行っております。 

 今回当社が株式会社ＮＥＳＴＡＧＥの主要株主である筆頭

株主となることで、既存店舗のスペースを有効活用した携帯電

話販売事業の展開による付加価値の創出やポータルサイト運

営におけるコンテンツの連携が可能となるシナジー効果は十

分にあるものと考えられており、今後の協力体制のもとお互い

の企業価値向上に努めてまいります。 

２ 株式取得の相手先の名称 

 株式会社クインランド 

３ 買収する会社の名称、事業内容、規模 

（1）商  号  株式会社ＮＥＳＴＡＧＥ 

（2）資 本 金  1,233百万円 

(3）事業内容   家庭用TVゲーム専門店「TVパニック」

「wanpaku」「COMG！」「ギャングスター」フ

ランチャイズチェーン本部、TVゲーム、CD、

ビデオ、DVD、書籍等を総合的に扱う複合エ

ンターテイメントショップ及び複合カフェ

直営店の経営、複合カフェ総合プロデュー

ス事業・TVゲームポータルサイト「Glep」

の企画、運営 

４ 株式取得の時期   

平成19年５月31日 株式取得完了 

５ 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率 

（1）取得する株式の数  9,083,000株 

（2）取得価額       1,548百万円 

（3）取得後の持分比率  33.19％ 

６ 資金調達方法と支払方法 

（1）調達     自己資金 

（2）支払方法   銀行振込   
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前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

 当社は、平成20年４月14日付で当社が保有する株式会社新紀
元の株式をすべて株式会社新紀元の代表取締役である方智煥
氏に譲渡しております。当該譲渡は譲受人からＭＢＯの申し入
れがあり、グループ構造改革の一環として建設セグメントの事
業構成の見直しを進める中で、事業の効率化につながるものと
判断したため実施したものです。  
１ 異動する子会社の概要  

 （1）商号      株式会社新紀元 

（2）代表者     方智煥 

（3）主な事業内容   韓国における不動産事業 

２ 株式の譲渡先 

  氏名 方智煥 

３ 日程 

（1）取締役会決議    平成20年４月14日 

（2）株式譲渡契約調印日 平成20年４月14日 

（3）譲渡期日      平成20年４月14日  

４ 譲渡株式数、譲渡価額および異動前後の所有株式の状況

（1）異動前の所有株式数 10,000株 

            （所有割合100％） 

（2）譲渡株式数     10,000株 

５ 売却価額及び売却損益  

（1）売却価額  5,167千円  

（2）売却益  316,104千円  
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(1) 貸借対照表 

【訂正前】（52ページ） 

  
前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20年３月31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 ※１ 751,417  290,422

 ２ 関係会社営業未収入金  ―  27,143

 ３ 貯蔵品  ―  257

 ４ 前払費用  4,579  11,793

 ５ 繰延税金資産  646  13,269

 ６ 未収還付法人税等  64,515  100,420

 ７ 未収入金  ―  263,720

 ８ 関係会社未収入金  14,226  ―

 ９ 関係会社短期貸付金 ※１ 4,518,656  2,945,535

 10 短期貸付金  ―  369,327

 11 関係会社立替金  6,790  ―

 12 その他  128,380  105,959

   貸倒引当金  ―  △ 110,267

   流動資産合計  5,489,213 38.1  4,017,582 28.5

Ⅱ 固定資産   

 １ 有形固定資産   

  (1) 建    物  2,296 5,290 

     減価償却累計額  △ 193 2,103 △ 1,028 4,261

  (2) 工具器具備品  14,742 14,538 

     減価償却累計額  △ 7,078 7,664 △ 8,857 5,681

   有形固定資産合計  9,767 0.1  9,942 0.1

 ２ 無形固定資産   

  (1) ソフトウエア  5,776  12,045

   無形固定資産合計  5,776 0.0  12,045 0.1

 ３ 投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券  177,600  51,025

  (2) 関係会社株式 ※１ 6,509,043  8,605,824

  (3) 出資金  ―  150

  (4) 長期貸付金  126,133  ―

  (5) 役員長期貸付金  ―  147,310

  (6) 関係会社長期貸付金  2,035,265  1,003,185

  (7) 長期前払費用  ―  777

  (8) 繰延税金資産  31,229  96,010

  (9) その他  32,244  152,815

   投資その他の資産合計  8,911,515 61.8  10,057,098 71.3

   固定資産合計  8,927,058 61.9  10,079,086 71.5

   資産合計  14,416,271 100.0  14,096,669 100.0
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【訂正後】 

  
前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20年３月31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 ※１ 751,417  290,422

