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1.  平成21年7月期第1四半期の連結業績（平成20年8月1日～平成20年10月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年7月期第1四半期 3,618 △8.1 △274 ― △328 ― △835 ―

20年7月期第1四半期 3,936 △15.1 △329 ― △410 ― △1,095 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年7月期第1四半期 △227.26 ―

20年7月期第1四半期 △1,263.01 ―

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

21年7月期第1四半期 10,049 2,541 22.9 594.84
20年7月期 10,731 2,728 23.0 1,124.35

（参考） 自己資本   21年7月期第1四半期  2,301百万円 20年7月期  2,469百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年7月期 ― ― ― ― 0.00
21年7月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年7月期（予想） ――― ― ― ― 0.00

3.  平成21年7月期の連結業績予想（平成20年8月1日～平成21年7月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

第2四半期連結累計期間 7,400 △3.1 △300 ― △500 ― △800 ― △206.79

通期 15,600 △1.7 △190 ― △630 ― △1,500 ― △387.73

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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想には、本資料発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想が含まれており、実際の業績は、様々なリスク要因や不確実な要素により記載の
予想と異なる可能性があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年7月期第1四半期  3,869,082株 20年7月期  2,196,395株

② 期末自己株式数 21年7月期第1四半期  445株 20年7月期  439株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年7月期第1四半期  3,677,371株 20年7月期第1四半期  866,977株



定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発する金融不安に加えて、ガソ

リン等の値上がりにより個人消費は低下し、景気の先行きに減速感が増してまいりました。 

 このような状況のもと当社グループは、定時株主総会にて経営体制を刷新し本社移転等による経費削減などの収益

性の回復に向けた取り組みを鋭意進めており一定の成果を挙げております。また、当社のシステム販売事業の縮小に

伴い、新たな事業展開として中小企業振興ネットワーク（中小企業ＩＴ支援機構株式会社、中小企業管理機構株式会

社、中小企業債権回収機構株式会社、中小企業支援機構株式会社、中小企業信用機構株式会社、中小企業人材機構株

式会社、中小企業保証機構株式会社、中小企業信販機構株式会社、日本振興銀行株式会社）との業務及び資本提携を

開始しておりまが、事業再構築の過程にあり当第１四半期連結会計期間におきましては、四半期純損失を計上するに

至っております。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間における業績は連結売上高が3,618百万円、連結営業損失は274百万円、連

結経常損失は328百万円、連結四半期純損失835百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

＜青果卸売事業＞ 

 青果卸売事業におきましては、年明けからの円高、原油高騰を背景とした食料品の値上げ及びそれに伴う消費者の

買い控えにより、小売店頭での荷動きが重い状況が続き、農産物の出荷量が少ないにもかかわらず、単価が低迷する

という非常に厳しい状況が続いております。 

 その結果、売上高は3,424百万円、営業損失は4百万円となりました。 

 

＜システム販売事業＞ 

 システム販売事業におきましては、システム販売の主力商品であった繁盛ネットＢ２Ｂシステムの販売を縮小する

とともに、それに係るアライアンス企業への投資も同時に縮小しております。 

 その結果、売上高は50百万円、営業損失は261百万円となりました。 

   

＜店舗企画・設計事業＞ 

 店舗企画・設計事業におきましては、事業の強みである製菓・製パン店に特化した店舗の新装及び改装についての

ノウハウや経験を活かして受注活動を行っておりますが、売上高の減少を吸収するまでには至りませんでした。 

 その結果、売上高は31百万円、営業損失は10百万円となりました。 

  

＜その他の事業＞ 

 その他の事業におきましては、熊青西九州青果株式会社が保有する土地及び建物の賃貸による不動産管理事業は安

定した売上高及び営業収益を計上しておりますが、株式会社カーフーによる中古車販売店向けＡＳＰ提供事業及びア

イティヴィジョン株式会社によるシステムスタッフ請負派遣事業が営業損失を計上しております。 

 その結果、売上高は112百万円、営業損失は１百万円となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 (１) 資産・負債・純資産の状況 

①資産 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末に比べ682百万円減少し、10,049百万円となりまし

