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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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 ％

21年2月期 18,101 △49.0 △1,691 ― △1,714 ― △1,833 ―
20年2月期 35,474 43.0 △651 ― △938 ― △5,958 ―

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 ％ ％ ％

21年2月期 △7.90 ― △39.7 △11.2 △9.3
20年2月期 △35.34 ― △94.0 △4.2 △1.8

（参考） 持分法投資損益 21年2月期  ―百万円 20年2月期  ―百万円

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2月期 12,215 7,023 34.8 17.74
20年2月期 18,201 10,389 27.4 29.34

（参考） 自己資本   21年2月期  4,256百万円 20年2月期  4,985百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年2月期 △415 415 △56 3,140
20年2月期 △7,900 3,063 3,209 3,194

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 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 百万円 ％ ％

20年2月期 ― ― ― ― ― ― ― ―
21年2月期 ― ― ― ― ― ― ― ―
22年2月期 

（予想）
― ― ― ― ― ―

3.  22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28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）

 

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

7,300 △28.1 △40 ― △8 ― △28 ― △0.12

通期 15,700 △15.3 40 ― 75 ― 50 ― 0.21
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注)詳細は、25ページ「表示の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

新規 1社 （社名 株式会社サイバーリップル ） 除外 3社 （社名

合同会社ハーバーファンディング二号
有限責任中間法人ハーバーファンデ
ィング                     
株式会社グローバルアセットマネージ
ャーズ

）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年2月期 239,935,000株 20年2月期 169,935,000株
② 期末自己株式数 21年2月期  4,345株 20年2月期  2,145株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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 ％

21年2月期 84 △29.3 △224 ― △199 ― △2,243 ―
20年2月期 119 142.7 △280 ― △319 ― △8,477 ―

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

21年2月期 △9.67 ―
20年2月期 △50.28 ―

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2月期 2,191 2,165 98.6 9.01
20年2月期 3,838 3,312 86.2 19.48

（参考） 自己資本 21年2月期  2,161百万円 20年2月期  3,309百万円

2.  22年2月期の個別業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来に関する前提・見通し・計画に基づき当社が判断したものであ
り、リスクや不確定要素を含んだものです。 
実際の業績は、今後の様々な要因によって大きく変化する可能性がありますので、これらの業績等の予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことは
差し控えて下さい。 

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 
累計期間

35 △12.8 △75 ― △50 ― △52 ― △0.22

通期 73 △16.0 △140 ― △14 ― △17 ― △0.07
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当連結会計年度におけるわが国経済は、原油をはじめとした各種資源価格の乱高下、世界的な金融危機の影響による

株式市場の大幅な下落や為替の急激な変動等により、企業収益が落ち込むとともに、雇用情勢の悪化や個人消費の冷え

込みが見られる非常に厳しい環境となりました。

このような経済情勢下、当社グループは連結子会社９社（当連結会計年度末現在）で構成し、グループ各社がキャッ

シュ・フローを重視し、コスト削減に努めながら、収益力の向上に取り組んでまいりました。

 　 また、当社グループはグループ再構築の途上にあり、そのため過去に行ったＭ＆Ａ戦略（会社買収）や有価証券投資

に起因する償却・減損等を当連結会計年度においても行わざるをえませんでした。前連結会計年度末をもって、分譲マ

ンション販売のグローバル・ファンデックス株式会社の全株式を譲渡するとともに、昨今の不動産市況悪化に鑑み、当

社グループにおける不動産事業を大幅に縮小いたしました。このため、当連結会計年度において、売上高は前連結会計

年度と比べ大幅に減少するとともに、たな卸資産評価損、投資有価証券評価損、貸倒引当金繰入等を中心とした大幅な

特別損失を３期連続で計上するに至りました。

 　 この結果、グループ全体として、当連結会計年度の売上高は181億１百万円（前年同期比49.0%減）、営業損失は16億

91百万円（前連結会計年度は営業損失６億51百万円）、経常損失は17億14百万円（前連結会計年度は経常損失９億38百

万円）、当期純損失は18億33百万円（前連結会計年度は当期純損失59億58百万円）となりました。

 

 （婦人子供服販売事業）

　婦人子供服販売事業は、昨秋以降の国内景気の急速な減退により個人消費低迷に拍車がかかるとともに、オーバース

トアによるショッピングセンターを中心とした店舗集客力の低下ならびに競合激化の影響も受け、厳しい環境が続いて

おります。

  　このような状況の下、株式会社エルメは、量販型専門店という業態自体の地盤沈下の中で、当連結会計年度は苦戦が

続く結果となりました。しかしながら、次年度以降の収益力回復を目指し、当連結会計年度は体質強化を図るべく、不

採算の店舗閉鎖、オペレーション・コスト等の効率化を考慮した地域商圏戦略の見直し、在庫の圧縮、本社・本部コス

トの削減等を行いました。

  　なお、前連結会計年度に婦人子供服販売事業に含まれていた、イタリアンジュエリーブランド輸入販売の株式会社

ジャクスタポーズは、平成19年９月に同社の全株式を譲渡したことで、当連結会計年度は当社の連結グループからはず

れております。

 　 この結果、婦人子供服販売事業の売上高は40億97百万円（前年同期比20.2％減）、営業損失２億26百万円（前連結会

計年度は営業損失２億91百万円）となりました。

 

 （投資事業）

 　　投資事業に関しては、当社グループは今後キャピタルゲインを目的とする有価証券の売買を行う投資事業を行わない

こととしたため、当連結会計年度における売上高はグループ内部売上のみであり、軽微であります。

 

 （ＩＴ・デジタルメディア・コンテンツ事業）

　　ＩＴ・デジタルメディア・コンテンツ事業においては、米国サブプライムローン及び昨秋のリーマンショックによる

景気後退、外資系企業の業績悪化の影響を強く受けるものとなりました。

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

提供しております株式会社ディーアンドアール・インテグレイツは、従来からの主要顧客であるマイクロソフト株式会

社からの受注を中心に、積極的な営業及び新規顧客開拓を進めたことで業績は健闘しましたが、リーマンショック以降

は伸び悩みました。

　　 広告代理店である株式会社ダイヤモンドエージェンシー及びインターネット広告を扱っている株式会社サイバーリッ

プルは、昨秋のリーマンショック以降、企業が広告宣伝費に投じる費用を削減する傾向が顕著になり、業績は苦戦する

結果となりました。

　   バイリンガルのＩＴ人材に特化した人材派遣及び紹介業により特異なポジションを確立していた株式会社オーパ（旧

　株式会社パナッシュ）は、外資系金融機関の日本拠点が主要顧客であり、これらクライアント企業の業績悪化により、

同社の業績も非常に厳しい状況が続きました。このため、同様のサービスを展開している企業との事業展開の方がより

同社の価値を高められると判断し、平成20年11月に同社の行っていたＩＴスタッフ派遣事業を他社へ譲渡いたしました。

なお、事業譲渡後の株式会社オーパは、平成21年１月に会社の解散決議を行い、本年夏頃を目処に清算結了する予定で

あります。

　　 この結果、ＩＴ・デジタルメディア・コンテンツ事業の売上高47億95百万円（前年同期比26.9％減）、営業損失３億

17百万円（前連結会計年度は営業利益94百万円）となりました。
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 　　なお、前連結会計年度まで広告事業は独立した事業区分としておりましたが、株式会社オーエー・システム・プラザ

の決算期変更及びグループ再編に伴い、同社グループの事業区分を合わせるため、当連結会計年度よりＩＴ・デジタル

メディア・コンテンツ事業に含めて記載しております。

 

 （ＰＣ販売事業）

 　　ＰＣ販売事業は、パソコン本体の単価下落傾向は続いておりますが、昨年夏より５万円前後のミニノートパソコンが

新たな市場を開拓するとともに、パソコン利用者層の拡大により複数のパソコンを持つ世帯が増えたことで、パソコン

本体の販売台数は増加傾向にあります。これにより、販売単価の下落を補うとともに、周辺機器やソフトの販売、技術

メンテナンス・サポートサービス手数料等も増加する効果が得られました。また、モバイルインターネット・サービス

への取次増加、景気低迷によるパソコン等の買い替えサイクルが長くなったことによる修理・保守サービス手数料の増

加等もあり、業績は堅調に推移いたしました。

 　　この結果、ＰＣ販売事業の売上高は65億48百万円、営業利益１億２百万円となりました。

　　 なお、前連結会計年度は、株式会社オーエー・システム・プラザの決算期変更のため、ＰＣ販売事業については14ヶ

月決算となったため、当連結会計年度における前年同期比較は行っておりません。

 

 （不動産事業）

 　　不動産事業は、景気後退による企業業績悪化や個人消費の低迷、金融機関の融資引き締め、建築基準法改正に伴う着

工件数減少等により、非常に厳しい状況下にあります。

　　 このため、当社グループとしては、不動産事業の事業規模を大幅に縮小することとし、前連結会計年度末をもって、

分譲マンション販売のグローバル・ファンデックス株式会社を当社グループから離脱させました。そして、株式会社プ

ロジェ・ホールディングス及び株式会社グローバルコーポレーションは、新規開発投資案件を凍結するとともに、キャッ

シュ・フロー改善を図るため、販売用不動産在庫の圧縮に努めました。しかし、市況悪化に伴う不動産価格の大幅下落

により、大半の物件が原価を下回る価格での売却、もしくは減損計上を余儀なくされました。

　　 この結果、不動産事業の売上高は15億56百万円（前年同期比89.7％減）、営業損失８億70百万円（前年同期は営業利

益８百万円）と大幅な減収減益となりました。

 　　

（繊維事業）

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

内生産需要の大幅な拡大は見込めない状況が続いております。こうした状況下、紡績糸及びテキスタイル（生地）は概

ね前年同期比微減で推移し、売上面ではアパレル事業開始による増加がありましたが、損益面では同事業の経費先行に

より悪化する結果となりました。

 　　この結果、繊維事業の売上高は11億２百万円（前年同期比3.9％増）、営業損失１億59百万円（前年同期は営業損失

１億17百万円）となりました。

 

 （次期の見通し）

 　　次期の見通しにつきましては、世界的規模の不況の影響により先行き不透明感が強まる中、当社グループを取り巻く

環境は依然厳しいことが予想されます。当社グループとしては、引き続き企業運営の大前提であるキャッシュ・フロー

を重視しながら、今後の上場猶予期間解除を念頭に、審査の利益基準である連結利益１億円以上（経常利益及び税金等

調整前当期純利益）を継続して計上できるような企業グループ形成を図ってまいります。

　　 このため、当社個別においては経費削減、営業外損益及び特別損益の改善に努め、黒字化を早期に達成できるよう目

指すとともに、婦人子供服販売事業、ＩＴ・デジタルメディア・コンテンツ事業及び不動産事業においては「事業の選

択と経営資源の集中」という観点から、売上規模の拡大ではなく、確実に収益確保できるような事業運営に努めてまい

ります。

 　　平成22年２月期の連結業績予想としては、売上高157億円（平成21年２月期比15.3％減）、営業利益40百万円（平成

21年２月期は16億91百万円の営業損失）、経常利益75百万円（平成21年２月期は17億14百万円の経常損失）、当期純利

益50百万円（平成21年２月期は18億33百万円の当期純損失）を見込んでおります。

 

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

 　（資産）

 　　流動資産は、前連結会計年度末に比べ、40億19百万円減少し、74億32百万円となりました。これは主として、当連結

会計年度において不動産価格の下落によるたな卸資産の評価損17億７百万円の計上を行ったことに加え、キャッシュ・

フロー重視の経営方針により在庫の圧縮を行ったことにより、たな卸資産が23億52百万円減少したこと、及び回収等に

より、不動産共同事業出資金が13億45百万円減少したことによるものであります。
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 　　固定資産は、前連結会計年度末に比べ、19億71百万円減少し、47億65百万円となりました。これは主として、売却、

