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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12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3月期第3四半期 1,989 ― △875 ― △807 ― △1,238 ―

20年3月期第3四半期 12,523 △26.9 △1,913 ― △1,959 ― △1,950 ―

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3月期第3四半期 △5.91 ―

20年3月期第3四半期 △9.42 ―

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3月期第3四半期 4,949 3,556 69.3 16.17
20年3月期 11,609 5,109 42.8 23.97

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  3,432百万円 20年3月期  4,963百万円

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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 7,000 △59.0 150 ― 70 ― 200 ― 0.95

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、４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、４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) 上記の業績予想には、本資料発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。したがって実際の業績は、経済、株式市況、その他
様々な事業環境の変動に関するリスクや不確定要因により、上記記載の予想数値と異なる場合があります。 
また、一般事業会社と異なり、相対的に少数・大規模の案件を、IPO、バイアウト等による投資回収に導く投資事業の事業特性から、短期における収益の平準化が困難で
あり、さらに、M＆AやIPO実行後の保有株式には株価変動が生じ、投資回収のタイミングそのものの短期予測も困難であることから、半期ごとではなく通期の業績予想を
行います。 
(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。 
 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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3月期第3四半期  212,324,287株 20年3月期  207,180,381株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  123,219株 20年3月期  95,547株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  209,644,038株 20年3月期第3四半期  207,081,663株



（参考）連結経営成績（会計期間） （平成20年10月１日～平成20年12月31日） 

（％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３月期第３四半期   86    －     △361    －     △314    －     △749    －

 20年３月期第３四半期     －    －     －    －     －    －     －    －

  
 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３月期第３四半期   △3  53     －  －

 20年３月期第３四半期   －  －   －  －



 当第３四半期連結累計期間における経営環境は、米国投資銀行の破綻を契機とした世界的な金融危機が一段と深刻

化するなか、直近においてわが国の実体経済への影響も極めて顕著となり、日経平均株価も大幅に水準を切り下げ市

場の不安心理を強く反映する展開となりました。 

 このような状況のなか、インベストメントバンキング事業においては、世界的にＭ＆Ａ活動の停滞が顕著になるな

か、当社の投資先企業のＥＸＩＴ（投資回収）についても厳しい状況が続いていること及び保有区分が売買目的とな

っている営業投資有価証券について当第３四半期連結会計期間末において評価損を計上したことにより、売上高は前

年同期比で減収となりましたが、人件費の削減及び効率的な会社運営による経費削減に取り組んだことにより、損益

面では改善いたしました。 

 産業資材事業においては、前第２四半期連結会計期間末に同事業の中核企業であった株式会社ダイフレックスの当

社が保有する全株式を売却し、連結の範囲から除外したため、同事業の売上高は大幅に減少いたしました。 

また、ファッション事業につきましては、当第３四半期連結会計期間において連結子会社であったＡＤＩＲＯＮ株

式会社の全株式を売却し、同社を連結の範囲から除外したため、当第３四半期連結会計期間から同事業がなくなりま

した。 

 以上により、当第３四半期連結累計期間における連結業績は売上高19億89百万円（前年同期比、105億33百万円

減）、営業損失８億75百万円（同、10億37百万円減）、経常損失８億７百万円（同、11億52百万円減）、四半期純損

失12億38百万円(同、７億11百万円減)となりました。 

 なお、前年同期比の金額は参考として記載しております。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度に比べ、66億60百万円減少し49億49百万円となりまし

た。負債は、前連結会計年度に比べ、51億７百万円減少し13億92百万円となりました。これは新株予約権付社債の

買入消却の原資確保のため、保有株式のＥＸＩＴ（投資回収）を行ったことにより営業投資有価証券が減少すると

ともに同社債の買入消却により同社債残高が減少したこと及び当第３四半期連結会計期間において連結子会社であ

ったＡＤＩＲＯＮ株式会社の全株式を売却し、同社を連結の範囲から除外したことによるものであります。また、

純資産は、前連結会計年度に比べ、15億52百万円減少し35億56百万円となりました。 

 なお、当第３四半期連結累計期間中に新株予約権付社債の買入消却を行ったことなどにより負債が減少したた

め、自己資本比率が42.8％から26.5ポイント改善し69.3％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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、19億28百万円のキャッシュ・インフローとなりました。その主な要因

