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1.  平成21年7月期第2四半期の連結業績（平成20年8月1日～平成21年1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2四半期 7,180 ― △363 ― △481 ― △613 ―

20年7月期第2四半期 7,634 △18.2 △552 ― △732 ― △1,860 ―

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2四半期 △144.67 ―

20年7月期第2四半期 △1,996.99 ―

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2四半期 10,050 3,083 28.6 368.82
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2四半期  2,874百万円 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 ― 0.00 0.00
21年7月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年7月期（予想） ――― ――― ― 0.00 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 15,600 △1.7 △190 ― △630 ― △1,500 ― △192.42

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．その他欄をご覧ください。  

(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．その他欄をご覧ください。  

(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因により記載の
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2四半期  7,795,456株 20年7月期  2,196,395株

② 期末自己株式数 21年7月期第2四半期  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2四半期  5,352,089株 20年7月期第2四半期  931,686株



  当第２四半期連結累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、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、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す。また、投資効率の観

点から既存事業の見直しを行いアイティヴィジョン株式会社及び株式会社ウィンテグレータ株式の譲渡を行い連結範

囲の見直しを行っております。 

 当社グループは、事業再構築の過程にあり当第２四半期連結累計期間におきましては、債務免除益を計上したもの

の、投資有価証券の売却損及び投資有価証券評価損を計上した事により四半期純損失を計上しております。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間における業績は売上高が7,180百万円、営業損失は363百万円、経常損失は

481百万円、四半期純損失は613百万円となりました。 

  

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、個人消費の低下により、小売店頭での荷動きが重い状況が続くなか、暖冬による単

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6,870百万円、営業利益は21百万円となりました。 

 

＜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72百万円、営業損失は334百万円となりました。 

   

＜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58百万円、営業損失は15百万円となりました。 

  

＜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提供事業が営業

損失を計上しております。また、Ｍ＆Ａ関連事業、財務・業務支援及びコンサルティング事業を開始しております。

 その結果、売上高は180百万円、営業損失は40百万円となりました。 

 なお、アイティヴィジョン株式会社のシステムスタッフ請負派遣事業は株式譲渡により連結子会社から除外してお

ります。 

  

①資産 

当第２四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681百万円減少し、10,050百万円となりまし

た。流動資産は、前連結会計年度末より14百万円減少し1,123百万円、固定資産は前連結会計年度末に比べて666百

万円減少し8,927百万円となりました。流動資産の減少は、仕掛品が18百万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572百万円減少したことによるものです。  

②負債 

当第２四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1,035百万円減少し、6,967百万円となりまし

た。流動負債については、前連結会計年度末より549百万円減少し4,917百万円、固定負債は前連結会計年度末に比

べて485百万円減少し2,049百万円となりました。流動負債の減少は、預り金が1,385百万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501百万円減少したことによるものです。 

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純資産 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は累計期間で四半期純損失となりましたが新株予約権の行使により、

前連結会計年度末に比べ354百万円増加し、3,083百万円となりました。これにより自己資本比率は28.6％（前期末

23.0％）となりました。 

  

（３）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２四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が595

百万円となり、投資有価証券評価損744百万円の非資金項目によるキャッシュ・フローの増加要因もありました

が、186百万円のキャッシュ・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２四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

1,213百万円のキャッシュ・フローの減少があり、933百万円のキャッシュ・フローの減少となりました。   

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四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1,559百万

円、長期借入金による収入305百万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1,042

百万円がありましたが、1,135百万円のキャッシュ・フローの増加となりました。 

  

以上の結果、キャッシュ・フローの合計は前連結会計年度末に比べて14百万円のキャッシュ・フローの増加とな

り、当第２四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、437百万円となりました。 

  

 平成20年12月11日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

 該当事項はありません。  

  

 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．連結業績予想に関する定性的情報 

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「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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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２四半期連結会計期間末
(平成21年１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 466,883 437,442

受取手形及び売掛金 403,115 357,090

商品 90,934 67,671

仕掛品 1,351 19,651

原材料及び貯蔵品 2,956 2,882

その他 167,493 258,223

貸倒引当金 △9,500 △5,077

流動資産合計 1,123,233 1,137,883

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 376,390 384,308

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 92,370 104,248

土地 2,888,019 2,888,019

有形固定資産合計 3,356,779 3,376,575

無形固定資産   

その他 144,137 163,298

無形固定資産合計 144,137 163,298

投資その他の資産   

投資有価証券 6,287,191 6,859,583

その他 255,425 366,213

貸倒引当金 △139,404 △165,467

投資損失引当金 △976,825 △1,006,487

投資その他の資産合計 5,426,387 6,053,841

固定資産合計 8,927,305 9,593,716

資産合計 10,050,538 10,731,600



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年１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 170,220 259,450