除却、減損などによる有形固定資産の減少２億48百万円、減損によるのれんの一括償却などによる無形固定資産の減少

２億62百万円、投資有価証券の売却及び時価評価による評価損の計上による減少５億41百万円、回収などによる差入保

証金の減少４億24百万円、その他の増加11億50百万円及び貸倒引当金の増加15億40百万円などによる投資その他の資産

14億60百万円の減少などによるものであります。

 　　この結果、資産合計としては、122億15百万円（前年同期比59億85百万円減）となりました。

 　（負債）

 　　 流動負債は、前連結会計年度末に比べ、15億２百万円減少し、38億43百万円となりました。これは主として短期借

入金が７億58百万円減少したことに加え、支払手形及び買掛金が４億50百万円減少したことによるものです。

 　　 固定負債は、前連結会計年度末に比べ、11億16百万円減少し、13億48百万円となりました。これは主として、前期

の連結子会社株式会社プロジェ・ホールディングスの賃貸不動産売却に伴う繰延税金負債が９億23百万円減少したこ

とによるものです。

 　　 この結果、負債合計としては、51億91百万円（前年同期比26億19百万円減）となりました。

 

 　（純資産）

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

利益剰余金の減少により、前年同期比33億65百万円減少し、70億23百万円となりました。

 

　 ②キャッシュ・フローの状況

 　　 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の期末残高は、前年同期比53百万円減少

（前連結会計年度は同16億28百万円の減少）し、31億40百万円となりました。

 　　 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

  （営業活動によるキャッシュ・フロー）

 　　 営業活動による資金収支は４億15百万円の支出（前連結会計年度は79億円の支出）となりました。これは主に、税

金等調整前当期純損失50億84百万円、たな卸資産評価損17億７百万円、不動産事業共同出資金の減少13億45百万円、

たな卸資産の減少額６億45百万円、貸倒引当金の増加額６億30百万円、投資有価証券評価損４億84百万円、売上債権

の減少額４億59百万円等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）

      投資活動による資金収支は４億15百万円の収入（前連結会計年度は30億63百万円の収入）となりました。これは主

に、差入保証金の回収による収入３億55百万円、短期貸付金の純減による収入２億66百万円、長期貸付金の回収によ

る収入３億65百万円、連結子会社株式の追加取得による支出１億76百万円、長期貸付による支出２億59百万円、連結

範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出82百万円等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）

 　　 財務活動による資金収支は56百万円の支出（前連結会計年度は32億９百万円の収入）となりました。これは主に、

株式発行による収入11億11百万円、短期借入金の純増減による支出７億21百万円、及び長期借入金の返済による支出

７億７百万円、長期借入による収入５億41百万円、社債償還による支出１億５百万円、連結子会社の配当金の支払に

よる支出１億３百万円等によるものであります。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主への利益還元を重要な課題の一つと認識し、企業基盤の強化及び今後の事業展開のための財務体質の

充実を勘案しながら、安定した配当を行うことを基本方針としております。

  しかしながら、当連結会計年度におきましては当期純損失となったため、現在の厳しい経済情勢を踏まえ、誠に遺

憾ではございますが、無配とさせていただきたく存じます。次期の配当については、現在進めております当社グルー

プ各社の事業強化による業容拡大、経営合理化による経費削減等により収益回復を図り、配当を目指してまいります。

具体的には、次期の経営成績を勘案し決定させていただきたいと存じます。

　(4）事業等のリスク

　　　当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のあると考えられる主な事項は、以下のよう

なものがあります。これらの中には必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資家の判断上重

要であると考えられる事項と考え、記載しております。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末

現在において当社グループが判断したものであります。
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　 ①店舗計画及び店舗の賃借物件への依存について

　　　当社グループの婦人子供服販売事業及びＰＣ販売事業の店舗は、原則として賃借物件であり、店舗賃借のための敷

金・保証金をはじめ、物件によっては建物建設のための建設協力金を家主に差し入れております。賃借店舗の大半は、

賃貸借契約期間が長期にわたるものが多く、建設協力金は契約期間内で回収いたしますが、敷金・保証金は契約期間

が満了しなければ返還されません。そのため、倒産その他賃貸人側の事由により、敷金・保証金の全部又は一部が回

収できなくなる可能性があります。また、営業している店舗において契約期間が満了した場合、賃貸人側の事由によ

り契約更新ができずに閉鎖を余儀なくされる可能性があります。これらが発生した場合には、当社グループの経営成

績に影響を及ぼす可能性があります。

　　　また、採算効率の悪化等により、当社グループの判断にて店舗を閉鎖する場合もあり、その場合には店舗の閉鎖に

伴う損失を計上する可能性があります。

　 ②婦人子供服事業について

　　　当社グループの婦人子供服販売事業は、その店舗の多くが総合スーパーマーケット（ＧＭＳ)内に入居していること

から、総合スーパーマーケットの集客や売上に影響を受けることがあります。また、個人消費及び衣料品消費の動向

をはじめ、冷夏暖冬等の気象状況の変化等により、市場動向は大きく左右されることがあります。これらにより、当

社グループの婦人子供服販売事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　 ③株式市況・投資先環境の変化について

　　　従前よりリスクが縮小されておりますが、国内外の株式市況等の市場変化や投資先企業の環境変化等によって、当

社グループが保有する上場会社株式の株価が変動し、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性が

あります。また海外の投資先については、外国為替レートの変動、投資先地域の経済環境、政治情勢の変化、法律や

取引慣習の変化にも影響を受ける場合があり、その場合も当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能

性があります。

　 ④不動産事業について

　　　当社グループの不動産事業は、一般的に景気動向、金利動向、地価動向、税制等の影響を受けており、不動産価格

は経済・金融情勢、企業の収益動向等の要因により変化します。当社グループにおける不動産事業は、最近はかなり

事業規模を縮小し、リスク軽減に努めてはおりますが、経済環境に大幅な変化が生じ、今後更に不動産価格が下落し

た場合には、不動産事業の低迷が続き、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　 ⑤在庫リスクについて

　　　当社グループの各事業分野における在庫リスクは以下のようなものがあると考えております。これらが発生した場

合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　　・婦人子供服販売事業：事前に商品の販売動向を踏まえ計画的に取引先から仕入れを行っておりますが、その後の市

場動向の変化、販売店舗の営業不振等により、計画通りの販売価格にて商品を販売できない可能性があります。

　　・繊維事業：紡績糸は短期的に変化の少ない商品性であり、随時販売していくことが可能のため、不良在庫になる可

能性は低いと考えております。テキスタイル（生地）については基本的に販売先からのオーダー制であり、在庫リ

スクは少ないですが、販売先からのキャンセル、製品の不具合等が発生した場合、不良在庫が生じる可能性があり

ます。

　　・不動産事業：最近は対象不動産を購入（保有）するケースは少なくなっておりますが、その場合には事前に十分な

調査を行い、リスクを最小限に抑えるよう努めておりますが、予想もつかない瑕疵の発生等により当該プロジェク

トが遅延した場合等、在庫が滞留する可能性があります。在庫が滞留した場合、キャッシュ・フローの圧迫や購入

価格を下回る売却や評価減を行う可能性があります。

　 ⑥保証金及び未収入金について

　　　当社グループのＰＣ販売事業は、フランチャイズ契約に伴う保証金をフランチャイズ本部に対し差し入れておりま

す。また、カード決済にて販売した代金は、一旦フランチャイズ本部にて預りとなるため、フランチャイズ本部が倒

産その他の事由により債務不履行となった場合には、それらの全額または一部が回収出来ない可能性があります。

　 ⑦特定の取引先への依存について

　　　当社グループの繊維事業は、主に海外の特定の協力工場で生産している紡績糸に依存しており、染色加工等を外注

先に依存しております。このため、政情不安等の事情により紡績糸の生産が停止した場合や、外注先に予測不能な事

態が生じて生産に支障をきたした場合、当社グループの繊維事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　 ⑧取引慣行等に伴うリスク

　　　当社グループのＩＴ・デジタルメディア・コンテンツ事業における広告事業は、広告主の代理人としてではなく、

自己の責任でメディア会社等との取引を行うことが慣行となっている場合があります。そのため、広告主の倒産等の

場合に、広告主から広告料金の支払を受けられないにもかかわらず、メディア会社等に対して支払債務を負担する可

能性があります。また、広告業界においては様々な事情により、広告計画や内容に突然の変更が生じることが少なく

ありません。当社グループでは、主要取引先と基本契約を締結するなど、取引上のトラブルを未然に回避する努力を

行っておりますが、上記のような理由から文書による契約がなじまない場合もあり、その結果、不測の事故または紛
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争が生じる可能性があります。

　 ⑨子会社について

　    当社グループは、今後のグループにおける事業展開に必要な企業に対してＭ＆Ａを行う場合もありますが、その場

合、当該会社が当社グループが想定する事業展開又は業績への寄与が図れるか否かは不透明であり、場合によっては

当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　　　また、現在保有している子会社について、今後当社グループが想定する事業展開又は業績への寄与が難しい場合に

は、已むを得ずグループ外への譲渡又は清算等を行う場合があります。その場合には、当社グループの経営成績及び

財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　 ⑩個人情報保護について

　　　当社グループが行う婦人子供服販売事業、ＩＴ・デジタルメディア・コンテンツ事業、ＰＣ販売事業、不動産事業

及び繊維事業は、それぞれ事業ごとに個人情報を含めた秘密情報を保有しており、その情報の外部漏洩に関しては細

心の注意を払っております。個人情報を含めた秘密情報の取扱については、個人情報保護法により個人情報取扱事業

者としての法的リスクが発生し、当社グループとしての法的責任並びに社会的責任を課せられております。万一、漏

洩事件が発生した場合、社会的信用問題、個人への賠償問題、業務面での処分問題等により、当社グループの経営成

績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。

　 ⑪訴訟その他請求について

　　　当社グループ内の中で、特に不動産事業を行っている株式会社プロジェ・ホールディングス及び株式会社グローバ

ルコーポレーションにおいて、業績に影響を及ぼす可能性がある訴訟が当連結会計年度に２件発生しております。

　　　今後についても、株式会社プロジェ・ホールディングス及び株式会社グローバルコーポレーションが中心となって

開発、施工、販売等を行う不動産物件について、瑕疵等を起因として訴訟その他請求が発生する可能性があります。

これら訴訟その他請求の内容及び結果によっては、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。

　 ⑫新株予約権の付与について

　　　当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。これらの新株予約権等が目的とする

株式の数は、当連結会計年度末現在で合計265,000株であります。発行済株式総数に、当該新株予約権が全て行使され

た場合に発行される株式数を加えた株式数に対する、当該新株予約権が全て行使された場合の割合は0.11％（当連結

会計年度末現在）であり、株式価値の希薄化が生じる可能性があります。

　 ⑬人材の確保及び育成について

　　　当社グループにおける各事業において、それぞれの事業展開に合わせた人材の確保及び育成ができない場合には、

事業活動が停滞し、当社グループの経営成績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

　 ⑭当社株式について

　　　当社は、グローバル・ファンデックス株式会社の株式を取得し子会社化したことに伴い、株式会社大阪証券取引所

は同所の「不適当な合併等」の規定に基づき、当社が実質的な存続会社ではないとの判断により、平成19年３月22日

付で「猶予期間」（期限は平成23年２月末日）に入っております。当社は「不適当な合併等」の猶予期間内に，猶予

期間からの解除を図るべく、株券上場審査基準に準じた基準に適合し、申請が認められるように目指してまいります

が、当該期間内に同基準に適合又は申請が認められなければ、上場廃止基準に該当し、当社株式は上場廃止になりま

す。

　　　また、当社は株式会社大阪証券取引所より同所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等」の規定に基づ