は、保有株式のＥＸＩＴ（投資回収）によるものであります。 

（投資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・フローは、７億90百万円のキャッシュ・インフローとなりました。その主な要因

は、貸付金の回収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） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、44億35百万円のキャッシュ・アウトフローとなりました。その主な要

因は、短期借入れによる収入及び新株予約権付社債の発行による収入（発行時の社債発行費を控除した純額）が

あったものの新株予約権付社債の買入消却による支出があったためであります。  

  

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当期の経営環境につきましては、世界的な金融・経済危機の深刻化の影響を受け、極めて厳しい状況が続くものと

想定されます。 

 当社は当期を初年度とする３ヶ年の中期経営計画を推進し、経営基盤の再構築に取り組むとともに収益力・成長力

の回復及び財務体質の改善を図っております。平成21年３月期は、投資リスクの管理及び経営体制の整備・強化に重

点を置き、利益体質への転換の基礎固めを行う重要な年度として位置づけております。 

 なお、当第３四半期において、通期連結業績予想の見直しはありません。 

  



該当事項はありません。  

   

① 簡便な会計処理 

棚卸資産の評価方法  

 当第３四半期連結会計期間末における棚卸資産の算出に関しては、第２四半期連結会計期間末の実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定しております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。  

  

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） 

(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 

(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 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 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりまし

たが、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）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失は、13,572千円増加しております。 

③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借処理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５年６月17日（企業会計審議会

第一部会）、平成19年３月30日改正））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６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成

20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったこ

とに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっ

ております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が平成

20年３月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

これによる当第３四半期連結累計期間の損益への影響はありません。  

  