 ２ 関係会社営業未収入金  ―  27,143

 ３ 貯蔵品  ―  257

 ４ 前払費用  4,579  11,793

 ５ 繰延税金資産  646  ―

 ６ 未収還付法人税等  64,515  100,420

 ７ 未収入金  ―  264,313

 ８ 関係会社未収入金  14,226  ―

 ９ 関係会社短期貸付金 ※１ 4,518,656  2,945,535

 10 短期貸付金  ―  369,327

 11 関係会社立替金  6,790  ―

 12 その他  128,380  105,366

   貸倒引当金  ―  △ 110,267

   流動資産合計  5,489,213 38.1  4,004,313 28.6

Ⅱ 固定資産   

 １ 有形固定資産   

  (1) 建    物  2,296 5,290 

     減価償却累計額  △ 193 2,103 △ 1,028 4,261

  (2) 工具器具備品  14,742 14,538 

     減価償却累計額  △ 7,078 7,664 △ 8,857 5,681

   有形固定資産合計  9,767 0.1  9,942 0.1

 ２ 無形固定資産   

  (1) ソフトウエア  5,776  12,045

   無形固定資産合計  5,776 0.0  12,045 0.1

 ３ 投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券  177,600  51,025

  (2) 関係会社株式 ※１ 6,509,043  8,605,824

  (3) 出資金  ―  150

  (4) 長期貸付金  126,133  ―

  (5) 役員長期貸付金  ―  147,310

  (6) 関係会社長期貸付金  2,035,265  1,003,185

  (7) 長期前払費用  ―  777

  (8) 繰延税金資産  31,229  ―

  (9) その他  32,244  152,815

   投資その他の資産合計  8,911,515 61.8  9,961,087 71.2

   固定資産合計  8,927,058 61.9  9,983,076 71.4

   資産合計  14,416,271 100.0  13,987,389 100.0
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【訂正前】（53ページ） 

  
前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20年３月31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 短期借入金 
※１ 

※３ 
3,755,140  3,664,900

 ２ 関係会社短期借入金  1,517,500  1,242,500

 ３ 一年以内返済予定 

      長期借入金 
 504,145  131,979

 ４ 一年以内償還予定社債  100,000  100,000

 ５ 未払金  17,400  90,250

 ６ 未払法人税等  2,169  19,380

 ７ 未払費用  24,183  46,531

 ８ 預り金  ―  299

 ９ その他  35,446  11,193

   流動負債合計  5,955,985 41.3  5,307,035 37.7

Ⅱ 固定負債   

 １ 社債  1,000,000  900,000

 ２ 長期借入金 ※１ 695,875  612,061

   固定負債合計  1,695,875 11.8  1,512,061 10.7

   負債合計  7,651,860 53.1  6,819,097 48.4

   

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

 １ 資本金  500,000  500,000

 ２ 資本剰余金   

  (1) 資本準備金  125,000 125,000 

  (2) その他資本剰余金  7,169,984 7,040,963 

   資本剰余金合計  7,294,984  7,165,963

 ３ 利益剰余金   

  (1) その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金  △ 676,353 146,595 

   利益剰余金合計  △ 676,353  146,595

 ４ 自己株式 ※１ △ 468,219  △534,986

   株主資本合計  6,650,411 46.1  7,277,572 51.6

Ⅱ 新株予約権  114,000 0.8  ― ―

   純資産合計  6,764,411 46.9  7,277,572 51.6

   負債純資産合計  14,416,271 100.0  14,096,669 100.0
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【訂正後】 

  
前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20年３月31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 短期借入金 
※１ 

※３ 
3,755,140  3,664,900

 ２ 関係会社短期借入金  1,517,500  1,242,500

 ３ 一年以内返済予定 

      長期借入金 
 504,145  131,979

 ４ 一年以内償還予定社債  100,000  100,000

 ５ 未払金  17,400  90,250

 ６ 未払法人税等  2,169  19,380

 ７ 未払費用  24,183  46,531

 ８ 預り金  ―  299

 ９ 債務保証損失引当金  ―  575,000

 10 その他  35,446  11,193

   流動負債合計  5,955,985 41.3  5,882,035 42.1

Ⅱ 固定負債   

 １ 社債  1,000,000  900,000

 ２ 長期借入金 ※１ 695,875  612,061

   固定負債合計  1,695,875 11.8  1,512,061 10.8

   負債合計  7,651,860 53.1  7,394,097 52.9

   

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

 １ 資本金  500,000  500,000

 ２ 資本剰余金   

  (1) 資本準備金  125,000 125,000 

  (2) その他資本剰余金  7,169,984 7,040,963 

   資本剰余金合計  7,294,984  7,165,963

 ３ 利益剰余金   

  (1) その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金  △ 676,353 △537,684 

   利益剰余金合計  △ 676,353  △537,684

 ４ 自己株式 ※１ △ 468,219  △534,986

   株主資本合計  6,650,411 46.1  6,593,292 47.1

Ⅱ 新株予約権  114,000 0.8  ― ―

   純資産合計  6,764,411 46.9  6,593,292 47.1

   負債純資産合計  14,416,271 100.0  13,987,389 100.0
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(2) 損益計算書 

【訂正前】（54ページ） 

  

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31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 ※１ 2,154 ―  760,811 100.0