き、平成19年12月４日付で「改善報告書」を提出いたしました。その後６ヶ月間の改善状況を報告したところ、その

実施状況及び運用状況の内容が不十分として、２度目の「改善報告書」の提出要請を受け、平成20年７月２日付で同

書を提出いたしました。現在の当社は、今後「改善報告書」を求められないように改善に努めておりますが、平成19

年12月４日から５年以内に、株式会社大阪証券取引所が当社に対して３度目の「改善報告書」の提出を求めることが

必要と認めたときは株券上場廃止基準に該当し、当社株式は上場廃止になります。

　 ⑮レピュテーション・リスク（評価・評判の低下に伴うリスク）について

　　　当社は過去の経営内容に起因する業績赤字の連続、株式上場廃止リスクの発生、過去の経営者の評判、当社株式の

株価低迷等により、当社を取り巻くレピュテーション・リスクが増大していると認識しております。そのため、当社

グループ全体が営業面、財務面等様々な影響を受けております。

　　　当社としては、グループの企業価値をこれ以上毀損することがないように、当社グループの総力を挙げてレピュテー

ション・リスクの改善に向け取り組んでおりますが、レピュテーション・リスクの進行により、当社グループの経営

成績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
当連結会計年度末における当社グループの事業系統図は次のとおりであります。

 

 

婦人子供服 

販売事業 

㈱エルメ 

IT・デジタルメディア・コンテンツ事業 

 

㈱ディーアンドアール・  
インテグレイツ 

 
㈱オーパ 

（旧㈱パナッシュ） 

 

取  引  先  

 

一 般 消 費 者 

PC 販売事業 不動産事業 繊維事業 

 

㈱オーエー・システム・プラザ 

※１ 

投資 

㈱グローバル 

コーポレーション 

※２ 

※３  ※４  

㈱ドーコーボウ 

㈱プロジェ・ホールディングス 

 ※１ ※３ 

 

※４ 

※４ 

※４ 

IT ・デジタルメディ
ア・コンテンツ事業 

 

㈱ｻｲﾊﾞｰﾘｯﾌﾟﾙ 

※３ 

㈱ダイヤモンド 
エージェンシー 

当   社  (持株会社) 

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

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

    ※２　連結子会社である株式会社グローバルコーポレーションの子会社であった、有限責任中間法人ハーバーファン

ディング及び合同会社ハーバーファンディング二号は平成20年８月31日付で、株式会社グローバルアセットマ

ネージャーズは平成20年９月25日付で解散いたしました。

※３　連結子会社である、株式会社プロジェ・ホールディングスは、平成20年６月30日付で、ＩＴ・デジタルメディ

ア・コンテンツ事業を行ってる株式会社サイバーリップルを完全子会社化いたしました。

 　※４　連結子会社である株式会社オーエー・システム・プラザの子会社である株式会社パナッシュは、平成20年11月

30日付でその事業を他社に譲渡し、平成20年12月１日付で株式会社オーパに商号変更いたしました。また、そ

の子会社である株式会社ディーアンドアール・インテグレイツを平成21年１月28日付で株式会社オーエー・シ

ステム・プラザへ譲渡いたしました。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

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

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

　　　しかしながら現在の状況は、これまでのＭ＆Ａ戦略や有価証券投資がうまく機能せず、逆にそれらが「負の遺産」

となって、償却・減損等を余儀なくされたことにより、当連結会計年度を含め３期連続して大幅な特別損失の計上を

する結果となりました。

　そのため、現在では当社グループの建て直しと再構築を図るべく、グループ各社における財務体質の強化・改善に

取り組んでおります。そして当面は、キャッシュ・フローを重視し、既存事業強化と経費節減を中心とした経営合理

化を行いながら、収益確保を図っていくことを基本方針としております。

(2）目標とする経営指標

  当社グループは、財務体質の強化を図るための経営指標としてキャッシュ・フローを重視し、今後の上場猶予期間

解除を念頭に、審査の利益基準である経常利益及び税金等調整前当期純利益の改善を目標としております。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　　　現在の当社は、これまでのＭ＆Ａ戦略や有価証券投資の失敗に起因する大幅赤字決算の連続に加え、平成19年３月

のグローバル・ファンデックス株式会社を子会社化したことに伴う「上場猶予期間」入り、２回の「改善報告書」提

出、平成20年４月のベルリバーファイナンス株式会社の当社株式異動等様々な要因によるレピュテーション・リスク

の増大等により、当社を取り巻く環境は厳しいものがあると認識しております。

　　　このような状況下、中長期的な当社の経営戦略としましては、内部管理体制ならびに内部統制を充実させるととも

に、キャッシュ・フローを重視してグループ各社の財務体質強化を行うことで、会社としての基盤強化を図ることが

重要だと考えております。そのうえで、当社の経営体制・資本体制を抜本的に改革することで当社グループの方向性

を定め、新たな収益事業構築とレピュテーション・リスク改善を図りたいと考えております。

また、、今後は「上場猶予期間」解除を図るため、審査の利益基準である連結利益１億円以上（経常利益及び税金

等調整前当期純利益）を挙げるべく、グループ全体でコスト削減と既存事業活性化による収益力の向上に注力してい

まいります。

 

(4）会社の対処すべき課題

  現在の当社は、以下の課題を抱えていると認識しており、これら課題の解決へ向けての対処に努めていく所存であ

ります。

　　①当社は当面の資金繰りに支障はないものの、連続して赤字が続き、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、「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。このため、今後安定的に収益が計上できるような企業体

制の再構築が求められております。

　　②当社は平成19年３月グローバル・ファンデックス株式会社を子会社化したことに伴い、株式会社大阪証券取引所よ

り「不適当な合併等」の規定に基づき、当社が実質的な存続会社ではないとの判断が下され、当社は平成19年３月

22日付で「猶予期間」（期限：平成23年２月末日）に入っております。なお、現在の当社は既にグローバル・ファ

ンデックス株式会社の全株式を譲渡し、グループ全体における不動産事業の占める割合も大幅に縮小している状況

でありますが、今後は上場猶予期間の期限内に株式会社大阪証券取引所が定める株券上場審査基準に準じた基準に

適合することが求められております。

　　③当社は平成19年12月４日付で株式会社大阪証券取引所へ提出した「改善報告書」に記載した改善措置の実施状況及

び運用状況の内容が不十分とされ、平成20年７月２日付で２回目の「改善報告書」を提出いたしました。今後、当

社は平成19年12月４日から５年以内に、株式会社大阪証券取引所が３回目の「改善報告書」の提出を求めることを

必要と認めたときは、株券上場廃止基準に該当することになります。今後このような事態を招かないような管理体

制の構築がグループ全体で求められております。

　　④当社は、これまでの経営状況から当社を取り巻くレピュテーション・リスクが増大していることを十分認識してお

ります。今後ステークホルダーの皆様をはじめとする証券市場全体からの信頼を得られるように、当社グループ全

体でコンプライアンス（法令遵守）とコーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいります。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成20年２月29日）
当連結会計年度

（平成21年２月28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  3,459,514   3,068,454  

２　受取手形及び売掛金 ※３  1,399,964   983,845  

３　たな卸資産 ※１  5,060,795   2,708,212  

４　不動産共同事業出資金   1,345,000   －  

５　その他   1,110,928   686,365  

貸倒引当金   △923,962   △14,405  

流動資産合計   11,452,240 62.9  7,432,472 60.8

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産 ※２       

(1)　建物及び構築物 ※１  1,143,197   952,714  

(2)　土地 ※１  1,361,659   1,361,659  

(3)　その他   107,059   48,838  

有形固定資産合計   2,611,915 14.3  2,363,212 19.4

２ 無形固定資産        

(1)　のれん   437,317   177,734  

(2)　その他   52,153   49,512  

無形固定資産合計   489,471 2.7  227,246 1.8

３　投資その他の資産        

(1)　投資有価証券   699,702   158,694  

(2)　長期貸付金   956,862   851,765  

(3)　長期差入保証金 ※１  2,252,765   1,828,176  

(4)　長期未収入金　   －   933,891  

(5)　その他   268,038   484,268  

貸倒引当金   △542,016   △2,082,192  

投資その他の資産合計   3,635,353 20.0  2,174,604 17.8

固定資産合計   6,736,740 37.0  4,765,063 39.0

Ⅲ　繰延資産   12,548 0.1  18,399 0.2

資産合計   18,201,529 100.0  12,215,935 100.0
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前連結会計年度

（平成20年２月29日）
当連結会計年度

（平成21年２月28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　支払手形及び買掛金 ※１  1,655,996   1,205,021  

２　短期借入金 ※１  2,762,370   2,003,724  

３　未払法人税等   69,900   59,785  

４　賞与引当金   24,346   23,509  

５　役員賞与引当金   2,154   3,251  

６　その他   831,347   547,860  

流動負債合計   5,346,114 29.4  3,843,151 31.5

Ⅱ　固定負債        

１　社債   45,000   －  

２　長期借入金 ※１  987,082   858,340  

３　繰延税金負債   1,031,404   107,960  

４　退職給付引当金   127,281   133,481  

５　長期預り保証金 ※１  155,399   154,269  

６　その他   119,390   94,737  

固定負債合計   2,465,558 13.5  1,348,789 11.0

負債合計   7,811,673 42.9  5,191,940 42.5

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   6,062,518 33.3  6,622,518 54.2

２　資本剰余金   5,713,015 31.4  6,273,015 51.3

３　利益剰余金   △6,778,749 △37.2  △8,612,012 △70.5

４　自己株式   △158 △0.0  △184 △0.0

株主資本合計   4,996,625 27.5  4,283,336 35.0

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差
額金

  △11,203 △0.1  △26,380 △0.2

評価・換算差額等合計   △11,203 △0.1  △26,380 △0.2

Ⅲ　新株予約権   105,585 0.6  111,058 0.9

Ⅳ　少数株主持分   5,298,848 29.1  2,655,980 21.8

純資産合計   10,389,856 57.1  7,023,995 57.5

負債純資産合計   18,201,529 100.0  12,215,935 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28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   35,474,322 100.0  18,101,068 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１  27,579,035 77.7  14,242,075 78.7

売上総利益   7,895,287 22.3  3,858,993 21.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  8,546,848 24.1  5,550,507 30.7

営業利益   △651,560 △1.8  △1,691,513 △9.3

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息  20,774   12,230   

２　受取配当金  1,168   45,557   

３　為替差益  107   －   

４　貸倒引当金戻入額  10,707   －   

５　受取違約金収入  72,885   －   

６　受取手数料  10,509   4,309   

７　その他  42,473 158,625 0.5 53,577 115,675 0.6

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  261,897   99,450   

２　社債発行費償却  1,382   －   

３　株式交付費償却  86,683   16,450   

４　支払手数料  11,179   3,594   

５　消費税等差額  5,247   1,925   

６　その他  79,316 445,707 1.3 16,886 138,306 0.8

経常利益   △938,642 △2.6  △1,714,144 △9.5
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前連結会計年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益        

１　固定資産売却益 ※３ 22,219   －   

２　新株予約権戻入益  23,020   540   

３　店舗閉鎖に伴う違約金
収入

※４ 24,828   －   

４　投資有価証券売却益  145,979   21,572   

５　貸倒引当金戻入益　  －   83,183   

６　訴訟和解益　  －   53,817   

７　その他  5,999 222,045 0.6 22,774 181,888 1.0

Ⅶ　特別損失        

１　店舗閉鎖損失 ※５ 22,835   70,577   

２　貸倒引当金繰入  1,370,441   738,617   

３　固定資産売却損 ※６ 90   1,352   

４　固定資産除却損 ※７ 248,437   86,861   

５　減損損失 ※８ 32,019   197,324   

６　のれん一括償却額 ※９ 1,288,316   －   

７　投資有価証券評価損  997,248   484,820   

８　事業所移転損失  4,766   22,637   

９　たな卸資産評価損  －   1,707,417   

10　関係会社株式売却損 ※10 2,793,313   －   

11　その他  224,626 6,982,095 19.7 242,722 3,552,331 △19.6

税金等調整前
当期純利益

  △7,698,691 △21.7  △5,084,587 △28.1

法人税、住民税及び事
業税

 36,938   41,215   

法人税等調整額  △116,745 △79,806 △0.2 △922,541 △881,326 △4.9

少数株主損失(△)   △1,660,273 △4.7  △2,369,998 △13.1

当期純利益   △5,958,611 △16.8  △1,833,262 △10.1
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

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

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 770,000 770,000   1,540,000