た。流動資産は、前連結会計年度末より131百万円減少し1,006百万円、固定資産は前連結会計年度末に比べて550

百万円減少し9,042百万円となりました。流動資産の減少は、現金及び預金が17百万円減少したこと等により、固

定資産は投資有価証券が「システム＆インベストメント」事業モデルの縮小及び評価損の計上に伴い、前連結会計

年度末より492百万円減少したことによるものです。  

②負債 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末に比べ495百万円減少し、7,507百万円となりまし

た。流動負債については、前連結会計年度末より500百万円減少し4,967百万円、固定負債は前連結会計年度末に比

べて4百万円増加し2,540百万円とりました。流動負債の減少は、預り金が633百万円減少したこと等により、固定

負債は長期借入金が前連結会計年度末より4百万円増加したことによるものです。 

③純資産 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は四半期純損失となったこと等により、前連結会計年度末に比べ187

百万円減少し、2,541百万円となりました。これにより自己資本比率は22.9％（前期末23.0％）となりました。 



（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） 

当第１四半期連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失831百

万円となり、投資有価証券評価損518百万円の非資金項目によるキャッシュ・フローの増加要因がありましたが、

207百万円のキャッシュ・フローの減少となりました。 

  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間末における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出80

百万円のキャッシュ・フローの減少がありましたが、その他投資活動の収入195百万円があり、101百万円のキャッ

シュ・フローの増加となりました。 

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間末における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額139百万

円、長期借入金による収入155百万円によるキャッシュ・フローの増加があり、長期借入金の返済による支出218百

万円がありましたが、75百万円のキャッシュ・フローの増加となりました。 

  

以上の結果、キャッシュ・フローの合計は29百万円のキャッシュ・フローの減少となり、当第１四半期連結会計

期間末における現金及び現金同等物の期末残高は、393百万円となりました。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、本日（平成20年12月11日）付「業績予想の修正

に関するお知らせ」にて修正しております。 詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

  

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） 

該当事項はありません。  

   

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

     固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の減価償却の算定方法は、定率法を採用しているものについて事業年度に係る減価償却費の額を期

間按分して算定する方法によっております。 

  

（３）四半期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 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

  当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年７

月５日）を適用し、評価基準について原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。

 なお 、これによる損益に与える影響はありません。 

  

③「リース取引に関する会計基準」等の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 平成19年３月30日)及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号 平成19年３月30日)を当第１四半期連結会計

期間より早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリースについては、通常の売買取引に

係る会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年10月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 420,180 437,442

受取手形及び売掛金 313,202 357,090

商品 74,757 67,671

仕掛品 8,005 19,651

原材料及び貯蔵品 2,845 2,882

その他 190,838 258,223

貸倒引当金 △3,285 △5,077

流動資産合計 1,006,543 1,137,883

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 384,572 384,308

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 99,235 104,248

土地 2,888,019 2,888,019

有形固定資産合計 3,371,827 3,376,575

無形固定資産   

その他 152,171 163,298

無形固定資産合計 152,171 163,298

投資その他の資産   

投資有価証券 6,367,098 6,859,583

その他 273,447 366,213

貸倒引当金 △152,945 △165,467

投資損失引当金 △968,850 △1,006,487

投資その他の資産合計 5,518,750 6,053,841

固定資産合計 9,042,749 9,593,716

資産合計 10,049,292 10,731,600



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年10月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 191,025 259,450

短期借入金 2,420,260 2,280,318

1年内返済予定の長期借入金 772,990 841,272

1年内償還予定の社債 8,000 8,000

未払法人税等 30,793 39,428

預り金 759,841 1,393,519

賞与引当金 25,710 10,284

その他 758,444 634,946

流動負債合計 4,967,067 5,467,220

固定負債   

社債 16,000 16,000

長期借入金 1,738,352 1,734,052

繰延税金負債 586,193 586,193

退職給付引当金 60,950 59,903

役員退職慰労引当金 1,000 400

その他 137,947 138,903

固定負債合計 2,540,443 2,535,452

負債合計 7,507,510 8,002,672

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,224,187 5,899,422

資本剰余金 3,151,770 2,827,005

利益剰余金 △7,060,827 △6,225,108

自己株式 △13,420 △13,419

株主資本合計 2,301,709 2,487,900

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △498 △18,885

評価・換算差額等合計 △498 △18,885

新株予約権 82,490 102,020

少数株主持分 158,080 157,892

純資産合計 2,541,782 2,728,927

負債純資産合計 10,049,292 10,731,600



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成20年10月31日) 