短期借入金 3,480,041 2,280,318

1年内返済予定の長期借入金 618,099 841,272

1年内償還予定の社債 8,000 8,000

未払法人税等 26,815 39,428

賞与引当金 10,146 10,284

債務保証損失引当金 14,590 －

その他 590,024 2,028,466

流動負債合計 4,917,937 5,467,220

固定負債   

社債 16,000 16,000

長期借入金 1,232,579 1,734,052

繰延税金負債 601,179 586,193

退職給付引当金 60,770 59,903

役員退職慰労引当金 1,600 400

その他 137,376 138,903

固定負債合計 2,049,505 2,535,452

負債合計 6,967,442 8,002,672

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,389,147 5,899,422

資本剰余金 3,316,730 2,827,005

利益剰余金 △6,838,844 △6,225,108

自己株式 △13,420 △13,419

株主資本合計 2,853,612 2,487,900

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21,325 △18,885

評価・換算差額等合計 21,325 △18,885

新株予約権 49,320 102,020

少数株主持分 158,837 157,892

純資産合計 3,083,095 2,728,927

負債純資産合計 10,050,538 10,731,600



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 7,180,946

売上原価 6,530,700

売上総利益 650,246

販売費及び一般管理費 1,014,125

営業損失（△） △363,878

営業外収益  

受取利息 944

雑収入 18,424

その他 3,888

営業外収益合計 23,257

営業外費用  

支払利息 124,563

その他 16,348

営業外費用合計 140,912

経常損失（△） △481,533

特別利益  

債務免除益 1,145,124

その他 292,501

特別利益合計 1,437,625

特別損失  

固定資産除売却損 3,291

投資有価証券売却損 803,419

投資有価証券評価損 744,167

その他 1,201

特別損失合計 1,552,079

税金等調整前四半期純損失（△） △595,986

法人税、住民税及び事業税 16,791

少数株主利益 958

四半期純損失（△） △613,736



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 3,561,987

売上原価 3,231,875

売上総利益 330,111

販売費及び一般管理費 419,104

営業損失（△） △88,992

営業外収益  

受取利息 420

雑収入 7,874

その他 2,597

営業外収益合計 10,892

営業外費用  

支払利息 69,917

その他 5,256

営業外費用合計 75,174

経常損失（△） △153,274

特別利益  

債務免除益 1,145,124

その他 240,550

特別利益合計 1,385,675

特別損失  

固定資産除売却損 305

投資有価証券売却損 770,316

投資有価証券評価損 225,864

その他 195

特別損失合計 996,681

税金等調整前四半期純利益 235,718

法人税、住民税及び事業税 12,976

少数株主利益 758

四半期純利益 221,982



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年１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（△） △595,986

減価償却費 52,964

株式交付費 6,796

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,069

賞与引当金の増減額（△は減少） △137

退職給付引当金の増減額（△は減少） 867

投資損失引当金の増減額（△は減少） △29,662

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 14,590

受取利息及び受取配当金 △1,639

支払利息 124,563

持分法による投資損益（△は益） 313

有価証券売却損益（△は益） 799,292

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 744,167

子会社株式売却損益（△は益） △50,205

固定資産除売却損益（△は益） 3,291

債務免除益 △1,145,124

売上債権の増減額（△は増加） △71,995

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,035

仕入債務の増減額（△は減少） 4,268

その他 116,836

小計 △39,904

利息及び配当金の受取額 994

利息の支払額 △118,549

法人税等の支払額 △29,353

営業活動によるキャッシュ・フロー △186,813

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） △15,000

長期貸付金の回収による収入 3,682

有形固定資産の取得による支出 △11,884

無形固定資産の取得による支出 △3,590

有形固定資産の売却による収入 366

投資有価証券の取得による支出 △1,213,532

投資有価証券の売却による収入 276,334

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

64,644

関係会社株式の取得による支出 △7,000

その他 △27,989

投資活動によるキャッシュ・フロー △933,967



（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年１月31日) 

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） 1,559,722

長期借入れによる収入 305,000

長期借入金の返済による支出 △1,042,646

株式の発行による収入 313,203

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 1,135,221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 14,441

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 437,383



 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。四半期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、以下の取引を実行しております。 

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 

 当該新株予約権未行使による今後の調達予定額1,020百万円 

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1,145百万円） 

 ・債務免除金額  750百万円（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。 

 当社は、平成21年２月25日開催の取締役会決議に基づき、以下の特殊当座借越契約を締結しております。 

  契約日  平成21年２月26日 

  借入枠  2,400,000,000円 

  契約期間 平成22年２月26日 

  借入利率 ５％ 

  借入先  日本振興銀行株式会社 

  資金目的 事業資金に係る資金調達の流動性・安全性を高め、資金効率の向上および財務体質の強化のた 

       め  

 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、上記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。 

  