当期純利益（△は当期純損失）   △5,958,611  △5,958,611

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

 合併による剰余金の減少   △34,535  △34,535

 連結除外による剰余金の増加   23,688  23,688

自己株式の取得    △55 △55

準備金から資本金又は剰余金への
振替

 △2,566,127 2,566,127   

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

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

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

 

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評

価差額金
評価・換算差額等

合計

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

連結会計年度中の変動額      

新株の発行     1,540,000

当期純利益（△は当期純損失）     △5,958,611

  企業結合による増加     1,311,643

  合併による剰余金の減少     △34,535

  連結除外による剰余金の増加     23,688

自己株式の取得     △55

準備金から資本金又は剰余金への
振替

     

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

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

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

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

平成20年２月29日残高（千円） △11,203 △11,203 105,585 5,298,848 10,389,856
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当連結会計年度（自　平成20年３月１日　至　平成21年２月28日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

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

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 560,000 560,000   1,120,000

当期純利益（△は当期純損失）   △1,833,262  △1,833,262

自己株式の取得    △26 △26

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）

560,000 560,000 △1,833,262 △26 △713,288

平成21年２月28日残高（千円） 6,622,518 6,273,015 △8,612,012 △184 4,283,336

 

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評

価差額金
評価・換算差額等

合計

平成20年２月29日残高（千円） △11,203 △11,203 105,585 5,298,848 10,389,856

連結会計年度中の変動額      

新株の発行     1,120,000

当期純利益（△は当期純損失）     △1,833,262

自己株式の取得     △26

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△15,177 △15,177 5,473 △2,642,867 △2,652,571

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△15,177 △15,177 5,473 △2,642,867 △3,365,860

平成21年２月28日残高（千円） △26,380 △26,380 111,058 2,655,980 7,023,995
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

   

１　税金等調整前当期純損失(△）  △7,698,691 △5,084,587

２　のれん償却額  1,689,853 118,826

３　減価償却費  210,270 131,720

４　減損損失  32,019 197,324

５　繰延資産償却  86,683 16,450

６　たな卸資産評価損  － 1,707,417

７　投資有価証券評価損  997,248 484,820

８　投資有価証券売却損  － 14,619

９　投資有価証券売却益  △145,979 △21,572

10　固定資産除却損  248,437 86,861

11　固定資産売却益  △22,219 －

12　固定資産売却損  － 1,352

13　関係会社株式売却損  2,793,313 －

14　関係会社事業譲渡損  － 59,681

15　受取利息及び受取配当金  △21,942 △57,787

16　支払利息  261,897 99,450

17　貸倒引当金の増加額  1,369,351 630,618

18　退職給付引当金増減額
（△は減少）

 △121,367 6,199

19　売上債権の減少額  35,461 459,645

20　不動産共同事業出資金の増減額
(△は増加）

 △430,000 1,345,000

21　たな卸資産の増減額(△は増加）  △6,663,934 645,104

22　仕入債務の増減額（△は減少）  315,293 △492,331

23　流動資産その他の増減額（△は
増加）

 37,550 △443,889

24　流動負債その他の減少額  △8,818 △276,326

25　その他  133,480 4,168

小計  △6,902,092 △367,235

26　利息及び配当金の受取額  21,638 58,036

27　利息の支払額  △272,063 △81,584

28　法人税等の還付額  － 62,066

29　法人税等の支払額  △747,541 △86,381

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △7,900,058 △415,098
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前連結会計年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

   

１　有形固定資産の取得による支出  △319,720 △29,783

２　有形固定資産の売却による収入  5,255,155 82

３　無形固定資産の取得による支出  △28,026 △11,066

４　無形固定資産の売却による収
入 

 10,887 －

５　投資有価証券の取得による支出  △831,687 △2,395

６　投資有価証券の売却による収入  1,209,576 41,703

７　長期性預金の預入による支出  △57,154 △81,500

８　長期性預金の払戻による収入  4,485 120,000

９　連結範囲の変更を伴う子会社株
式の取得による支出

※２ △510,276 △82,525

10　差入保証金の支払による支出  △40,547 △43,930

11　差入保証金の回収による収入  241,202 355,875

12　連結子会社株式の追加取得によ
る支出 

 △200,014 △176,750

13　短期貸付金の増減額（△は増
加） 

 △267,000 266,950

14　長期貸付金の貸付による支出  △945,908 △259,903

15　長期貸付金の回収による収入  － 365,000

16　関係会社事業譲渡による収入 ※３ － 139,971

17　連結範囲の変更を伴う子会社株
式の売却による支出 

※４ △415,902 －

18　その他  △41,286 △186,552

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 3,063,782 415,176
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前連結会計年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

   

１　株式の発行による収入  1,529,884 1,111,367

２　社債発行による収入  47,495 －

３　社債償還による支出  △100,000 △105,000

４　長期借入による収入  602,894 541,510

５　長期借入金の返済による支出  △799,565 △707,598

６　短期借入金の純増減  5,069,405 △721,300

７　自己株式の取得による支出  △55 △26

８　連結子会社の配当金の支払額  △101,299 △103,284

９　長期預り保証金の返還による支
出

 △3,031,341 －

10　その他  △8,106 △71,925

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 3,209,311 △56,257

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差
額

 △1,656 2,395

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額  △1,628,620 △53,784

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  4,822,650 3,194,029

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 3,194,029 3,140,245
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

当社グループは、前連結会計年度において442百万円の

営業損失及び3,600百万円の当期純損失を計上し、当連結

会計年度においても651百万円の営業損失及び5,958百万円

の当期純損失を計上しました。営業キャッシュ・フローに

おいても４期連続してマイナスとなっており、継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在しております。

連結財務諸表作成会社である当社は、当該状況を改善す

べく、平成20年４月11日に第三者割当増資1,120百万円を

調達し、当面の資金について目処をつけ、以下の改善策を

実施してまいります。

当社グループは、既存事業の強化と財務体質の改善に取

り組んでまいります。そのため、前連結会計年度まで行っ

ていた、短期的なキャピタルゲインを目的とする有価証券

の売買を行う投資事業を行わないこととし、また当連結会

計年度末までに、保有資産の洗い替え、グループ再構築に

伴う子会社の譲渡による整理等を行ってまいりました。

今後につきましては、過去の教訓を活かして大規模なM&A

を行わず、既存グループ会社の活性化を図るべく、キャッ

シュ・フローを重視しながら、収益の確保を図ってまいり

ます。また、業績が低迷している子会社については、新規

で関連事業を模索するとともに、リストラによる経費節減

を図っていく所存です。

なお、平成19年３月22日付でグローバル・ファンデック

ス株式会社の株式を取得し子会社化したことに伴い、㈱大

阪証券取引所は同社の「不適当な合併等」の規定に基づく

上場規則に従い、当社が実質的な存続会社ではないとの判

断をしました。この決定により当社は平成19年３月22日よ

り「猶予期間」（期限は平成23年２月末日）に入ることと

なりました。

当社グループは、営業利益ベースの黒字化を達成すると

共に、機能的なガバナンス体制を構築しコンプライアンス

の強化をすることによる早期の猶予期間解除を目指します。

当社グループは、前連結会計年度において営業損失651

百万円、当期純損失5,958百万円を計上し、当連結会計年

度においても営業損失1,691百万円、当期純損失1,833百万

円を計上しました。営業キャッシュ・フローにおいても５

期連続してマイナスとなっており、継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。

当連結会計年度における主たる原因は、当社連結子会社

である株式会社プロジェ・ホールディングス及び株式会社

グローバルコーポレーションが行っている不動産事業を取

り巻く環境の急激な変化に伴い、不動産価格が大幅に下落

し、多額の販売用不動産評価損が発生したこと、及び取得

価額を下回る価格での売却を余儀なくされたことによるも

のであります。

連結財務諸表作成会社である当社は、こうした状況を改

善すべく、グループ各社における財務体質の強化・改善に

取り組んでおります。当連結会計年度末（平成21年２月28

日現在）において、当社グループが保有する現預金残高は

3,068百万円であり、現在はグループ各社に対して、キャッ

シュ・フローを重視しながら運営するよう指導を行ってお

り、資金繰りに支障はございません。

今後につきましては、当社グループの連結において、営

業利益ベースの黒字化を達成すべく、当社グループ各社に

おいて経営合理化による経費削減を図り、キャッシュ・フ

ローを重視しながら、既存事業の強化、改善による収益の

確保を図ってまいります。

特に当社グループ内で収益インパクトが大きい、不動産

事業を行っている株式会社プロジェ・ホールディングスに

つきましては、人員の大幅削減、本社事務所の移転等の経

営合理化策及び、不動産事業領域の選択と集中により確実

に収益を確保すべく、同社事業の再構築を進めさせており

ます。

また、当社としましても、現状を打破し、今後安定的に

また当社グループは、当社を取り巻くレピュテーショ

ン・リスク（評価・評判の低下に伴うリスク）により、グ

ループ全体が大きく影響を受けていることを十分認識して

おります。そのため、当社グループの企業価値をこれ以上

毀損しないように、グループの総力を挙げて本件に取り組

んでまいる所存でございます。

連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映して

おりません。 

収益が計上できるような企業体制の再構築に向けた動きに

ついては、成果に結びつけられるように、引き続き行って

まいります。

なお、当社は、平成19年３月22日付でグローバル・ファ

ンデックス株式会社の株式を取得し子会社化したことに伴

い、株式会社大阪証券取引所より同所の「不適当な合併

等」の規定に基づき、当社が実質的な存続会社ではないと

され、当社は平成19年３月22日付で「猶予期間」に入って

おります。現在の当社は既に同社株式を譲渡し、当社グ

ループ全体における不動産事業の占める割合も大幅に縮小

している状況であり、今後、グループ体制の建て直しと収

益確保を図り、猶予期間期限の平成23年２月末迄の解除を

目指してまいります。
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前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

また、当社は株式会社大阪証券取引所より同所の「上場

有価証券の発行者の会社情報の適時開示等」の規定に基づ

き、平成19年12月４日付で「改善報告書」を提出いたしま

した。しかし、平成20年６月、提出後６ヶ月間の改善状況

を報告したところ、その実施状況及び運用状況の内容が不

十分とされ、再度「改善報告書」の提出要請を受け、平成

20年７月２日付で提出いたしました。このため、当社は平

成19年12月４日から５年以内に、株式会社大阪証券取引所

が３度目の「改善報告書」の提出を求めることが必要と認

めたときは、株券上場廃止基準に該当することになりまし

た。このため、当社は今後二度とこうした指摘を受けるこ

とがないよう、グループ全体で改善に取り組んでおりま

す。

当社グループは、こうした旧経営陣に起因する過去の出

来事等により、当社グループを取り巻くレピュテーショ

ン・リスク（評価・評判の低下に伴うリスク）が増大し、

そのことにより、当社グループ全体が大きく影響を受けて

いることも十分認識しております。そのため、当社グルー

プの企業価値をこれ以上毀損しないように、グループの総

力を挙げ、改善に向け取り組んでまいります。

連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映して

おりません。　
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

１　連結の範囲に関する事項

子会社は、全て連結しております。

連結子会社の数　11社

１　連結の範囲に関する事項

子会社は、全て連結しております。

連結子会社の数　９社

連結子会社の名称

㈱エルメ

㈱パナッシュ

㈱ディーアンドアール・インテグレイツ

㈱ダイヤモンドエージェンシー

㈱プロジェ・ホールディングス

㈱ドーコーボウ

㈱オーエー・システム・プラザ

㈱グローバルコーポレーション

㈱グローバルコーポレーションの連結子会社で

あった(有)ハーバーファンディングは、当連結会

計年度において解散いたしました。

㈱グローバルアセットマネージャーズ

有限責任中間法人ハーバーファンディング

合同会社ハーバーファンディング二号 

 