売上高 3,618,959

売上原価 3,298,824

売上総利益 320,134

販売費及び一般管理費 595,020

営業損失（△） △274,885

営業外収益  

受取利息 523

雑収入 10,549

その他 1,291

営業外収益合計 12,365

営業外費用  

支払利息 54,645

その他 11,091

営業外費用合計 65,737

経常損失（△） △328,258

特別利益  

貸倒引当金戻入額 14,313

投資損失引当金戻入額 37,637

特別利益合計 51,950

特別損失  

固定資産除売却損 2,986

投資有価証券売却損 33,103

投資有価証券評価損 518,302

その他 1,005

特別損失合計 555,397

税金等調整前四半期純損失（△） △831,704

法人税、住民税及び事業税 3,814

少数株主利益 199

四半期純損失（△） △835,719



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成20年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △831,704

減価償却費 27,015

株式交付費 4,403

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14,313

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,426

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,647

投資損失引当金の増減額（△は減少） △37,637

受取利息及び受取配当金 △523

支払利息 54,645

持分法による投資損益（△は益） 419

有価証券売却損益（△は益） 33,103

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 518,302

固定資産除売却損益（△は益） 2,986

売上債権の増減額（△は増加） 55,651

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,597

仕入債務の増減額（△は減少） △39,485

その他 83,128

小計 △122,337

利息及び配当金の受取額 209

利息の支払額 △72,607

法人税等の支払額 △12,449

営業活動によるキャッシュ・フロー △207,184

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △12,500

短期貸付金の増減額（△は増加） 743

長期貸付金の回収による収入 616

有形固定資産の取得による支出 △10,994

無形固定資産の取得による支出 △3,104

投資有価証券の取得による支出 △80,000

投資有価証券の売却による収入 11,034

その他 195,726

投資活動によるキャッシュ・フロー 101,521

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 139,941

長期借入れによる収入 155,000

長期借入金の返済による支出 △218,982

自己株式の取得による支出 △1

配当金の支払額 △56

財務活動によるキャッシュ・フロー 75,901

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △29,761

現金及び現金同等物の期首残高 422,942

現金及び現金同等物の四半期末残高 393,180



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

 当社グループは、平成17年7月期以降連続して当期純損失を計上しております。また、金融機関からの借入返

済につきましても、当初借入時の約定どおりの返済をおこなっておらず、金融機関からの新たな資金調達は困難

な状況となっております。 

 当該状況により、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。連結財務諸表提出会社である当社

は、当該状況を解消すべく以下の施策を行っております。 

 財務面につきまして当社グループは、前連結会計年度の有価証券報告書において、後発事象「コミットメント

ライン契約」について記載しておりましたが、当該事項に関連して、以下の契約を締結しております。 

①コミットメントラインの締結 

 契約日   平成20年10月８日 

 借入枠   1,900百万円 

 契約期間  自 平成20年10月８日 

       至 平成21年９月30日 

 借入利率  9.0%  

 借入先   中小企業保証機構株式会社 

 コミットメントラインフィー  1.0% 

②第三者割当による第7回乃至第16回修正条項付新株予約権及び第17回新株予約権の発行 

 前連結会計年度における当該新株予約権の発行及び包括行使請求による払込による資金調達の総額2,080百万

円、当該新株予約権未行使による今後の調達予定額1,340百万円 

③債務免除の申出による債務免除の実施（債務免除実施額合計 555百万円） 

 ・債務免除金額  160百万円（当社第13回新株予約権の包括行使請求に係わる既払込額） 

           23百万円 (第11回乃至第13回新株予約権の買入消却費用） 

  債務免除先   ミレニアムストーン投資事業有限責任組合 

 ・債務免除金額  371百万円（貸付債権） 

  債務免除先   ＣＣＳ株式会社 