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 541,693 2,273,837

受取手形及び売掛金 220,268 770,142

営業投資有価証券 2,388,873 2,298,955

商品 309,500 705,233

短期貸付金 1,891,000 1,725,000

その他 67,827 165,721

貸倒引当金 △1,085,211 △181,355

流動資産合計 4,333,952 7,757,535

固定資産   

有形固定資産 95,877 143,763

無形固定資産   

のれん 8,329 10,793

その他 5,931 7,362

無形固定資産合計 14,260 18,156

投資その他の資産   

投資有価証券 420,000 420,000

営業投資有価証券 － 3,081,281

その他 125,973 230,606

貸倒引当金 △40,758 △41,931

投資その他の資産合計 505,215 3,689,956

固定資産合計 615,354 3,851,876

資産合計 4,949,307 11,609,412

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 43,558 272,994

短期借入金 987,333 216,700

1年内返済予定の長期借入金 40,000 47,500

1年内償還予定の社債 － 400,000

1年内償還予定の新株予約権付社債 － 5,000,000

引当金 17,100 21,672

その他 198,208 337,570

流動負債合計 1,286,200 6,296,436

固定負債   

長期借入金 20,000 60,000

退職給付引当金 85,856 106,279

その他 328 37,158

固定負債合計 106,184 203,437

負債合計 1,392,384 6,499,874



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,042,000 7,964,055

資本剰余金 1,541,729 1,445,710

利益剰余金 △818,113 △4,483,585

自己株式 △9,342 △14,512

株主資本合計 3,756,273 4,911,668

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △323,967 53,660

繰延ヘッジ損益 － △1,779

評価・換算差額等合計 △323,967 51,881

少数株主持分 124,616 145,988

純資産合計 3,556,922 5,109,537

負債純資産合計 4,949,307 11,609,412



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,989,996

売上原価 1,357,664

売上総利益 632,331

販売費及び一般管理費 1,508,211

営業損失（△） △875,879

営業外収益  

受取利息 34,249

受取配当金 69,632

為替差益 17,441

その他 7,461

営業外収益合計 128,785

営業外費用  

支払利息 40,489

その他 19,628

営業外費用合計 60,118

経常損失（△） △807,212

特別利益  

前期損益修正益 1,576

貸倒引当金戻入額 11,157

関係会社株式売却益 999

特別利益合計 13,733

特別損失  

営業投資有価証券評価損 27,442

関係会社株式売却損 417,166

たな卸資産評価損 13,572

その他 710

特別損失合計 458,891

税金等調整前四半期純損失（△） △1,252,370

法人税、住民税及び事業税 4,525

法人税等調整額 94

法人税等合計 4,620

少数株主損失（△） △18,036

四半期純損失（△） △1,238,954



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 86,307

売上原価 126,100

売上総損失（△） △39,792

販売費及び一般管理費 321,754

営業損失（△） △361,547

営業外収益  

受取利息 14,648

受取配当金 65,227

その他 3,576

営業外収益合計 83,452

営業外費用  

支払利息 13,504

社債発行費償却 8,411

為替差損 6,279

その他 7,880

営業外費用合計 36,076

経常損失（△） △314,172

特別利益  

前期損益修正益 778

償却債権取立益 4,026

貸倒引当金戻入額 3,967

特別利益合計 8,772

特別損失  

営業投資有価証券評価損 27,442

関係会社株式売却損 417,166

その他 0

特別損失合計 444,608

税金等調整前四半期純損失（△） △750,008

法人税、住民税及び事業税 2,891

法人税等調整額 1,413

法人税等合計 4,305

少数株主損失（△） △4,358

四半期純損失（△） △749,956



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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（△） △1,252,370

減価償却費 30,850

のれん償却額 △871

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,799

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,100

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,182

返品調整引当金の増減額（△は減少） △191

売上値引引当金の増減額（△は減少） 1,099

受取利息及び受取配当金 △103,882

支払利息 40,489

有形固定資産除却損 260

関係会社株式売却損益（△は益） 416,166

売上債権の増減額（△は増加） 248,850

たな卸資産の増減額（△は増加） △105,919

仕入債務の増減額（△は減少） 107,190

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 2,576,905

未収消費税等の増減額（△は増加） 6,877

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,575

その他の資産の増減額（△は増加） 33,446

その他の負債の増減額（△は減少） △96,015

その他 6,701

小計 1,911,496

利息及び配当金の受取額 78,202

利息の支払額 △39,594

法人税等の支払額 △21,778

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,928,325

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △7,171

有形固定資産の売却による収入 7,107

無形固定資産の取得による支出 △4,480

子会社株式の売却による収入 1,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

28,881

貸付金の回収による収入 750,000

差入保証金の差入による支出 △43

差入保証金の回収による収入 15,673

投資活動によるキャッシュ・フロー 790,968



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,269,000

短期借入金の返済による支出 △348,317

長期借入金の返済による支出 △47,500

社債の償還による支出 △400,000

新株予約権付社債の発行による収入 997,905

新株予約権付社債の買入消却による支出 △5,924,000

担保に供している預金の減少による収入 183,400

担保に供している預金の増加による支出 △165,050

自己株式の取得による支出 △1,539

自己株式の売却による収入 1,098

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,435,002

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,914

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,713,793

現金及び現金同等物の期首残高 1,923,837

現金及び現金同等物の四半期末残高 210,043



 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、当第３四半期連結累計期間において、営業キャッシュ・フローは大幅に改善し19億28百万円の