なお、㈱オーエー・システム・プラザは、当連結

会計年度中に㈱オーエー・システムズ（旧東西キャ

ピタル㈱）を吸収合併いたしました。

㈱ジャクスタポーズは当連結会計年度中に、株式

の譲渡により子会社ではなくなっております。

㈱プロジェ・ホールディングスは当連結会計年度

中に、同興ニット㈱と㈱同興システムズを吸収合

併いたしました。

グローバル・ファンデックス㈱は、当連結会計年

度において株式を取得したことにより、支配獲得

したため連結子会社に含めることとしておりまし

た。みなし取得日を平成19年３月１日として連結

しております。 また、当連結会計年度中に株式の

譲渡により子会社ではなくなっております。みな

し離脱日を平成20年２月末日として連結しており

ます。 

連結子会社の名称

㈱エルメ

㈱オーパ

㈱パナッシュは、平成20年12月１日付で㈱オーパ

に商号変更を致しました。

㈱ディーアンドアール・インテグレイツ

㈱オーパは、平成21年１月28日付で㈱ディーアン

ドアール・インテグレイツの全株式を㈱オーエー・

システム・プラザに譲渡いたしました。

㈱ダイヤモンドエージェンシー

㈱プロジェ・ホールディングス

㈱ドーコーボウ

㈱オーエー・システム・プラザ

㈱グローバルコーポレーション

㈱グローバルコーポレーションの連結子会社で

あった㈱グローバルアセットマネージャーズ、有

限責任中間法人ハーバーファンディング、合同会

社ハーバーファンディング二号は、当連結会計年

度において解散いたしました。

㈱サイバーリップル

㈱サイバーリップルは、当社連結子会社である㈱

プロジェ・ホールディングスが当連結会計年度に

おいて株式を取得したことにより、支配を獲得し

たため連結子会社に含めることとしております。

みなし取得日を平成20年８月31日として連結して

おります。

２　持分法の適用に関する事項

関連会社がないため該当事項はありません。

なお、㈱日本インフォメーションシステムは、当連結

会計年度において経営体制を変更し、関連会社と認め

られなくなったため、持分法適用会社から除いており

ます。

 

２　持分法の適用に関する事項

関連会社がないため該当事項はありません。
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前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

グローバル・ファンデックス㈱の決算日は１月31日で

あり、１月31日現在で実施した決算に基づく財務諸表

を使用しております。なお、連結決算日との間に生じ

た重要な取引については、連結上必要な調整を行って

おります。 

 ㈱オーエー・システム・プラザの決算日は２月末日

でありますが、前連結会計年度の決算日が３月31日の

ため12月31日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表

を使用しており、当該連結子会社については14ヶ月決

算(平成19年１月１日から平成20年２月29日まで）と

なっております。

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

㈱サイバーリップルは、当社グループと連結決算日を

統一するため、平成21年１月27日開催の臨時株主総会

において、決算期を従来の８月31日から２月末日へ変

更いたしました。従って、当連結会計年度は平成20年

９月１日から平成21年２月28日までの６ヶ月決算と

なっております。

４　会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

４　会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

a　満期保有目的の債券

償却原価法

a　満期保有目的の債券

同左

b　その他有価証券

時価のあるもの

連結決算末日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は、全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定）

b　その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

②　デリバティブの評価基準

時価法

②　デリバティブの評価基準

同左

③　たな卸資産

ａ　商品

婦人子供服販売事業における店舗商品は売価還

元低価法、商品センター商品は最終仕入原価法、

宝飾品は個別法による原価法を採用しておりま

す。

ＰＣ販売事業では移動平均法による原価法を採

用しております。

③　たな卸資産

ａ　商品

婦人子供服販売事業における店舗商品は売価還

元低価法、商品センター商品は最終仕入原価法

を採用しております。

ＰＣ販売事業では移動平均法による原価法を採

用しております。

ｂ　販売用不動産

不動産事業における販売用不動産は個別法によ

る原価法を採用しております。

ｂ　販売用不動産

同左

 

ｃ　仕掛品

ＩＴソリューション事業・広告事業及び不動産

事業では個別法による原価法を採用しており、

繊維事業では移動平均法による原価法を採用し

ております。

ｃ　仕掛品

ＩＴ・デジタルメディア・コンテンツ事業及び

不動産事業では個別法による原価法を採用して

おり、繊維事業では移動平均法による原価法を

採用しております。

ｄ　貯蔵品

婦人子供服販売事業及びＰＣ販売事業では最終

仕入原価法を採用しており、繊維事業及び不動

産事業では移動平均法による原価法を採用して

おります。

ｄ　貯蔵品

同左
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前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

ａ　建物及び構築物

イ　平成19年３月31日以前に取得したもの

主として旧定額法

ロ  平成19年４月１日以降に取得したもの 

主として定額法 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

ａ　建物及び構築物

イ　平成19年３月31日以前に取得したもの

同左

ロ  平成19年４月１日以降に取得したもの 

同左

ｂ　その他の有形固定資産

イ　平成19年３月31日以前に取得したもの 

旧定率法 

ロ　平成19年４月１日以降に取得したもの  

定率法  

ｂ　その他の有形固定資産

イ　平成19年３月31日以前に取得したもの 

同左

ロ　平成19年４月１日以降に取得したもの  

同左

②　無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。

②　無形固定資産

同左

(3）重要な繰延資産の処理方法

①　社債発行費

会社計算規則の規定する最長期間（３年間）にわ

たり均等償却しております。

(3）重要な繰延資産の処理方法

①　社債発行費

同左

②　株式交付費

株式交付のときより３年間にわたり定額法により

償却しております。

②　株式交付費

同左

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個々の債権の回収の可能性を

検討して、回収不能見込額を合わせて計上してお

ります。

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

従業員に支給する賞与の支出に充てるため、支給

見込額の当連結会計年度末の負担額を見積計上し

ております。

②　賞与引当金

同左

③　役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込

額に基づき計上しております。

③　役員賞与引当金

同左

④　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産に基づき計

上しております。

④　退職給付引当金

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たしている金利スワップにつ

いて特例処理によっております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

ステラ・グループ株式会社（8206）平成 21 年２月期決算短信

－ 23 －



前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　金利スワップ

ヘッジ対象　借入金利息

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利ス

ワップ取引を行っております。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジの有効性評価の方法

特例処理によっている金利スワップについては、

有効性の評価を省略しております。

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①　消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①　消費税等の会計処理

同左

②　連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

②　連結納税制度の適用

同左

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

全面時価評価法を採用しております。

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６　のれん及び負ののれんの償却に関する事項

のれんは、効果の発現が見込まれる期間（10年又は20

年）で均等償却を行っております。金額の僅少なもの

については、発生年度に一括償却しております。

６　のれん及び負ののれんの償却に関する事項

同左

７　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満

期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない

短期的な投資であります。

７　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

（重要な減価償却資産の減価償却の方法の変更）

　法人税法改正（（所得税等の一部を改正する法律　平成

19年３月30日　法律第６号）及び（法人税法施行令の一部

を改正する政令　平成19年３月30日　政令第83号））に伴

い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価

償却の方法に変更しております。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。

又、セグメント情報に与える影響も軽微であります。

   ──────
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

（連結貸借対照表）

１　従来、その他有価証券を「営業投資有価証券」に表示

しておりましたが、平成19年４月25日開催の当社取締役

会において投資事業からの撤退を決議したことに伴い、

当連結会計年度より固定資産の投資その他の資産の「投

資有価証券」に含めて表示しております

（連結貸借対照表）

１　前連結会計年度において投資その他の資産の「その

他」に含めておりました「長期未収入金」（前連結会計

年度22,920千円）については、資産の総額の100分の５

超となったため、当連結会計年度より区分掲記しており

ます。

２　前連結会計年度において投資その他の資産の「その

他」に含めておりました「長期貸付金」（前連結会計年

度10,953千円）については、重要性が増したため、当連

結会計年度より区分掲記しております。

 

（連結損益計算書）

 ――――――

（連結損益計算書）

１　前連結会計年度において特別利益の「その他」に含め

ておりました「貸倒引当金戻入益」（前連結会計年度

5,999千円）については、特別利益の総額の100分の10超

となったため、当連結会計年度より区分掲記しておりま

す。

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成20年２月29日）

当連結会計年度
（平成21年２月28日）

※１　担保資産

(1）担保に供している資産

※１　担保資産

(1）担保に供している資産

定期預金 175,217千円

建物及び構築物 417,388千円

土地 1,197,162千円

たな卸資産

（販売用不動産）
1,585,473千円

長期差入保証金 2,351千円

合計 3,377,592千円

定期預金 426,590千円

建物及び構築物 397,443千円

土地 1,197,162千円

たな卸資産

（販売用不動産）
733,000千円

長期差入保証金 2,367千円

合計 2,756,562千円

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

支払手形及び買掛金 88,261千円

短期借入金 1,822,530千円

長期借入金 790,614千円

長期預り保証金 30,000千円

合計 2,731,405千円

支払手形及び買掛金 91,658千円

短期借入金 1,855,524千円

長期借入金 664,590千円

合計 2,611,772千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額 ※２　有形固定資産の減価償却累計額

2,257,906千円 1,639,992千円

※３　受取手形割引高 ※３　受取手形割引高

204,257千円 176,642千円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

※１　売上原価のうちたな卸資産の低価法による評価減は、

次のとおりであります。

※１　売上原価のうちたな卸資産の低価法による評価減は、

次のとおりであります。

39,434千円 27,363千円

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。

従業員給料・賞与 2,610,848千円

照明冷暖房費 336,082千円

賃借料 1,410,964千円

支払報酬 269,790千円

従業員給料・賞与 1,586,012千円

賞与引当金繰入 44,231千円

役員賞与引当金繰入　 1,097千円

照明冷暖房費 287,461千円

賃借料 1,123,883千円

支払報酬 593,938千円

※３　固定資産売却益のうち主なもの ※３　　　　　　　　　──────

土地売却益 8,213千円

※４　店舗閉鎖に伴う違約金収入 ※４　　　　　　　　　──────

㈱オーエー・システム・プ

ラザ北谷店
24,828千円

※５　店舗閉鎖損失 ※５　店舗閉鎖損失

㈱エルメ　ジェームス山他 22,835千円 ㈱エルメ　県央サティ店他 70,577千円

※６　固定資産売却損 ※６　固定資産売却損

その他 90千円 器具備品 1,352千円

※７　固定資産除却損のうち主なもの ※７　固定資産除却損のうち主なもの

建物及び構築物 41,796千円

器具備品 20,330千円

ソフトウェア 7,791千円

長期前払費用 168,750千円

建物及び構築物 67,173千円

器具備品 16,770千円

ソフトウェア 2,422千円

※８　減損損失

(1）減損損失を認識した主な資産

　当社グループは、当連結会計年度において、以下の

とおり減損損失を計上いたしました。

※８　減損損失

(1）減損損失を認識した主な資産

　当社グループは、当連結会計年度において、以下の

とおり減損損失を計上いたしました。

用途 種類 場所

婦人子供服販売
事業関連資産

建物及び
構築物、
器具備品

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

用途 種類 場所

婦人子供服販売
事業関連資産

建物及び
構築物、
器具備品

福岡県福岡市
大阪府大阪市　
鹿児島県鹿児島市　
兵庫県三田市　
福岡県北九州市　
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前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