Ⅱ 営業費用   

     販売費及び一般管理費 ※２ 395,789 395,789 ― 753,388 753,388 99.0

     営業利益又は営業損失(△)  △393,635 ―  7,422 1.0

Ⅲ 営業外収益   

 １ 受取利息  12,966 13,561 

 ２ 関係会社受取利息  175,878 161,173 

 ３ 受取配当金  ― 4,004 

 ４ 投資組合解散分配金  167,333 ― 

 ５ その他  22,822 379,001 ― 18,249 196,989 25.9

Ⅳ 営業外費用   

 １ 支払利息  189,994 144,782 

 ２ 関係会社支払利息  16,001 47,082 

 ３ 社債利息  ― 26,076 

 ４ 社債発行費  29,976 ― 

 ５ その他  16,950 252,922 ― 391 218,332 28.7

   経常損失  267,556 ―  13,920 △1.8

Ⅴ 特別利益   

 １ 前期損益修正益 ※３ 10,704 ― 

 ２ 関係会社株式売却益  ― 1,366,641 

 ３ 新株予約権消滅差益  ― 32,299 

 ４ その他特別利益 ※４ ― 10,704 16,112 1,415,053 185.9

Ⅵ 特別損失   

 １ 抱合せ株式消滅差損  402,122 ― 

 ２ 減損損失 ※５ ― 161,218 

 ３ 固定資産除却損 ※６ ― 383 

 ４ 投資有価証券売却損  ― 77,600 

 ５ 投資有価証券評価損  ― 52,751 

 ６ 関係会社株式評価損  ― 29,360 

 ７ 関係会社整理損  ― 179,686 

 ８ 貸倒引当金繰入額  ― 402,122 110,267 611,268 80.3

   税引前当期純利益又は 

   税引前当期純損失（△） 
 △ 658,973 ―  789,864 103.8

   法人税、住民税 

   及び事業税 
 7,965 44,319 

   法人税等調整額  17,816 25,781 ― △ 77,403 △ 33,084 4.4

   当期純利益又は 

   当期純損失（△） 
 △ 684,755 ―  822,948 108.2
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【訂正後】 

  

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31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 ※１ 2,154 ―  760,811 100.0

Ⅱ 営業費用   

     販売費及び一般管理費 ※２ 395,789 395,789 ― 753,388 753,388 99.0

     営業利益又は営業損失(△)  △393,635 ―  7,422 1.0

Ⅲ 営業外収益   

 １ 受取利息  12,966 13,561 

 ２ 関係会社受取利息  175,878 161,173 

 ３ 受取配当金  ― 4,004 

 ４ 投資組合解散分配金  167,333 ― 

 ５ その他  22,822 379,001 ― 18,249 196,989 25.9

Ⅳ 営業外費用   

 １ 支払利息  189,994 144,782 

 ２ 関係会社支払利息  16,001 47,082 

 ３ 社債利息  ― 26,076 

 ４ 社債発行費  29,976 ― 

 ５ その他  16,950 252,922 ― 391 218,332 28.7

   経常損失  267,556 ―  13,920 △1.8

Ⅴ 特別利益   

 １ 前期損益修正益 ※３ 10,704 ― 

 ２ 関係会社株式売却益  ― 1,366,641 

 ３ 新株予約権消滅差益  ― 32,299 

 ４ その他特別利益 ※４ ― 10,704 16,112 1,415,053 185.9

Ⅵ 特別損失   

 １ 抱合せ株式消滅差損  402,122 ― 

 ２ 減損損失 ※５ ― 161,218 

 ３ 固定資産除却損 ※６ ― 383 

 ４ 投資有価証券売却損  ― 77,600 

 ５ 投資有価証券評価損  ― 52,751 

 ６ 関係会社株式評価損  ― 29,360 

 ７ 関係会社整理損  ― 179,686 

 ８ 貸倒引当金繰入額  ― 110,267 

９ 債務保証損失引当金 

繰入額 
 ― 402,122 575,000 1,186,268 156.0

   税引前当期純利益又は 

   税引前当期純損失（△） 
 △ 658,973 ―  214,864 28.2

   法人税、住民税 

   及び事業税 
 7,965 44,319 

   法人税等調整額  17,816 25,781 ― 31,875 76,195 10.0

   当期純利益又は 

   当期純損失（△） 
 △ 684,755 ―  138,669 18.2
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(3) 株主資本等変動計算書 

当事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

【訂正前】（55ページ） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 
利益剰余金

 
資本金 

資本準備金
その他 

資本剰余金
資本剰余金

合計 繰越利益 
剰余金 

利益剰余金 
合計 

自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高 
(千円) 

500,000 125,000 7,169,984 7,294,984 △676,353 △676,353 △468,219 6,650,411

事業年度中の変動額   

 剰余金の配当  △ 127,791 △ 127,791  △ 127,791

 当期純利益  822,948 822,948 822,948

 自己株式の取得   △76,794 △76,794

 株式交換による 
 自己株式の減少 

 △ 1,229 △ 1,229
 

10,027 8,798

事業年度中の変動額合計 
(千円) 

― ― △ 129,021 △ 129,021 822,948 822,948 △ 66,766 627,160

平成20年３月31日残高 
(千円) 

500,000 125,000 7,040,963 7,165,963 146,595 146,595 △ 534,986 7,277,572

 

 新株予約権 純資産合計 

平成19年３月31日残高 
(千円) 

114,000 6,764,411

事業年度中の変動額 

 剰余金の配当 △127,791

 当期純利益 822,948

 自己株式の取得 △76,794

 株式交換による自己株式の減少 8,798 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△114,000 △114,000

事業年度中の変動額合計(千円) △114,000 513,160

平成20年３月31日残高(千円) ― 7,277,572
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【訂正後】 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 
利益剰余金

 
資本金 

資本準備金
その他 

資本剰余金
資本剰余金

合計 繰越利益 
剰余金 

利益剰余金 
合計 

自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高 
(千円) 