キャッシュの増加となりましたが、前々連結会計年度から当第３四半期連結累計期間まで連続して営業損失、経常

損失及び四半期（当期）純損失を計上したため、継続企業の前提に関する重要な疑義を抱かせる状況にあります。

 当社グループの中核事業であるインベストメントバンキング事業（旧投資事業）は、投資先の株価や企業価値の

変動に業績が左右される事業特性を有しており、売買目的で保有している営業投資有価証券については、時価評価

差額を損益計算書に反映し、またそれ以外の営業投資有価証券につきましても、著しい株価の下落あるいは企業価

値の毀損が見られる場合には評価損を計上することとなります。このような背景のなか、一部の投資先の経営破綻

等により、株式評価損を計上したことなどが損失計上の主たる要因となりました。 

 当社グループはこのような状況を解消すべく、平成21年３月期を初年度とする３ヵ年の中期経営計画を策定し、

経営基盤の再構築に取り組むとともに収益力・成長力の回復及び財務体質の改善に努めております。 

当中期経営計画の骨子は下記のとおりです。 

１．事業基盤の再構築 

 投資事業はリスク管理（投資先の厳選強化）と収益の 大化（優良投資先の発掘とバリューアップ）に重点を

置いた新体制とし、人材と組織力を生かした「インベストメントバンキング事業」として展開してまいります。

 また、今後の成長が見込まれる事業分野である、プレミアムブランド事業及びコンサルティング事業（リスク

マネジメント＆アドバイザリー・サービス）を事業化することにより、収益の安定化を図ります。 

 なお、中期経営計画 終年度には営業利益の25％を２つの新規事業により生み出す計画であります。 

２．リスクマネーの確保 

 トップ・マネジメントによる海外投資家とのネットワークの再構築を行い、外国金融機関の開拓及び海外投資

家との連携投資の提案を通じ、外部投資家より資金提供を受け、インベストメントバンキングの事業展開を側面

から支援します。 

３．組織・人事体制の強化 

 事業戦略の転換に伴い、経営責任を負うトップ・マネジメントと執行責任を負うライン部門を直結した組織体

制といたします。また、投資のスペシャリストの確保・育成のため、外部からの招聘、コンサルティングファー

ム等の外部リソースの活用を行います。 

  以上により、中期経営計画における当期純利益（連結）は、平成21年３月期２億円を必達目標としております。

また、平成22年３月期以降の連結損益計画は、投資先のひとつである連結子会社を将来的に売却する可能性があ

り、策定が困難であるため、個別損益計画のみ策定しております。なお、平成22年３月期以降の個別損益計画にお

ける当期純利益（個別）は、平成22年３月期５億円、平成23年３月期11億円であります。 

 財務面においては、投資資金の確保のため、平成21年３月期は40億８百万円（うち、10億８百万円は平成20年４

月30日に発行済）、平成22年３月期25億円、平成23年３月期15億円の資金調達を計画しておりましたが、米国の金

融危機に端を発する世界的な金融市場の混乱の影響により、平成21年３月期は現在、売却先候補と交渉中の営業投

資有価証券の売却及びエルエムアイ㈱に対する短期貸付金８億15百万円を含む貸付金の回収に留まる見込みであり

ます。なお、上記の金融市場の混乱が、今後の当社の事業に影響を及ぼすことが想定されるため、中期経営計画の

見直しに着手しております。 

 一方、第３四半期連結会計期間において、平成20年４月30日発行の第１回無担保転換社債型新株予約権付社債

（社債残高９億24百万円）について繰上償還いたしました。繰上償還資金は新規の短期借入金（当初借入額８億24

百万円）を充当いたしましたが、当第３四半期連結会計期間末における、同短期借入金残高は、５億74百万円とな

っております。なお、同短期借入金は上記の営業投資有価証券の売却代金または短期貸付金の回収資金により返済

する計画であります。 

  四半期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四半期連結財務諸

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〕 

（注）１．事業区分の方法 

当社及び連結子会社の事業内容に基づく区分によっております。 

２．各区分の主な事業内容 

インベストメントバンキング事業…プライベート・エクイティ投資、上場株式投資、プレＩＰＯ投資 

産業資材事業…………………………特殊フィルム・照明機材等の販売 

ファッション事業……………………ブランドバック・ファッション雑貨の企画製造及び輸入販売 

その他の事業…………………………プレミアムブランド事業、リスクマネジメント（保険）事業、アドバイザ

リー事業他 

３．事業区分名称の変更 

 前連結会計年度まで「投資事業」と表示していた事業について、第１四半期連結累計期間より「インベストメ

ントバンキング事業」と名称を変更しております。  

４．当第３四半期連結会計期間において、連結子会社であったＡＤＩＲＯＮ㈱の全株式を売却し、連結の範囲から

除外いたしました。そのため、当第３四半期連結会計期間からファッション事業がなくなりました。  

  

  
当第３四半期連結会計期間

（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

  
インベストメントバン

キング事業 
（千円） 

産業資材事業

（千円） 
その他の事業

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結

（千円） 

Ⅰ．売上高           

(1）外部顧客に対する 

売上高 
 △127,453  176,625  37,135  －  86,307