(2）減損損失の認識に至った経緯

　営業活動から生じる損益が継続してマイナスであり、

将来キャッシュ・フローによって当該資産の簿価全額

を回収できる可能性が低いと判断したことから減損損

失を計上しております。

(2）減損損失の認識に至った経緯

　営業活動から生じる損益が継続してマイナスであり、

将来キャッシュ・フローによって当該資産の簿価全額

を回収できる可能性が低いと判断したことから減損損

失を計上しております。

(3）減損損失の金額 (3）減損損失の金額

建物及び構築物 20,543千円

その他 11,475千円

合計 32,019千円

建物及び構築物 22,860千円

のれん　 169,312千円

その他 5,151千円

合計 197,324千円

(4）資産のグルーピングの方法

　当社グループは減損会計の適用に当たって、原則と

して事業の種類別セグメントを基礎としたグルーピン

グを行っております。なお、賃貸用資産、店舗用資産、

遊休資産については、個々の物件をグルーピングの最

小単位としております。

(4）資産のグルーピングの方法

　当社グループは減損会計の適用に当たって、原則と

して事業の種類別セグメントを基礎としたグルーピン

グを行っております。なお、賃貸用資産、店舗用資産、

遊休資産については、個々の物件をグルーピングの最

小単位としております。

(5）回収可能価額の算定方法

　回収可能価額は、使用価値または正味売却価額によ

り測定しております。回収可能価額を正味売却価額で

測定している場合には、原則として零としており、回

収可能価額を使用価値で測定している場合には、将来

キャッシュ・フローを1.1％で割り引いて算出してお

ります。

(5）回収可能価額の算定方法

　回収可能価額は、使用価値または正味売却価額によ

り測定しております。回収可能価額を正味売却価額で

測定している場合には、原則として零としており、回

収可能価額を使用価値で測定している場合には、将来

キャッシュ・フローを1.1％で割り引いて算出してお

ります。

※９　のれん一括償却額

　のれん一括償却額は、当社の個別財務諸表上、子会

社株式（㈱プロジェ・ホールディングス）の評価減を

行ったことにより、同社に係るのれんを一括償却した

もの及び、連結子会社（㈱プロジェ・ホールディング

ス）の個別財務諸表上、子会社株式（㈱グローバル

コーポレーション）の評価減を行ったことにより、同

社に係るのれんを一括償却したものであります。

※９　　　　　　　 ──────

  

※10　関係会社株式売却損 ※10　　　　　　　　 ──────

　　  当連結会計年度に株式の譲渡により計上した売却

損の内訳は以下の通りであります。

㈱ジャクスタポーズ　　　　　　　　127,457千円

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

前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

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

（変動事由の概要）

　増加数の内訳は、次の通りであります。

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

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

２．自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 1,663,053 900 1,661,808 2,145

（変動事由の概要）

　増加数の内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取りによる増加　900株

　減少数の内訳は、次の通りであります。

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

３．新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

増加 減少
当連結会計
年度末

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

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

連結子会社 － － － － － － 103,001

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

　（注）１　目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。

２　当連結会計期間における減少理由は、新株予約権の失効によるものであります。
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当連結会計年度（自　平成20年３月１日　至　平成21年２月28日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 169,935,000 70,000,000 － 239,935,000

（変動事由の概要）

　増加数の内訳は、次の通りであります。

ベルリバーファイナンス株式会社の第三者割当増資　70,000,000株

２．自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 2,145 2,200 － 4,345

（変動事由の概要）

　増加数の内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取りによる増加　　2,200株

 

３．新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

増加 減少
当連結会計
年度末

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

平成19年新株予約権 普通株式 291,000 － 26,000 265,000 3,810

連結子会社 － － － － － － 107,248

合計 6,291,000 － 6,026,000 265,000 111,058

　（注）１　目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。

２　当連結会計期間における減少理由は、新株予約権の失効によるものであります。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 3,459,514千円

預け金（流動資産その他） 22,463千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △287,948千円

現金及び現金同等物 3,194,029千円

現金及び預金 3,068,454千円

預け金（流動資産その他） 302,481千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △230,690千円

現金及び現金同等物 3,140,245千円

※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

　株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開

始時の資産及び負債の内訳ならびに株式の取得価額と

取得のための収入又は支出（純額）との関係は次のと

おりであります。

※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

　株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開

始時の資産及び負債の内訳ならびに株式の取得価額と

取得のための収入又は支出（純額）との関係は次のと

おりであります。

グローバル・ファンデックス㈱

（平成19年３月１日）

㈱サイバーリップル

（平成20年８月31日）

流動資産 3,750,200千円

固定資産 116,356千円

のれん 2,149,297千円

流動負債 △3,031,136千円

固定負債 △173,264千円

グローバル・ファンデックス

㈱株式の取得価額
2,811,453千円

株式交換により割当てた自己

株式
△1,311,643千円

グローバル・ファンデックス

㈱の現金及び現金同等物
△989,533千円

差引：グローバル・ファン

デックス㈱取得のための支出
510,276千円

流動資産 63,812千円

固定資産 4,385千円

のれん 82,322千円

流動負債 △48,919千円

㈱サイバーリップル株式

の取得価額
101,600千円

㈱サイバーリップル

の現金及び現金同等物
△19,074千円

差引：㈱サイバーリップル

取得のための支出
82,525千円

 ※３　　　　　　　　　──────  ※３　関係会社の事業譲渡により減少した資産及び負債の

主な内訳

　株式会社オーパ（旧　株式会社パナッシュ）

流動資産 9,338千円

固定資産 72,814千円

のれん 119,456千円

流動負債 △1,956千円

関係会社事業譲渡損 △59,681千円

関係会社の事業譲渡による収入 139,971千円
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前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

 ※４　当連結会計年度に株式の売却により連結子会社で

　　　なくなった会社の資産及び負債の主な内訳

 ㈱ジャクスタポーズ

（千円）

グローバル・ファン

デックス㈱

 流動資産 176,039 8,019,189

 固定資産 79,350 104,937

 流動負債 △148,570 △6,987,169

 固定負債 △127,377 △405,469

 その他(のれん他） 148,015 1,934,367

 株式売却損失 △127,457 △2,665,855

 株式の売却価格 0 0

現金及び現金同等物 15,376 400,526

差引:売却による支出 △15,376 △400,526

※４　　　　　　　　　──────
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

 

婦人子供
服販売事
業
（千円）

投資事業
（千円）

ＩＴソ
リュー
ション事
業
（千円）

広告事業
（千円）

ＰＣ販売
事業
（千円）

不動産事
業
（千円）

繊維事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結

Ⅰ　売上高及び営

業損益
          

売上高           

(1）外部顧客に

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

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

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

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

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

営業利益又は

営業損失

（△）

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

Ⅱ　資産、減価

償却費及び

資本的支出

          

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

減価償却費 71,025 － 23,326 2,482 41,220 43,381 1,316 182,753 27,517 210,270

減損損失 32,019 － － － － － － 32,019 － 32,019

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

　（注）１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業区分の主な内容

(1）婦人子供服販売事業・・・・婦人服、肌着、子供服、服飾雑貨

(2）投資事業・・・・・・・・・有価証券売買、貸付

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

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

その他すべての広告業務取扱い及び広告表現に関する企画、制作ならびにマー

ケティング、ＰＲ等のサービス活動の一切

(5）ＰＣ販売事業・・・・・・・パソコン、パソコン周辺機器

(6）不動産事業・・・・・・・・不動産の賃貸、販売、コンサルティング

(7）繊維事業・・・・・・・・・紡績糸、ニット、織物、縫製品

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

部門に係る費用であります。

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

（現金及び預金）、及び管理部門に係る資産等であります。
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当連結会計年度（自　平成20年３月１日　至　平成21年２月28日）

 
婦人子供服
販売事業
（千円）

投資事業
（千円）

ＩＴ・デジ
タルメディ
ア・コンテ
ンツ事業
（千円）

ＰＣ販売事
業
（千円）

不動産事業
（千円）

繊維事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結

Ⅰ　売上高及び営

業損益
         

売上高          

(1）外部顧客に

する売上高
4,097,503 － 4,795,961 6,548,555 1,556,335 1,102,712 18,101,068 － 18,101,068

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

－ 84,644 2,096 － － － 86,741 （86,741) －

計 4,097,503 84,644 4,798,058 6,548,555 1,556,335 1,102,712 18,187,810 (86,741) 18,101,068

営業費用 4,324,167 131,979 5,115,147 6,445,784 2,426,381 1,262,498 19,705,959 86,623 19,792,582

営業利益又は

営業損失

（△）

△226,663 △47,334 △317,089 102,770 △870,046 △159,785 △1,518,148 (173,365) △1,691,513

Ⅱ　資産、減価

償却費及び

資本的支出

         

資産 1,581,830 67,827 1,273,916 3,559,537 4,371,630 564,855 11,419,598 796,337 12,215,935

減価償却費 44,427 － 27,428 40,412 26,310 6,056 144,635 3,241 147,877

減損損失 28,012 － 169,312 － － － 197,324 － 197,324

資本的支出　 24,094 － 9,193 5,962 5,598 4,529 49,378 － 49,378

　（注）１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業区分の主な内容

(1）婦人子供服販売事業・・・・・・・・・・・・婦人服、肌着、子供服、服飾雑貨

(2）投資事業・・・・・・・・・・・・・・・・・有価証券売買、貸付

(3）ＩＴ・デジタルメディア・コンテンツ事業・・ＩＴスタッフィング、システムコンサルティング、インタ

ラクティブ、広告業務等

(4）ＰＣ販売事業・・・・・・・・・・・・・・・パソコン、パソコン周辺機器

(5）不動産事業・・・・・・・・・・・・・・・・不動産の賃貸、販売、コンサルティング

(6）繊維事業・・・・・・・・・・・・・・・・・紡績糸、ニット、織物、縫製品

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（177,504千円）の主なものは、親会社管理

部門に係る費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（837,990千円）の主なものは、親会社での余資運用資金

（現金及び預金）、及び管理部門に係る資産等であります。

５　事業区分の変更

前連結会計年度までに独立した事業区分としていた広告事業について、㈱オーエー・システム・プラザの決

算期変更及びグループ再編に伴い同社グループの事業区分に合わせるため、当連結会計期間よりＩＴ・デジ

タルメディア・コンテンツ事業に含めて記載しております。なお、当連結会計期間におけるＩＴ・デジタル

メディア・コンテンツ事業に含まれる広告事業の売上高は3,325,665千円、営業費用は3,387,035千円、営業

損失は61,370千円であります。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

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

当連結会計年度（自　平成20年３月１日　至　平成21年２月28日）

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

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

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

当連結会計年度（自　平成20年３月１日　至　平成21年２月28日）

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

（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

１株当たり純資産額 29円34銭 17円74銭

１株当たり当期純損失 35円34銭 7円90銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

潜在株式は存在するものの１株当た

り当期純損失であるため記載してお

りません。

潜在株式は存在するものの１株当た

り当期純損失であるため記載してお

りません。

　（注）　１株当たり当期純損失の算定上の基礎

項目
前連結会計年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

当期純損失 5,958,611千円 1,833,262千円

普通株式に係る当期純損失 5,958,611千円 1,833,262千円

普通株主に帰属しない金額 －千円 －千円

普通株式の期中平均株式数 168,610千株 232,068千株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含まれなかっ

た潜在株式の概要

新株予約権４種類

（株式の数8,727千株）

新株予約権３種類

（株式の数2,587千株）
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（重要な後発事象）

前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

(1)　第三者割当による新株式の発行および新株予約権の発行について

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

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

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

の発行要領等は下記のとおりであります。

①　第三者割当新株式の発行要領

ａ　発行株式の種類及び数　　　　　普通株式70,000,000株

ｂ　発行価額（払込金額）　　　　　１株につき　金16円

ｃ　発行価額の総額　　　　　　  　 1,120,000,000円

ｄ　増加する資本金の額　　　　　　　 560,000,000円

ｅ　増加する資本準備金の額　　　　　 560,000,000円

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

ｇ　申込期日　　　　　　　　　　　平成20年４月10日（木）

ｈ　払込期日　　　　　　　　　　　平成20年４月11日（金）

ｉ　新株券交付日　　　　　　　　　平成20年４月11日（金）

ｊ　新株式の継続所有等の取決めに関する事項

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

場合は、割当先より当該内容を当社に報告することの確約を受けております。

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

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

ｋ　増資による発行済株式総数及び資本金の推移

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

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

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

ｌ　増資の理由及び資金の使途

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

　　増資調達資金の使途：運転資金及び新規事業投資に充当する予定です。

②　第三者割当による新株予約権の発行

ａ　新株予約権の発行日　　　　　　　　平成20年４月11日

ｂ　発行する新株予約権の総数　　　　　20,000個

ｃ　新株予約権の発行価格　　　　　　　無償

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

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

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

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

　　株式の発行価額の総額　　　　　　（当初１株当たり行使価格 16円

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

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

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

　　資本金の額

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

　　資本準備金

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

　　個数
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ｋ　新株予約権に関する取決めに関する事項

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

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

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

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

コミットするものであります。当社は、この仕組みを活用することにより、資金需要に応じた機動的な資

金調達を行うことができます。また、当社の株価が一定水準を下回る場合、未公表の当社インサイダー情

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

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

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

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

定を行った場合、その都度プレスリリースを行い行使することができます。

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

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

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

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

ｌ　新株予約権発行の理由

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

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

す。

 