500,000 125,000 7,169,984 7,294,984 △676,353 △676,353 △468,219 6,650,411

事業年度中の変動額   

 剰余金の配当  △ 127,791 △ 127,791  △ 127,791

 当期純利益  138,669 138,669 138,669

 自己株式の取得   △76,794 △76,794

 株式交換による 
 自己株式の減少 

 △ 1,229 △ 1,229
 

10,027 8,798

事業年度中の変動額合計 
(千円) 

― ― △ 129,021 △ 129,021 138,669 138,669 △ 66,766 57,118

平成20年３月31日残高 
(千円) 

500,000 125,000 7,040,963 7,165,963 △537,684 △537,684 △ 534,986 6,593,292

 

 新株予約権 純資産合計 

平成19年３月31日残高 
(千円) 

114,000 6,764,411

事業年度中の変動額 

 剰余金の配当 △127,791

 当期純利益 138,669

 自己株式の取得 △76,794

 株式交換による自己株式の減少 8,798 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△114,000 △114,000

事業年度中の変動額合計(千円) △114,000 △171,118

平成20年３月31日残高(千円) ― 6,593,292
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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 

（57ページに追加） 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

――― 当事業年度にかかる財務諸表において、主要連結子会社で
あるジェイオー建設㈱の民事再生手続開始の申立てにより、
同社に対する債務保証につき、債務保証損失引当金を
575,000千円計上し、また、当該事象に伴い当社株価が急激
に下落しております。 
さらに、ジェイオー建設㈱で大型物件である「ガーデンモ

ール木津川」の売却代金未入金により、当社においても資金
状況が悪化しております。 
上記の事象により、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。 
なお、今後の見通しに関しましては、先述の「ガーデンモ

ール木津川」の売却代金未収により、一時的に資金状況が悪
化しておりますが、当該物件の引渡しを行わずジェイオー建
設㈱名義で登記を行い、売却による資金状況の改善を見込ん
でおります。それにより、現在計上しております債務保証損
失引当金も解消されるものと考えております。 
その他の対策として、金融機関からの借入、保有資産、株

式の売却、資産の流動化等、複数の資金調達手段を講じてお
り、継続企業の前提に関する重要な疑義は解消するものと判
断しております。 
従いまして、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財務諸表には反映して
おりません。 

 

(4) 重要な会計方針 

【訂正前】(57ページ) 

項目 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

＜略＞   

４ 引当金の計上基準 貸倒引当金 

 貸付金等の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。 

 なお、当事業年度末においては残高はあ

りません。 

貸倒引当金 

 貸付金等の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。 

 

 
 
 

【訂正後】 

項目 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

＜略＞   

４ 引当金の計上基準 貸倒引当金 

 貸付金等の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。 

 なお、当事業年度末においては残高はあ

りません。 

――― 

貸倒引当金 

 貸付金等の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。 

 

 

債務保証損失引当金 

 債務保証による損失に備えるため、当事

業年度末における損失発生見込額を計上

しております。 
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 (税効果会計関係) 

【訂正前】（65ページ） 

前事業年度 
(平成19年３月31日) 

当事業年度 
(平成20年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

 未払事業税 192 千円

 一括償却資産償却損金不算入額 382 

 控除対象外消費税等繰延額 913 

 減価償却超過額 1,257 

 繰延資産償却超過額 29,130 

 繰延税金資産合計 31,875 

 

  当事業年度における繰延税金資産の合計額は、貸借対照表の

以下の項目として表示されております。 

 流動資産－繰延税金資産 646 

 固定資産－繰延税金資産 31,229 
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

 その他投資 65,454 千円

 投資有価証券 21,343

 控除対象外消費税等繰延額 7,263

 未払事業税 4,428

 貸倒引当金 4,060

 短期貸付金 2,674

 子会社株式 287,541

 減価償却超過額 1,006

 一括償却資産償却損金不算入額 579

 繰延資産償却超過額 431 

 繰延税金資産小計 394,784 

 評価性引当額 △285,504 

 繰延税金資産合計 109,279 

 

  当事業年度における繰延税金資産の合計額は、貸借対照表の

以下の項目として表示されております。 

 流動資産－繰延税金資産 13,269千円

 固定資産－繰延税金資産 96,010 
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

差異の原因となった主な項目別の内訳  

 

 税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略してお

ります。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

差異の原因となった主な項目別の内訳  

 

法定実行税率 40.6％ 

（調整）   

法人住民税均等割額等 0.3 

欠損金の当期控除に係る税効果 △21.4 

交際費等永久に損金に算入 

されない項目 
0.5 

受取配当金 △27.2 

評価性引当金の増減 4.9 

その他 △2.0 

税効果適用後の法人税等負担率 △4.2 
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【訂正後】 

前事業年度 
(平成19年３月31日) 

当事業年度 
(平成20年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

 未払事業税 192 千円

 一括償却資産償却損金不算入額 382 

 控除対象外消費税等繰延額 913 

 減価償却超過額 1,257 

 繰延資産償却超過額 29,130 

 繰延税金資産合計 31,875 

 