 さらに、金融機関に対する返済計画についても継続交渉を進めており、新たな資金調達計画に基づく金銭消費

貸借契約の締結も進めております。 

 これにより、すべての金融機関と新たな金銭消費貸借契約の締結を行うべく努力しております。 

営業面におきましては、新商品の投入を実施し、収益の向上に努めております。 

 また、事業縮小に伴い本社の移転等による地代家賃等の経費においてもより一層の削減により財務体質の健全

化を図ってまいります。 

 財務体質の健全化及び運転資金等の確保のため、また、当社の新たな事業展開として中小企業振興ネットワー

ク（中小企業ＩＴ支援機構株式会社、中小企業管理機構株式会社、中小企業債権回収機構株式会社、中小企業支

援機構株式会社、中小企業信用機構株式会社、中小企業人材機構株式会社、中小企業保証機構株式会社、中小企

業信販機構株式会社、日本振興銀行株式会社）との業務及び資本提携を開始しております。 

 連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、上記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。 

  



（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 当第１四半期連結累計期間（ 自 平成20年８月１日 至 平成20年10月31日） 

 （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．各区分に属する主要な商品、製品、役務 

 システム販売事業…………………Ｂ２Ｂシステム、業務受託、Ｂ２Ｂコンサルティング 

 店舗企画・設計事業………………店舗内装及び新築 

 青果卸売事業………………………青果、果実を扱う地方卸売場の運営 

 その他の事業………………………ＡＳＰ提供事業、システムスタッフ請負派遣事業、不動産管理業等 

  

  
システム販売
事業 

（千円） 

店舗企画・設
計事業 

（千円） 

青果卸売事業
（千円） 

その他の事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  50,688  31,287  3,424,111  112,872  3,618,959  －  3,618,959

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 138  817  －  2,796  3,751 (3,751)  －

計  50,826  32,104  3,424,111  115,688  3,622,710 (3,751)  3,618,959

営業利益又は営業損失(△)  △261,051  △10,290  △4,760  △1,498  △277,600  2,715  △274,885

〔所在地別セグメント情報〕 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成20年10月31日） 

 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計の金額に占める割合がいずれも90％超であるため、所

在地別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

〔海外売上高〕 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成20年10月31日） 

  海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、平成20年８月7日、平成20年８月11日、平成20年９月26日付で、第８、９、10、11回新株予約権の権

利行使が行われました。この結果、当第１四半期連結会計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ

324,765千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において資本金が6,224,187千円、資本準備金が2,025,333千

円となっております。 

  

（７）重要な後発事象 

（新株予約権行使による新株式の発行） 

 平成19年12月３日開催の取締役会決議に基づき付与した第13、14、15、16回修正条項付新株予約権について、

以下のとおり権利行使が行われました。 

 ①行使日       平成20年11月19日 

 ②行使価額      81.5円 

 ③増加した株式数の種類及び数 普通株式 3,926,374株 

 ④増加した資本金   164,960千円 

 ⑤増加した資本準備金 164,960千円 

  

（債務免除の申出による債務免除の実施） 

 ・債務免除実施額合計 555,124千円 

   債務免除日     平成20年11月10日 

   ①債務免除金額  160,000千円（当社第13回新株予約権の包括行使請求に係わる既払込額） 

             23,250千円 (第11回乃至第13回新株予約権の買入消却費用） 

    債務免除先   ミレニアムストーン投資事業有限責任組合 

   ②債務免除金額  371,874千円（貸付債権） 

    債務免除先   ＣＣＳ株式会社 

  



（投資有価証券の売却損の発生） 

 投資有価証券売却日    平成20年11月28日 

 投資有価証券売却の理由  投資有価証券の流動化促進により、保有資産の有効活用及び財務体質の強化を図

るため 

 売却銘柄         当社保有の非上場株式29銘柄 

 売却損金額        603百万円 

  