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  △127,453  176,625  37,135  －  86,307

Ⅱ．営業損益  △337,142  △28,219  2,634  1,180  △361,547

  
当第３四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

  
インベストメント

バンキング事業 
（千円） 

産業資材事業

（千円） 
ファッション事業

（千円） 
その他の事業

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結

（千円） 

Ⅰ．売上高             

(1）外部顧客に対する 

売上高 
 152,486  565,028  1,173,975  98,505  －  1,989,996

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  56  －  －  △56  －

計  152,486  565,085  1,173,975  98,505  △56  1,989,996

Ⅱ．営業損益  △770,390  △63,006  △49,314  3,340  3,491  △875,879



当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

（注）当第３四半期連結会計期間において、連結売上高に占めるアメリカの売上高が10％以上となったため、独立して記

載しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

  シンガポール アメリカ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  △75,807  △56,603  1,616  △130,795

Ⅱ 連結売上高（千円）                    86,307

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  △87.8  △65.6  1.9  △151.5

  シンガポール アメリカ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  △78,061  △56,869  55,331  △79,599

Ⅱ 連結売上高（千円）                    1,989,996

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  △3.9  △2.9  2.8  △4.0

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

（単位：千円）

（注）１．第１回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の一部行使によるものであります。 

２．平成20年６月27日開催の定時株主総会の決議により、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金を減少

し、その他資本剰余金へ振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、剰余金を処分し、その他資本

剰余金で繰越欠損を填補いたしました。 

  

  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20年３月31日 残高 7,964,055 1,445,710 △4,483,585  △14,512 4,911,668

当第３四半期連結累計期間中の 

変動額 
          

新株の発行（注１） 42,000 42,000            84,000

資本金から剰余金への振替 

（注２） 
△4,964,055 4,964,055            －

欠損填補（注２）      △4,904,425 4,904,425       －

四半期純損失           △1,238,954       △1,238,954

自己株式の取得                 △1,539 △1,539

自己株式の処分      △5,610       6,708 1,098

当第３四半期連結累計期間中の 

変動額合計 
△4,922,055 96,019 3,665,471  5,169 △1,155,395

平成20年12月31日 残高 3,042,000 1,541,729 △818,113  △9,342 3,756,273



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  

科目 

  
前年同四半期 

（平成20年３月期第３四半期） 
  

金額（千円）

Ⅰ 売上高  12,523,335

Ⅱ 売上原価  9,465,810

売上総利益  3,057,525

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,970,585

営業損失  1,913,060

Ⅳ 営業外収益  108,568

Ⅴ 営業外費用  154,840

経常損失  1,959,332

Ⅵ 特別利益  1,342,207

Ⅶ 特別損失  2,051,823

税金等調整前四半期純損失  2,668,948

税金費用 △40,727

少数株主持分（△損失） △677,560

四半期純損失  1,950,660
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