  当事業年度における繰延税金資産の合計額は、貸借対照表の

以下の項目として表示されております。 

 流動資産－繰延税金資産 646 

 固定資産－繰延税金資産 31,229 
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

 債務保証損失引当金 233,450 千円

 その他投資 65,454

 投資有価証券 21,343

 控除対象外消費税等繰延額 7,263

 未払事業税 4,428

 貸倒引当金 4,060

 短期貸付金 2,674

 子会社株式 287,541

 減価償却超過額 1,006

 一括償却資産償却損金不算入額 579

 繰延資産償却超過額 431 

 繰延税金資産小計 628,234 

 評価性引当額 △628,234 

 繰延税金資産合計 0 

  
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

差異の原因となった主な項目別の内訳  

 

 税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略してお

ります。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

差異の原因となった主な項目別の内訳  

 

法定実行税率 40.6％ 

（調整）   

法人住民税均等割額等 1.2 

欠損金の当期控除に係る税効果 △78.5 

交際費等永久に損金に算入 

されない項目 
2.0 

受取配当金 △99.9 

評価性引当金の増減 175.9 

その他 △5.7 

税効果適用後の法人税等負担率 35.5 
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  (１株当たり情報) 

【訂正前】（67ページ） 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額 988.78円
 

１株当たり純資産額 1,089.07円
 

１株当たり当期純損失 101.60円
 

１株当たり当期純利益 122.49円
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１

株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希

薄化効果を有している潜在株式がないため記載しておりませ

ん。 

(注) １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

  

 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当期純利益（△は当期純損失）（千円） △684,755 822,948 

普通株主に帰属しない金額  （千円） ― ― 

普通株式に係る当期純利益   (千円) 

(△は当期純損失)  
△684,755 822,948 

普通株式の期中平均株式数  （千株） 6,739 6,718 

新株予約権 3,000個 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 

これらの詳細については、「第４
提出会社の状況、１株式等の状況
(2)新株予約権等の状況」に記載
のとおりです。 

      ── 

 

【訂正後】 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額 988.78円
 

１株当たり純資産額 986.67円
 

１株当たり当期純損失 101.60円
 

１株当たり当期純利益 20.64円
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１

株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希

薄化効果を有している潜在株式がないため記載しておりませ

ん。 

(注) １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

  

 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当期純利益（△は当期純損失）（千円） △684,755 138,669 

普通株主に帰属しない金額  （千円） ― ― 

普通株式に係る当期純利益   (千円) 

(△は当期純損失)  
△684,755 138,669 

普通株式の期中平均株式数  （千株） 6,739 6,718 

新株予約権 3,000個 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 

これらの詳細については、「第４
提出会社の状況、１株式等の状況
(2)新株予約権等の状況」に記載
のとおりです。 

      ── 
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(重要な後発事象) 

【訂正前】（68ページ） 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

 当社は、平成19年４月25日に株式会社ＮＥＳＴＡＧＥ株式
（9,083,000株、発行済株式総数に占める割合：33.19％）の譲
り受けに関する基本合意書を締結し、平成19年５月31日に、株
式取得を完了いたしました。 
 なお、当社が株式会社ＮＥＳＴＡＧＥの主要株主である筆頭
株主となりました。 
１ 株式取得の理由 
 当社連結子会社である神戸タウン株式会社は、より深く根ざ
した地域貢献を図ることを目的とした地域密着型のメディア
事業を運営し、これに加え、平成19年３月より兵庫県を中心に
携帯電話販売代理店事業を開始しており、当グループにおいて
今後大きな成長が期待されます。 
 一方、株式会社ＮＥＳＴＡＧＥは、「TVパニック」「wanpaku」
「COMG！」「ギャングスター」のブランド名で家庭用TVゲーム
専門店の全国展開を中心に事業を展開しており、長年培ったTV
ゲーム流通業界でのノウハウを活かしながら、店舗開発、ポー
タルサイト運営を行っております。 
 今回当社が株式会社ＮＥＳＴＡＧＥの主要株主である筆頭
株主となることで、既存店舗のスペースを有効活用した携帯電
話販売事業の展開による付加価値の創出や、ポータルサイト運
営におけるコンテンツの連携が可能となるシナジー効果は十
分にあるものと考えられており、今後の協力体制のもとお互い
の企業価値向上に努めてまいります。 
２ 株式取得の相手先の名称 
  株式会社クインランド 
３ 買収する会社の名称、事業内容、規模 
（1）商  号  株式会社ＮＥＳＴＡＧＥ 
（2）資 本 金  1,233百万円 
（3）事業内容   家庭用TVゲーム専門店「TVパニ 
                ック」「wanpaku」「COMG！」「 
                ギャングスター」フランチャイ 
                ズチェーン本部、TVゲーム、CD 
                ビデオ、DVD、書籍等を総合的 
                に扱う複合エンターテイメント 
                ショップ及び複合カフェ直営店 
                の経営、複合カフェ総合プロデ 
                ュース事業・TVゲームポータル 
                サイト「Glep」の企画、運営 
４ 株式取得の時期 
  平成19年５月31日 株式取得完了 
５ 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率 
 （1）取得する株式の数  9,083,000株 
 （2）取得価額       1,548百万円 
 （3）取得後の持分比率  33.19％  
６ 資金調達方法と支払方法 
 （1）調達     自己資金 
 （2）支払方法   銀行振込     

 