当連結会計年度（自　平成20年３月１日　至　平成21年２月28日）

　　　　(1) 連結子会社による孫会社の株式譲渡

　　　　　当社の連結子会社である株式会社オーエー・システム・プラザは、平成21年２月25日開催の取締役会において、

同社の100％子会社である株式会社ディーアンドアール・インテグレイツの全株式を株式会社ジークホールディ

ングスへ譲渡することを決議し、平成21年３月２日に譲渡が完了しました。

　　　　①　当該孫会社株式譲渡の目的

　　　　　株式会社ディーアンドアール・インテグレイツは、ＩＴ・デジタルメディア・コンテンツ事業を構成する会社

として、システムコンサルティング事業を行ってまいりました。しかし、グループ内におけるシナジー効果が当

初想定よりも少なかったこともあり、本件譲渡により得られる経営資源を株式会社オーエー・システム・プラザ

の基幹事業であるＰＣ販売事業へ集中させることで、一層の財務基盤の強化を図り、安定的な成長を見込むべく、

本件譲渡を決定したものであります。

　　　　②　当該孫会社の概要

　　　　　ａ　商　号　　　　　　株式会社ディーアンドアール・インテグレイツ

　　　　　ｂ　代表者　　　　　　代表取締役　矢野　良二

　　　　　ｃ　本店所在地　   　 東京都渋谷区恵比寿西１-32-16　Com-Boxビル５Ｆ

　　　　　ｄ　設立年月日　    　平成14年９月２日

　　　　　ｅ　事業の内容　   　 データベース・マーケティング事業、インターネット事業、コールセンター事業、ダ

イレクトマーケティング事業

　　      ｆ　事業年度の末日　　２月末日

　        ｇ　従業員数　     　 32名（平成20年12月31日現在）

　        ｈ　資本金の額　    　20,000千円

　        ｉ　株主構成及び所有割合　株式会社オーエー・システム・プラザ　100％

　　　　③　譲渡先企業の概要

　　　　　ａ　商　号　　　　　　株式会社ジークホールディングス

　　　　　ｂ　代表者　　　　　　代表取締役　竹内　雄司

　　　　　ｃ　本店所在地　　　　東京都港区浜松町２丁目４番１号

　　　　　　　主な事務所所在地　東京都千代田区三番町５-40　ミヨシビル３Ｆ

　　　　　ｄ　事業の内容　　　　持株会社として、グループ企業の統括、経営戦略、財務戦略、その他経営管理

　　　　　ｅ　譲渡元との関係　　株式会社オーエー・システム・プラザとは人的関係、資本的又は取引関係はありませ

ん。

　　　　④　譲渡の日程　　　　　平成21年３月２日　株式譲渡

　　　　⑤　譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

　　　　　ａ　譲渡前の所有株式数　　400株（所有割合　100%）
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　　　　　ｂ　譲渡株式数　　　　　　400株（譲渡価額　１株当たり440,000円）

　　　　　ｃ　譲渡後の所有株式数　　 ０株（所有割合　０％）

　　　　　※第三者機関の株式価値の算定結果を参考に両社協議の結果、譲渡価額を１株当たり440,000円と決定してお

ります。

 

　　　　(2)　連結子会社及び孫会社への訴訟の提起

　　　　　当社の連結子会社である株式会社プロジェ・ホールディングス及び同社の100％子会社である株式会社グロー

バルコーポレーションは、平成21年３月24日に株式会社ポイントより東京地方裁判所において損害賠償等請求に

関する訴訟の提起を受けました。

　　　　　株式会社グローバルコーポレーションが自社で保有する不動産物件において、隣接地との境界確認や権利関係

の調整等に関する業務を株式会社ポイントへ委託しましたが、同物件はその後信託契約を締結したため、信託契

約に基づく使用権・収益権は土地売買と同一視できるとして、株式会社ポイントは残余の業務委託料3,150万円

の支払いを求めているものであります。

　　　　　本件については、株式会社プロジェ・ホールディングスならびに株式会社グローバルコーポレーションは、株

式会社ポイントからの請求には理由はないものと考えており、本件について争う方針であります。　

 

 （開示の省略）

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

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

と考えられるため開示を省略いたします。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
第36期

（平成20年２月29日）
第37期

（平成21年２月28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   64,379   408,175  

２　前払費用   7,454   3,461  

３　関係会社短期貸付金   605,000   955,000  

４　未収入金   7,164   13,192  

５　その他   30,605   152,373  

貸倒引当金    △15   △44,690  

流動資産合計   714,589 18.6  1,487,512 67.9

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1)　建物  10,346   10,346   

減価償却累計額  1,964 8,382  2,985 7,361  

(2)　器具備品  8,395   8,395   

減価償却累計額  6,649 1,745  7,318 1,076  

有形固定資産合計   10,128 0.3  8,438 0.4

２　無形固定資産        

(1)　ソフトウェア   4,892   3,589  

(2)　その他   1,081   831  

無形固定資産合計   5,973 0.2  4,421 0.2

３　投資その他の資産        

(1)　関係会社株式   1,767,591   431,352  

(2)　その他の関係会社
 有価証券

  30,000   2,100  

(3)　投資有価証券   225,206   65,727  

(4)　長期貸付金   945,908   580,908  

(5)　関係会社長期貸付金   449,857   444,857  

(6)　長期差入保証金   100,108   25,260  

(7)　破産・更生債権等   44,212   30,682  

(8)　閉鎖店未返還保証金   41,020   38,420  

(9)　その他   23,030   14,451  

貸倒引当金   △538,731   △960,402  

投資その他の資産合計   3,088,203 80.4  673,356 30.7

固定資産合計   3,104,305 80.9  686,216 31.3
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第36期

（平成20年２月29日）
第37期

（平成21年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅲ　繰延資産        

１　株式交付費   20,034   17,768  

繰延資産合計   20,034 0.5  17,768 0.8

資産合計   3,838,928 100.0  2,191,497 100.0
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第36期

（平成20年２月29日）
第37期

（平成21年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　未払金   7,989   2,574  

２　未払法人税等   24,061   20,724  

３　未払費用   383   －  

４　短期借入金   400,000   －  

５　前受金   7,474   1,050  

６　預り金   1,498   960  

７　前受収益   197   －  

流動負債合計   441,606 11.5  25,309 1.2

Ⅱ　固定負債        

１　繰延税金負債   12,336   853  

２　長期預り保証金   72,848   －  

固定負債合計   85,184 2.2  853 0.0

負債合計   526,790 13.7  26,163 1.2

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   6,062,518 157.9  6,622,518 302.2

２　資本剰余金        

(1）資本準備金  1,081,589   1,641,589   

(2）その他資本剰余金  4,631,426   4,631,426   

資本剰余金合計   5,713,015 148.8  6,273,015 286.2

３　利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  △8,477,713   △10,721,604   

利益剰余金合計   △8,477,713 △220.8  △10,721,604 △489.2

４　自己株式   △158 △0.0  △184 △0.0

株主資本合計   3,297,662 85.9  2,173,744 99.2

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額
金

  11,892   △12,221  

評価・換算差額等合計   11,892 0.3  △12,221 △0.6

Ⅲ　新株予約権   2,584 0.1  3,810 0.2

純資産合計   3,312,138 86.3  2,165,333 98.8

負債純資産合計   3,838,928 100.0  2,191,497 100.0
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(2）損益計算書

  
第36期

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

第37期
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28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 ※２  119,650 100.0  84,644 100.0

Ⅱ　営業費用 ※１  400,638 334.8  309,484 365.6

営業利益   △280,987 △234.8  △224,839 △265.6

Ⅲ　営業外収益        

１　受取利息 ※２ 21,098   28,177   

２　貸倒引当金戻入額  1,842   －   

３　その他  2,425 25,366 21.2 21,984 50,162 59.3

Ⅳ　営業外費用        

１　為替差損  2,487   7,050   

２　株式交付費償却  54,262   12,818   

３　消費税等差額  5,247   1,925   

４　その他  2,040 64,038 53.5 3,522 25,316 29.9

経常利益   △319,660 △267.1  △199,993 △236.2

Ⅴ　特別利益        

１　投資有価証券売却益  142,782   20,355   

２　新株予約権戻入益  23,020   500   

３　貸倒引当金戻入益  －   24,772   

４　事業税等還付金  －   6,793   

５　その他  16 165,818 138.6 － 52,421 61.9

        

Ⅵ　特別損失        

１　固定資産売却損 ※３ 3   －   

２　固定資産除却損 ※４ 176,476   －   

３　関係会社株式評価損 ※５ 4,367,514   1,446,827   

４　関係会社株式売却損 ※６ 2,811,453   －   

５　投資有価証券評価損  467,859   142,633   

６　貸倒引当金繰入額  495,874   502,515   

７　その他　  － 8,319,182 △6,952.9 808 2,092,785 △2,472.4

税引前当期純利益   △8,473,024 △7,081.5  △2,240,356 △2,646.7

法人税、住民税及び事業
税

  4,688 3.9  3,534 4.2

当期純利益   △8,477,713 △7,085.4  △2,243,890 △2,650.9
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(3）株主資本等変動計算書

第36期（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他資本
剰余金

その他利益
剰余金

繰越利益
剰余金

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

事業年度中の変動額       

新株の発行 770,000 770,000    1,540,000

当期純利益（△は当期純損失）    △8,477,713  △8,477,713

自己株式の取得     △55 △55

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

準備金から資本金又は剰余金への
振替

 △5,000,000 2,433,872 2,566,127   

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

      

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

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

 

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価

差額金
評価・換算差額等合計

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

事業年度中の変動額     

新株の発行    1,540,000

当期純利益（△は当期純損失）    △8,477,713

自己株式の取得    △55

企業結合による増加    1,311,643

準備金から資本金又は剰余金への
振替

    

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

252,423 252,423 △20,935 231,487

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

平成20年２月29日残高（千円） 11,892 11,892 2,584 3,312,138
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第37期（自　平成20年３月１日　至　平成21年２月28日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他資本
剰余金

その他利益
剰余金

繰越利益
剰余金

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

事業年度中の変動額       

新株の発行 560,000 560,000    1,120,000

当期純利益（△は当期純損失）    △2,243,890  △2,243,890

自己株式の取得     △26 △26

企業結合による増加       

準備金から資本金又は剰余金への
振替

      

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

      

事業年度中の変動額合計（千円） 560,000 560,000  △2,243,890 △26 △1,123,916

平成21年２月28日残高（千円） 6,622,518 1,641,589 4,631,426 △10,721,604 △184 2,173,744

 

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価

差額金
評価・換算差額等合計

平成20年２月29日残高（千円） 11,892 11,892 2,584 3,312,138

事業年度中の変動額     

新株の発行    1,120,000

当期純利益（△は当期純損失）    △2,243,890

自己株式の取得    △26

企業結合による増加     

準備金から資本金又は剰余金への
振替

    

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

△24,113 △24,113 1,226 △22,887

事業年度中の変動額合計（千円） △24,113 △24,113 1,226 △1,146,803

平成21年２月28日残高（千円） △12,221 △12,221 3,810 2,165,333
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