(子会社株式の譲渡） 

 当社は、平成20年12月11日開催の取締役会において、子会社であるアイティヴィジョン株式会社の株式を譲渡

することを決議し、平成20年12月12日付で株式を譲渡いたしました。 

（１）譲渡の理由 

 当社は、今年10月に発足した新しい経営体制の下、中小企業信用機構株式会社（本社所在地：福岡県北九

州市小倉北区馬借三丁目３番31号）を中心とする「中小企業振興ネットワーク」との事業シナジーを 大限

に活かすことにより、事業再構築のスピードアップをはかり、早期の財務体質の健全化を図っております。

その一環として、大きく変化している経営環境においても安定的に収益を創出するため、経営効率化やコス

ト削減を推進するとともに、投資効率の観点から既存事業及び連結範囲の見直しを行っております。 

 今後、当社は、投資事業及び融資保証業務に経営資源を集中させ、当社が保有する投資ノウハウやリソー

スを 大限に活用し、継続的な収益確保を行い、中長期的な成長を目指すことを方針としております。この

ような背景の中、今回の譲渡が当社の企業価値向上に資すると判断し、株式譲渡の締結に至ったものであり

ます。 

（２）譲渡先 

 中小企業人材機構株式会社 

（３）譲渡年月日 

 平成20年12月12日 

（４）当該子会社の名称及び主な事業内容 

 名称   アイティヴィジョン株式会社 

 事業内容 システムスタッフ請負派遣事業 

（５）譲渡する株式の数、譲渡価格、譲渡損益及び譲渡後の持分比率 

 ①譲渡する株式の数  1,900株 

 ②譲渡価格      95百万円 

 
 ③譲渡損益       業績に与える影響は軽微であります。 

 ④譲渡後の持分比率   売却後の持分はありません。 



「参考資料」  

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  

  

科目 

前第1四半期連結会計期間 

（自 平成19年８月１日 

至 平成19年10月31日） 

金額（千円） 
百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高   3,936,999 100.0

Ⅱ 売上原価   3,535,252 89.8

売上総利益   401,747 10.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費   731,358 18.6

営業損失   329,610 △8.4

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息 1,026    

２. 受取配当金 2    

３．その他 14,804 15,833 0.4

Ⅴ 営業外費用      

１．支払利息 61,743    

２. 株式交付費 8,987    

３. 社債発行費償却 26    

４．持分法による投資損失 526    

５．その他 25,725 97,010 2.4

経常損失   410,787 △10.4

Ⅵ 特別損失      

１．投資有価証券評価損 401,852    

２．投資有価証券売却損 26,412    

３．投資損失引当金繰入額 188,822    

４．貸倒引当金繰入額 54,401 671,489 17.0

税金等調整前四半期純損失   1,082,276 △27.5

法人税、住民税及び事業税 11,715    

法人税等調整額 － 11,715 0.3

少数株主利益   1,008 0.0

四半期（当期）純損失   1,095,000 △27.8

       



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  

前第１四半期連結会計期間

（自 平成19年８月１日 

至 平成19年10月31日）

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失 △1,082,276 

減価償却費 41,409

株式交付費 8,987

社債発行費償却 26

貸倒引当金の増加額 54,401

賞与引当金の増加額 40,409

退職給付引当金の減少額 1,226

投資損失引当金の増加額 188,822

受取利息及び受取配当金 △1,028

支払利息 61,743

持分法による投資損失 526

投資有価証券売却益 26,412

投資有価証券評価損 401,852

売上債権の減少額 349,772

たな卸資産の増加額 △17,625

仕入債務の減少額 △14,387

その他資産の増加額 △5,694

その他負債の増加額 27,609

小計 82,188 

利息及び配当金の受取額 705 

利息の支払額 △63,229 

法人税等の支払額 △21,155 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,491 



  

  

  

前第１四半期連結会計期間

（自 平成19年８月１日 

至 平成19年10月31日）

区分 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 622,234 

短期貸付金の純増減額 488 

長期貸付金の回収による収入 1,283 

有形固定資産の取得による支出 △5,705 

無形固定資産の取得による支出 △60,258 

投資有価証券の取得による支出 △526,170 

投資有価証券の売却による収入 50,097 

その他投資等による収入 2,547 

その他投資等の増加による支出 △9,697 

投資活動によるキャッシュ・フロー 74,819 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△減少額） △219,100 

長期借入金の返済による支出 △187,145 

社債の発行による収入 49,973 

社債の償還による支出 △162,500 

株式の発行による収入 195,708 

親会社による配当金の支払 △60 

自己株式の取得による支出 △27 

財務活動によるキャッシュ・フロー △323,151 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △249,823 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 610,531 

Ⅵ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △5,491 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 355,216 
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