  当社は、平成20年４月１日付けで株式会社ＥＩＧＥＮＶＥＣ
におけるインキュベーション事業に関する権利義務を会社分
割により承継しております。 
１ 会社分割の目的 
 当社は現在、建設・不動産事業をグループの中核とし、その
他プラスチック、交通事業、投資事業等、多角的・多面的に展
開する事業間のシナジー効果を発揮するだけではなく、めまぐ
るしく変化するニーズに対して事業内容を有機的に変化させ、
グループの安定した経営と着実な成長を維持していくための
持株会社経営を推進しております。 
 このような状況下、グループにおける経営戦略機能と連動し
た体制の構築を目指しており、その一環として株式会社ＥＩＧ
ＥＮＶＥＣが行っておりますインキュベーション事業に関す
る権利義務を会社分割により承継いたしました。これにより、
インキュベーション事業として株式会社ＥＩＧＥＮＶＥＣが
保有している株式会社南翔、株式会社新紀元、株式会社メディ
アクリエイトは当社の直接子会社となりました。 
２ 会社分割の要旨 
（１）分割日程 
 ①分割契約書承認取締役会 平成20年２月28日 
 ②分割契約        平成20年２月28日 
 ③分割予定日(効力発生日) 平成20年４月１日 
 承継会社である当社は会社法第796条第3項の規定に基づき、
また、分割会社である株式会社ＥＩＧＥＮＶＥＣは会社法第
784条第１項の規定に基づき、株主総会の承認を得ずに行うも
のであります。 
（２）分割方式 
 当社を承継会社として、株式会社ＥＩＧＥＮＶＥＣを分割会
社とする分割型吸収分割であります。承継会社は、分割会社の
発行済株式の全部を保有していることから、本会社分割に対し
て、金銭等を交付しないものといたします。 
（３）承継により増加する資本金額 
 本会社分割により、当社の資本金の額に変更はありません。
（４）承継会社が承継する権利義務 
 当社は株式会社ＥＩＧＥＮＶＥＣのインキュベーション事
業に関して有する以下の権利を承継しました。 
  ①株式会社ＥＩＧＥＮＶＥＣが保有する株式 
   会社南翔の全株式および貸付金債権 
  ②株式会社ＥＩＧＥＮＶＥＣが保有する株式 
   会社新紀元の全株式および貸付金債権 
  ③株式会社ＥＩＧＥＮＶＥＣが保有するメデ 
   ィアクリエイトの全株式 
  ④株式会社ＥＩＧＥＮＶＥＣのインキュベー 
   ション事業にかかる借入金債務 
３ 承継する事業の概要 
（１）承継する事業の内容 
   株式会社ＥＩＧＥＮＶＥＣのインキュベー 
  ション事業である、株式会社南翔、株式会社 
  新元、株式会社メディアクリエイトへの投資 
  および株式管理業務に関する業務 
（２）承継する資産、負債の項目および金額 
  ① 関係会社株式   445百万円 
  ② 貸付金      844百万円 
  ③ 借入金     1,262百万円 
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前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

 

  当社は、平成20年４月14日付で当社が保有する株式会社新紀
元の株式をすべて株式会社新紀元の代表取締役である方智煥
氏に譲渡しております。当該譲渡は譲受人からＭＢＯの申し入
れがあり、グループ構造改革の一環として建設セグメントの事
業構成の見直しを進める中で、事業の効率化につながるものと
判断したため実施したものです。 
１ 異動する子会社の概要 
（１）商号      株式会社新紀元 
（２）代表者     方智煥 
（３）主な事業内容   韓国における不動産事業 
２ 株式の譲渡先 
     氏名 方智煥 
３ 日程 
（１）取締役会決議    平成20年４月14日 
（２）株式譲渡契約調印日 平成20年４月14日 
（３）譲渡期日      平成20年４月14日 
４ 譲渡株式数、譲渡価額および異動前後の所有株式の状況 
（１）異動前の所有株式数 10,000株 
            （所有割合100％） 
（２）譲渡株式数     10,000株 
５ 売却価額及び売却損益  
（１）売却価額 5,167千円  
（２）売却損益  ―     
 

 

 当社は、平成20年５月28日に株式交換により株式会社ＮＥ
ＳＴＡＧＥを完全子会社としております。 
１ 株式交換の目的 
 当社グループは、事業内容を有機的に変化させ、安定した
経営と着実な成長を維持していくため、今期流通事業に参入
いたしました。当社グループでは、流通事業をグループにお
ける収益の第二の柱として確立させていくことを現在の 重
要課題と位置付けております。当該課題に対処すべく、携帯
電話販売事業における店舗展開力の強化、経営資源・ノウハ
ウ・人材の共有化に加え、シナジー効果の向上を早期に実現
するため、株式会社ＮＥＳＴＡＧＥを完全子会社化すること
といたしました。 
２ 株式の割当比率 
 株式会社ＮＥＳＴＡＧＥの普通株式１株に対して、当社の
普通株式0.032株を割り当てております。 
 なお、割当てる株式数に、１株に満たない端数が生じた場
合は、会社法234条の規定により端数の合計（その合計数に１
に満たない端数がある場合は切り捨てるものとします。）に相
当する当社の株式を売却し、その端数に応じてその代金を当
該株主に交付します。また、当社が保有する株式会社ＮＥＳ
ＴＡＧＥ株式9,083,000株については株式交換による株式の
割当ては行いません。 
３ 株式交換により発行する新株式等 
 当社は、株式交換に際して普通株式320,124株を新たに発行
し、これに当社が有する自己株式264,843株を合わせた合計
584,967株を株式交換による割当に充当します。ただし、平成
19年11月５日に開示しておりますように、現在当社自己株式
取得を行っており、その状況に応じて交換により発行する新
株式数、自己株式数は変動いたします。 
４ 日程 
平成20年２月８日     株式交換契約書承認取締役会 
平成20年２月８日    株式交換契約書の締結 
平成20年５月28日       株式交換承認定時株主総会 
                       (株式会社NESTAGE) 
平成20年７月１日(予定) 株式交換効力発生日 
平成20年８月１日(予定) 株券交付日 
５ その他重要な事項 
 株式会社ＮＥＳＴＡＧＥは、本株式交換の実施に伴い、平
成20年６月25日をもって上場廃止となる予定です。 
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【訂正後】 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