第36期
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

第37期
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

当社は、前事業年度において923百万円の営業損失及び

3,471百万円の当期純損失を計上し、当事業年度において

も280百万円の営業損失及び8,477百万円の当期純損失を計

上し、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しており

ます。

当社は、当該状況を改善すべく、平成20年４月11日に第

三者割当増資1,120百万円を調達し、当面の資金について

目処をつけ、以下の改善策を実施してまいります。

現状当社単体としては、純粋持株会社になっており、売

上は子会社からの配当および経営指導料に頼らざるをえな

い状況にあります。今後についても、当社単体での大幅な

収益改善は期待できませんが、当社グループ会社の活性化

を図ることが結果として、当社単体への収益還流につなが

るものと考えております。

そのため、業績が低迷している子会社については、新規

で関連事業を模索するとともに、リストラによる経費節減

を図り、キャッシュ・フローを重視しながら、収益の確保

を図る所存です。

また当社としても、キャッシュ・フローを重視しながら

運営を行うこととし、さらに過去の教訓を活かし、短期的

なキャピタルゲインを目的とする有価証券の売買、ならび

に大規模な支出を伴う投資を行わないことといたしま

す。

　なお、平成19年３月22日付でグローバル・ファンデック

ス株式会社の株式を取得し子会社化したことに伴い、㈱大

阪証券取引所は同社の「不適当な合併等」の規程に基づく

当社は、前事業年度において280百万円の営業損失およ

び8,477百万円の当期純損失を計上し、当事業年度におい

ても224百万円の営業損失および2,243百万円の当期純損失

を計上し、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在して

おります。

しかしながら、当事業年度末（平成21年２月28日現在）

において、当社が保有する現預金残高は408百万円であり、

自己資本比率は98.6％であり、それぞれ前事業年度末（現

預金64百万円、自己資本比率86.2％）より改善しておりま

す。

現在の当社の運営はキャッシュ・フローを重視しながら

行っており、短期的なキャピタルゲインを目的とする有価

証券の売買、ならびに大規模な支出を伴う投資は行ってお

りません。従って、当社は資金繰りに支障はございません。

現在の当社は純粋持株会社になっており、売上は子会社

からの経営指導料及び配当に頼らざるをえない状況にあり

ます。当面は当社単体での大幅な収益改善は期待できませ

んが、当社としてはコスト削減、営業外損益改善の努力を

継続して行っております。また、当社グループ各社の活性

化を図ることで、結果として当社単体への収益還流につな

がるものと考えております。

したがって、まずは連結ベースでの営業利益黒字化の達

成を目指すべく、当社グループ各社において経営合理化に

よる経費節減を図り、キャッシュ・フローを重視しながら、

既存事業の強化、改善による収益の確保を図ってまいりま

す。

上場規則に従い、当社が実質的な存続会社ではないとの判

断をしました。この決定により当社は平成19年３月22日よ

り「猶予期間」（期限は平成23年２月末日）に入ることと

なりました。

当社は、営業利益ベースの黒字化を達成すると共に、機

能的なガバナンス体制を構築しコンプライアンスの強化を

することによる早期の猶予期間解除を目指します。また当

社を取り巻くレピュテーション・リスク（評価・評判の低

下に伴うリスク）により、当社グループ全体が大きく影響

を受けていることを十分認識しております。そのため、当

社グループの企業価値をこれ以上毀損しないように、グ

ループの総力を挙げて本件に取り組んでまいる所存でござ

います。

財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、こ

のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映しておりま

せん。

なお、当社は、平成19年３月22日付で不動産会社である

グローバル・ファンデックス株式会社の株式を取得し子会

社化したことに伴い、株式会社大阪証券取引所より同社の

「不適当な合併等」の規定に基づき、当社が実質的な存続

会社ではないとの判断を受け、当社は平成19年３月22日よ

り「猶予期間」に入っております。現在の当社は既に同社

株式を譲渡し、当社グループ全体における不動産事業の占

める割合も大幅に縮小している状況であり、今後、当社グ

ループの立て直しと収益確保を図り、猶予期間期限の平成

23年２月末迄の解除を目指してまいります。

また、当社は株式会社大阪証券取引所より同社の「上場

有価証券の発行者の会社情報の適時開示等」の規定に基づ

き、「改善報告書」の提出要請を受け、平成19年12月４日

付で提出いたしました。その後平成20年６月に６ヶ月間の

改善状況を報告したところ、その実施状況及び運用状況の

内容が不十分であったとして、再度「改善報告書」の提出

要請を受け、平成20年７月２日付で提出いたしました。こ

れにより、当社は平成19年12月４日から５年以内に、株式

会社大阪証券取引所が３度目の「改善報告書」の提出を求

めることが必要と認めたときは、株券上場廃止基準に該当

することになりました。当社は今後二度とこうした指摘を

受けることがないよう、当社グループ全体で改善に取り組

んでおります。
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第36期
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

第37期
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

 当社グループは、こうした旧経営陣による過去の出来事

等により、当社を取り巻くレピュテーション・リスク（評

価・評判の低下に伴うリスク）が増大し、そのことにより、

当社及び当社グループ各社が大きく影響を受けていること

も十分認識しております。そのため、当社及び当社グルー

プ各社の企業価値をこれ以上毀損しないよう、改善に向け

取り組んでまいります。

財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、こ

のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映しておりま

せん。
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重要な会計方針

第36期
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

第37期
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

１　有価証券の評価基準及び評価方法 １　有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券（営業投資有価証券を含む）

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定しております。）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

同左

 

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

a  建物（建物付属設備を含む） 

イ　平成19年３月31日以前に取得したもの

 　 旧定額法

ロ　平成19年４月１日以降に取得したもの

 　 定額法

b  その他の有形固定資産

イ　平成19年３月31日以前に取得したもの

 　 旧定率法

ロ　平成19年４月１日以降に取得したもの

 　 定率法

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

a  建物（建物付属設備を含む） 

イ　平成19年３月31日以前に取得したもの

 　 同左

ロ　平成19年４月１日以降に取得したもの

 　 同左

b  その他の有形固定資産

イ　平成19年３月31日以前に取得したもの

 　 同左

ロ　平成19年４月１日以降に取得したもの

 　 同左

(2）無形固定資産…定額法

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づく定額法によって

おります。

(2）無形固定資産

同左

３　繰延資産の処理方法 ３　繰延資産の処理方法

(1）株式交付費

　株式交付のときから３年間にわたり定額法により償

却しております。

(1）株式交付費

同左

４　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個々の債権の回収の可能性を検討して、

回収不能見込額を合わせて計上しております。

４　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

５　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

５　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

同左

(2）連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。

(2）連結納税制度の適用

同左
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会計処理方法の変更

第36期
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

第37期
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

（重要な減価償却資産の減価償却の方法の変更）

　法人税法改正（（所得税等の一部を改正する法律　平成

19年３月30日　法律第６号）及び（法人税法施行令の一部

を改正する政令　平成19年３月30日　政令第83号））に伴

い、当事業年度より、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。

　　              ──────

表示方法の変更

第36期
（自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日）

第37期
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

（貸借対照表）

１　前事業年度まで、その他有価証券を「営業投資有価証

券」に表示しておりましたが、平成19年４月25日開催の

当社取締役会において投資事業からの撤退を決議したこ

とに伴い、当事業年度より投資その他の資産の「投資有

価証券」として表示しております。 当事業年度末の残

額は193,507千円であります。

２　前事業年度まで固定負債の「その他」に含めて表示し

ておりました「長期預り保証金」は、当事業年度におい

て、負債・純資産の総額の100分の１を超えたため区分

掲記しました。なお、前事業年度末の「長期預り保証

金」は72,848千円であります。

 

  ──────
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注記事項

（貸借対照表関係）

該当事項はありません。

 

（損益計算書関係）

第36期
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

第37期
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

※１　営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおり

であります。

※１　営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおり

であります。

役員報酬 36,559千円

従業員給料 64,203千円

支払報酬 145,908千円

租税公課 42,532千円

広告宣伝費 27,549千円

減価償却費 27,517千円

役員報酬 45,525千円

従業員給料 44,077千円

支払報酬 126,292千円

租税公課 33,441千円

広告宣伝費 12,304千円

減価償却費 3,241千円

※２　各科目に含まれている関係会社に対するものは、次

のとおりであります。

※２　各科目に含まれている関係会社に対するものは、次

のとおりであります。

営業収益 119,015千円

受取利息 19,826千円

営業収益 84,644千円

受取利息 26,606千円

※３　固定資産売却損 ※３　

──────

器具備品 ３千円

※４　固定資産除却損 ※４　

──────

無形固定資産 7,620千円

長期前払費用 168,750千円

器具備品 106千円

※５　関係会社株式評価損 ※５　関係会社株式評価損

㈱プロジェ・ホールディング

ス株式評価損
1,911,358千円

㈱オーエー・システム・プラ

ザ株式評価損
1,757,875千円

㈱エルメ株式評価損 535,730千円

㈱ジャクスタポーズ株式評価

損 
162,549千円

㈱プロジェ・ホールディング

ス株式評価損
989,452千円

㈱オーエー・システム・プラ

ザ株式評価損
457,375千円

※６　関係会社株式売却損 ※６　

　　              ──────

グローバル・ファンデックス

㈱株式売却損
2,811,453千円
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（株主資本等変動計算書関係）

第36期（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 1,663,053 900 1,661,808 2,145

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取りによる増加　 900株

減少数の内訳は、次の通りであります。

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

第37期（自　平成20年３月１日　至　平成21年２月28日）

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 2,145 2,200 － 4,345

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取りによる増加　2,200株

 

 

（１株当たり情報）

項目
第36期

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

第37期
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

１株当たり純資産額 19円48銭 9円01銭

１株当たり当期純損失 50円28銭 9円67銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

潜在株式は存在するものの１株当た

り当期純損失であるため記載してお

りません。

潜在株式は存在するものの１株当た

り当期純損失であるため記載してお

りません。

　（注）　１株当たり当期純損失の算定上の基礎

項目
第36期

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

第37期
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

当期純損失 8,477,713千円 2,243,980千円

普通株式に係る当期純損失 8,477,713千円 2,243,890千円

普通株主に帰属しない金額 －千円 －千円

普通株式の期中平均株式数 168,610千株 232,068千株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権４種類

（株式の数8,727千株）

新株予約権３種類

（株式の数2,587千株）
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（重要な後発事象）

第36期（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

 

第三者割当による新株式の発行および新株予約権の発行について

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

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

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

の発行要領等は下記のとおりであります。

①　第三者割当新株式の発行要領

ａ　発行株式の種類及び数　　　　　普通株式70,000,000

ｂ　発行価額（払込金額）　　　　　１株につき　金16円

ｃ　発行価額の総額　　　　　　  　 1,120,000,000円

ｄ　増加する資本金の額　　　　　　　 560,000,000円

ｅ　増加する資本準備金の額　　　　　 560,000,000円

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

ｇ　申込期日　　　　　　　　　　　平成20年４月10日（木）

ｈ　払込期日　　　　　　　　　　　平成20年４月11日（金）

ｉ　新株券交付日　　　　　　　　　平成20年４月11日（金）

ｊ　新株式の継続所有等の取決めに関する事項

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

場合は、割当先より当該内容を当社に報告することの確約を受けております。

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

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

ｋ　増資による発行済株式総数及び資本金の推移

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

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

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

ｌ　増資の理由及び資金の使途

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

　　増資調達資金の使途：運転資金及び新規事業投資に充当する予定です。

②　第三者割当による新株予約権の発行

ａ　新株予約権の発行日　　　　　　　　平成20年４月11日

ｂ　発行する新株予約権の総数　　　　　20,000個

ｃ　新株予約権の発行価格　　　　　　　無償

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

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

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

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

　　株式の発行価額の総額　　　　　　（当初１株当たり行使価格 16円

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

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

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

　　資本金の額

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

　　資本準備金

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

　　個数

ステラ・グループ株式会社（8206）平成 21 年２月期決算短信

－ 50 －



ｋ　新株予約権に関する取決めに関する事項

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

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

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

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

コミットするものであります。当社は、この仕組みを活用することにより、資金需要に応じた機動的な資

金調達を行うことができます。また、当社の株価が一定水準を下回る場合、未公表の当社インサイダー情

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

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

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

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

定を行った場合、その都度プレスリリースを行い行使することができます。

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

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

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

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

ｌ　新株予約権発行の理由

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

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

す。

 

第37期（自　平成20月３月１日　至　平成21年２月28日）

　該当事項はありません。

 

 

 

６．その他
(1）役員の異動

 　　　後日お知らせいたします。

(2）その他

 　該当事項はありません。
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