当第２四半期連結累計期間（自平成20年８月１日 至平成21年１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提供事業等、システムスタッフ請負派遣事業、不動産管理業、

                 Ｍ＆Ａ関連事業、財務・業務支援事業、コンサルティング事業等  

  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成21年１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。  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成21年１月31日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。  

  

 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、平成20年11月19日付で、第８、９、10、

11、13,14,15,16回新株予約権の権利行使が行われました。この結果、当第２四半期連結累計期間において資本

金及び資本準備金がそれぞれ489,725千円増加し、当第２四半期連結累計期間末において資本金が6,389,147千

円、資本準備金が3,316,730千円となっております。 

  

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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 
 72,811 58,046 6,870,066 180,021  7,180,946  － 7,180,946

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 278 817 － 4,367  5,462 (5,462) －

計  73,090 58,863 6,870,066 184,388  7,186,409 (5,462) 7,180,946

営業利益又は営業損失

(△) 
 △334,661 △15,488 21,721 △40,330  △368,758  4,880 △363,878

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

（７）重要な後発事象 

 （特殊当座借越契約） 

 当社は、平成21年２月25日開催の取締役会において、下記のとおり特殊当座借越契約を決議いたしました。 

 １．契約日  平成21年２月26日 

 ２．借入枠  2,400,000,000円  

 ３．契約期間 平成22年２月26日 

 ４．借入利率 ５％ 

 ５．借入先  日本振興銀行株式会社  

 ６．資金目的 事業資金に係る資金調達の流動性・安全性を高め、資金効率の向上および財務体質の強化のため  

   なお、特殊当座借越契約に基づき1,950,000,000円の借入を実行しております。 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書（要約） 

  

  

前中間連結会計期間 

（自 平成19年８月１日 

  至 平成20年１月31日） 

科目 金額（千円） 
百分比

（％） 

Ⅰ 売上高   7,634,527 100.0 

Ⅱ 売上原価   6,827,935 89.4 

売上総利益   806,592 10.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,358,940 17.8 

営業損失   552,348 △7.2 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 1,707     

２．受取配当金 6     

３．その他 15,426 17,141 0.2 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 133,381     

２．株式交付費 10,725     

３．社債発行費償却 24     

４．持分法による投資損失 392     

５．その他 53,054 197,579 2.6 

経常損失   732,786 △9.6 

Ⅵ 特別損失       

１．固定資産処分損 193     

２．投資有価証券売却損 61,933     

３．投資有価証券評価損 593,202     

４．投資損失引当金繰入額 191,749     

５．貸倒引当金繰入額 171,783     

６．その他 83,519 1,102,381 14.4 

税金等調整中間純損失   1,835,167 △24.0 

法人税、住民税及び事業

税 
23,333     

法人税等調整額 － 23,333 0.3 

少数株主利益   2,064 0.0 

中間純損失   1,860,565 △24.4 

        



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書（要約） 

  

  

前中間連結会計期間 

（自 平成19年８月１日  

至 平成20年１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   

税金等調整前中間純損失 △1,835,167 

減価償却費 169,462 

株式交付費 10,725 

社債発行費償却 24 

貸倒引当金の増加額 172,259 

賞与引当金の減少額 △737 

退職給付引当金の減少額 △10,614 

投資損失引当金の増加額 191,749 

受取利息及び受取配当金 △1,714 

支払利息 133,381 

持分法による投資損失 392 

投資有価証券売却損 61,933 

固定資産処分損 193 

投資有価証券評価損 593,202 

売上債権の減少額 476,626 

たな卸資産の増加額 △46,893 

仕入債務の減少額 △70,284 

その他資産の減少額 15,291 

その他負債の減少額 △270,870 

小計 △411,039 

利息及び配当金の受取額 1,086 

利息の支払額 △129,219 

法人税等の支払額 △41,923 

営業活動によるキャッシュ・フロー △581,095 



  

  

前中間連結会計期間 

（自 平成19年８月１日 

至 平成20年１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   

定期預金払戻による収入 626,234

短期貸付金の純増減額 404

長期貸付金の回収による収入 2,965

有形固定資産の取得による支出 △4,552

無形固定資産の取得による支出 △79,187

投資有価証券の取得による支出 △715,170

投資有価証券の売却による収入 247,235

その他 △16,887

投資活動によるキャッシュ・フロー 61,043 

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） 
43,205 

長期借入金の返済による支出 △393,965 

社債の発行による収入 149,975 

社債の償還による支出 △212,500 

株式の発行による収入 63,971 

新株予約権の付与による収入 120,000 

新株予約権者からの新株予約権包

括行使による預り金 
530,000 

親会社による配当金の支払 △141 

自己株式の取得による支出 △52 

財務活動によるキャッシュ・フロー 300,492 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少

額） 
△219,559 

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中間期末

（期末）残高 
385,480 

    