 当社は、平成19年４月25日に株式会社ＮＥＳＴＡＧＥ株式
（9,083,000株、発行済株式総数に占める割合：33.19％）の譲
り受けに関する基本合意書を締結し、平成19年５月31日に、株
式取得を完了いたしました。 
 なお、当社が株式会社ＮＥＳＴＡＧＥの主要株主である筆頭
株主となりました。 
１ 株式取得の理由 
 当社連結子会社である神戸タウン株式会社は、より深く根ざ
した地域貢献を図ることを目的とした地域密着型のメディア
事業を運営し、これに加え、平成19年３月より兵庫県を中心に
携帯電話販売代理店事業を開始しており、当グループにおいて
今後大きな成長が期待されます。 
 一方、株式会社ＮＥＳＴＡＧＥは、「TVパニック」「wanpaku」
「COMG！」「ギャングスター」のブランド名で家庭用TVゲーム
専門店の全国展開を中心に事業を展開しており、長年培ったTV
ゲーム流通業界でのノウハウを活かしながら、店舗開発、ポー
タルサイト運営を行っております。 
 今回当社が株式会社ＮＥＳＴＡＧＥの主要株主である筆頭
株主となることで、既存店舗のスペースを有効活用した携帯電
話販売事業の展開による付加価値の創出や、ポータルサイト運
営におけるコンテンツの連携が可能となるシナジー効果は十
分にあるものと考えられており、今後の協力体制のもとお互い
の企業価値向上に努めてまいります。 
２ 株式取得の相手先の名称 
  株式会社クインランド 
３ 買収する会社の名称、事業内容、規模 
（1）商  号  株式会社ＮＥＳＴＡＧＥ 
（2）資 本 金  1,233百万円 
（3）事業内容   家庭用TVゲーム専門店「TVパニ 
                ック」「wanpaku」「COMG！」「 
                ギャングスター」フランチャイ 
                ズチェーン本部、TVゲーム、CD 
                ビデオ、DVD、書籍等を総合的 
                に扱う複合エンターテイメント 
                ショップ及び複合カフェ直営店 
                の経営、複合カフェ総合プロデ 
                ュース事業・TVゲームポータル 
                サイト「Glep」の企画、運営 
４ 株式取得の時期 
  平成19年５月31日 株式取得完了 
５ 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率 
 （1）取得する株式の数  9,083,000株 
 （2）取得価額       1,548百万円 
 （3）取得後の持分比率  33.19％  
６ 資金調達方法と支払方法 
 （1）調達     自己資金 
 （2）支払方法   銀行振込     

 

当社の連結子会社でありますジェイオー建設㈱は、平成20年
６月２日開催の取締役会において、民事再生手続開始の申立て
を行うことを決議し、大阪地方裁判所に申立てを行い、同日付
で再生手続開始決定を受けております。 
１ 申立てを行うに至った理由 
ジェイオー建設㈱は、兵庫県を中心として関西圏で、主とし

てマンション・商業施設の建設請負事業を行っておりましたが、
同社が㈱ミキシングより請負ったガーデンモール木津川新築工
事において、平成20年４月30日に請負契約に基づく建設請負代
金の入金がされず、またミキシングは平成20年５月16日に民事
再生手続の申立てを行いました。 
ジェイオー建設㈱では、当該物件の引渡しを行わず、自社名

義にて登記を行うとともに、当該物件の売却交渉を行って参り
ましたが、㈱ミキシングの民事再生手続中という不安定な状況
の中で、物件の売却交渉が進まず、また、現在の建設・不動産
事業を取巻く環境下での銀行与信低下等もあり、自力での資金
調達が困難な状況となり、民事再生手続きの申立てを行うこと
となりました。 
２ 当該連結子会社の名称等 
(1) 商号      ジェイオー建設株式会社 
(2) 本店所在地   兵庫県加東市社417番地 
(3) 代表者     代表取締役 木寺 一郎 
(4) 設立年月日   昭和20年10月26日 
(5) 資本金     400百万円 
(6) 事業内容     ・土木建築請負業 

・土地建物の売買、管理及び賃貸業 
・土木建築工事の設計、管理ならびにコン
サルティング業務 

(7) 発行済株式総数 6,969,995株 
(平成20年６月２日現在） 

(8) 純資産      3,128百万円 
(平成20年３月末日現在) 

(9) 総資産       11,306百万円 
(平成20年３月末日現在) 

(10) 決算期      ３月 
(11) 従業員数      90名 

(平成20年４月14日現在、 
パート含) 

(12) 主要取引先    ㈱日本エスコン、ライフデザインプロデ
ュース、㈱日本クリエイト、㈱ミキシン
グ、社会福祉法人 くすのき会(平成20年3
月期での完成工事請負高上位) 

(13) 主要取引銀行  三井住友銀行、みなと銀行、三菱東京UFJ
銀行、三菱UFJ信託銀行 

(14) 主要株主      ジェイオーグループホールディングス㈱
100% 

３ 負債総額       6,335百万円 
４  債務保証総額 
当社としてジェイオー建設㈱に対する貸付金等の債権はござ
いませんが、同社の金融機関からの借入に対する保証債務とし
て2,454百万円があります。 
５ 今後の見通し 
先述の通り、今回の申立てはガーデンモール木津川新築工事

の入金の遅れを直接の原因とする短期的な資金繰り上の問題
であり、当事業年度末の純資産残高でも3,128百万円を有して
おります。今後、民事再生手続の進行と並行して、当該物件の
処理および保有資産の処分等により事業再生の可能性も高い
ものと考えております。 
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 当社は、平成20年４月１日付けで株式会社ＥＩＧＥＮＶＥ

Ｃにおけるインキュベーション事業に関する権利義務を会社
分割により承継しております。 
１ 会社分割の目的 
 当社は現在、建設・不動産事業をグループの中核とし、そ
の他プラスチック、交通事業、投資事業等、多角的・多面的
に展開する事業間のシナジー効果を発揮するだけではなく、
めまぐるしく変化するニーズに対して事業内容を有機的に変
化させ、グループの安定した経営と着実な成長を維持してい
くための持株会社経営を推進しております。 
 このような状況下、グループにおける経営戦略機能と連動
した体制の構築を目指しており、その一環として株式会社Ｅ
ＩＧＥＮＶＥＣが行っておりますインキュベーション事業に
関する権利義務を会社分割により承継いたしました。これに
より、インキュベーション事業として株式会社ＥＩＧＥＮＶ
ＥＣが保有している株式会社南翔、株式会社新紀元、株式会
社メディアクリエイトは当社の直接子会社となりました。 
２ 会社分割の要旨 
（１）分割日程 
 ①分割契約書承認取締役会 平成20年２月28日 
 ②分割契約        平成20年２月28日 
 ③分割予定日(効力発生日) 平成20年４月１日 
 承継会社である当社は会社法第796条第3項の規定に基づ
き、また、分割会社である株式会社ＥＩＧＥＮＶＥＣは会社
法第784条第１項の規定に基づき、株主総会の承認を得ずに行
うものであります。 
（２）分割方式 
 当社を承継会社として、株式会社ＥＩＧＥＮＶＥＣを分割
会社とする分割型吸収分割であります。承継会社は、分割会
社の発行済株式の全部を保有していることから、本会社分割
に対して、金銭等を交付しないものといたします。 
（３）承継により増加する資本金額 
 本会社分割により、当社の資本金の額に変更はありません。 
（４）承継会社が承継する権利義務 
 当社は株式会社ＥＩＧＥＮＶＥＣのインキュベーション事
業に関して有する以下の権利を承継しました。 
  ①株式会社ＥＩＧＥＮＶＥＣが保有する株式 
   会社南翔の全株式および貸付金債権 
  ②株式会社ＥＩＧＥＮＶＥＣが保有する株式 
   会社新紀元の全株式および貸付金債権 
  ③株式会社ＥＩＧＥＮＶＥＣが保有するメデ 
   ィアクリエイトの全株式 
  ④株式会社ＥＩＧＥＮＶＥＣのインキュベー 
   ション事業にかかる借入金債務 
３ 承継する事業の概要 
（１）承継する事業の内容 
   株式会社ＥＩＧＥＮＶＥＣのインキュベー 
  ション事業である、株式会社南翔、株式会社 
  新元、株式会社メディアクリエイトへの投資 
  および株式管理業務に関する業務 
（２）承継する資産、負債の項目および金額 
  ① 関係会社株式   445百万円 
  ② 貸付金      844百万円 
  ③ 借入金     1,262百万円 
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前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

 

  当社は、平成20年４月14日付で当社が保有する株式会社新紀
元の株式をすべて株式会社新紀元の代表取締役である方智煥
氏に譲渡しております。当該譲渡は譲受人からＭＢＯの申し入
れがあり、グループ構造改革の一環として建設セグメントの事
業構成の見直しを進める中で、事業の効率化につながるものと
判断したため実施したものです。 
１ 異動する子会社の概要 
（１）商号      株式会社新紀元 
（２）代表者     方智煥 
（３）主な事業内容   韓国における不動産事業 
２ 株式の譲渡先 
     氏名 方智煥 
３ 日程 
（１）取締役会決議    平成20年４月14日 
（２）株式譲渡契約調印日 平成20年４月14日 
（３）譲渡期日      平成20年４月14日 
４ 譲渡株式数、譲渡価額および異動前後の所有株式の状況 
（１）異動前の所有株式数 10,000株 
            （所有割合100％） 
（２）譲渡株式数     10,000株 
５ 売却価額及び売却損益  
（１）売却価額 5,167千円  
（２）売却損益  ―     

 


