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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31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3月期 1,229 65.0 △1,010 ― △1,115 ― △2,735 ―
20年3月期 3,519 33.9 △883 ― △998 ― △1,782 ―

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3月期 △5,674.87 ― △132.9 △94.4 △82.1
20年3月期 △3,697.42 ― △373.4 △22.3 △25.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3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3月期 1,181 △2,056 △174.1 △4,267.50
20年3月期 4,454 485 10.7 990.09

（参考） 自己資本   21年3月期  △2,057百万円 20年3月期  505百万円

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3月期 ― ― ― ―
20年3月期 ― ― ― ―

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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
22年3月期 

（予想）
― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

530 ― 15 ― 15 ― 8 ― ―

通期 946 ― 5 ― 5 ― 3 ― ―



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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 すばる証券株式会社 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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 482,074株 20年3月期 482,074株
② 期末自己株式数 21年3月期  10株 20年3月期  10株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31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3月期 281 △26.6 △481 ― △533 ― △2,400 ―
20年3月期 383 △49.1 △755 ― △778 ― △1,557 ―

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3月期 △4,978.78 ―
20年3月期 △3,231.34 ―

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 799 △2,286 △286.2 △4,743.00
20年3月期 3,529 105 3.0 219.10

（参考） 自己資本 21年3月期  △2,286百万円 20年3月期  113百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31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 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想の利用にあたっての注意事項等については、
３ページ「１．経営成績 （1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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

45 ― 1 ― 1 ― 0 ― ―

通期 96 ― 4 ― 4 ― 2 ― ―













４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,115,460 157,480

受取手形及び売掛金 262,554 131,062

たな卸資産 258,056 －

短期貸付金 442,600 145,600

商品及び製品 － 45,232

仕掛品 － 208,545

その他 327,508 180,700

貸倒引当金 △5,818 △45,138

流動資産合計 2,400,362 823,482

固定資産   

有形固定資産   

建物 419,805 400

減価償却累計額 △25,594 △63

建物（純額） 394,211 337

車両運搬具 6,598 1,660

減価償却累計額 △0 △1,598

車両運搬具（純額） 6,598 62

建物及び構築物 － 35,599

減価償却累計額 － △35,185

建物及び構築物（純額） － 414

土地 104,580 －

その他 99,689 58,031

減価償却累計額 △72,526 △50,933

その他（純額） 27,163 7,098

有形固定資産合計 532,552 7,910

無形固定資産   

のれん 897,564 45,954

ソフトウエア 177,528 120,523

その他 3,781 3,544

無形固定資産合計 1,078,874 170,022

投資その他の資産   

投資有価証券 206,360 39,396

長期貸付金 1,293,472 479,150

破産更生債権等 601,163 1,501,745

その他 143,513 108,986

貸倒引当金 △1,802,121 △1,949,555

投資その他の資産合計 442,387 179,722

固定資産合計 2,053,814 357,656



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産合計 4,454,177 1,181,138

負債の部   

流動負債   

買掛金 143,508 41,795

短期借入金 162,879 2,620,122

1年内償還予定の社債 42,000 －

1年以内返還予定長期借入金  51,265

未払金 21,830 －

未払法人税等 9,059 7,141

賞与引当金 1,500 2,445

その他 191,413 221,558

流動負債合計 572,192 2,944,328

固定負債   

社債 235,000 220,000

転換社債型新株予約権付社債 3,000,000 －

長期借入金 90,375 60,944

退職給付引当金 30,649 12,583

その他 40,414 28

固定負債合計 3,396,438 293,555

負債合計 3,968,630 3,237,884

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,596,046 1,596,046

資本剰余金 1,585,504 1,585,504

利益剰余金 △2,695,761 △5,238,297

自己株式 △464 △464

株主資本合計 485,324 △2,057,211

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,038 －

評価・換算差額等合計 △8,038 －

新株予約権 465 465

少数株主持分 7,795 －

純資産合計 485,547 △2,056,746

負債純資産合計 4,454,177 1,181,138



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 3,519,665 1,229,289

売上原価 2,638,555 1,140,471

売上総利益 881,109 88,818

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 1,764,497 1,099,267

営業損失（△） △883,387 △1,010,448

営業外収益   

受取利息 2,443 －

為替差益 1,527 －

還付加算金 － 20,459

雑収入 － 6,806

その他 7,968 5,892

営業外収益合計 11,940 33,158

営業外費用   

支払利息 22,145 88,597

支払手数料 104,209 －

その他 1,093 49,531

営業外費用合計 127,448 138,129

経常損失（△） △998,896 △1,115,419

特別利益   

賞与引当金戻入額 4,294 －

貸倒引当金戻入額 － 105,085

事業譲渡益 － 53,647

関係会社株式売却益 934,787 －

債権回収益 85,987 －

その他 9,308 45,196

特別利益合計 1,034,377 203,929

特別損失   

たな卸資産評価損 193,625 －

固定資産売却損 96,872 123,729

ソフトウエア除却損 382,789 －

投資有価証券評価損 11,999 －

関係会社株式評価損 － 378,090

貸倒引当金繰入額 1,080,036 －

貸倒損失 139,168 742,411

減損損失 － 211,945

その他 33,606 346,243

特別損失合計 1,938,098 1,802,420

税金等調整前当期純損失（△） △1,902,617 △2,713,910

法人税、住民税及び事業税 6,903 21,949



（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

法人税等調整額 962 －

過年度法人税等 △139,168 －

法人税等合計 △131,302 21,949

少数株主利益 11,077 △206

当期純損失（△） △1,782,392 △2,735,653



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,596,046 1,596,046

当期変動額   

当期変動額合計 －  

当期末残高 1,596,046 1,596,046

資本剰余金   

前期末残高 1,585,504 1,585,504

当期変動額   

当期変動額合計 －  

当期末残高 1,585,504 1,585,504

利益剰余金   

前期末残高 △905,696 △2,695,761

当期変動額   

当期純損失（△） △1,782,392 △2,735,653

連結子会社の株式の売却による減少 △7,672  

当期変動額合計 △1,790,064  

当期末残高 △2,695,761 △5,238,297

自己株式   

前期末残高 △464 △464

当期変動額   

当期変動額合計 －  

当期末残高 △464 △464

株主資本合計   

前期末残高 2,275,389 485,324

当期変動額   

当期純損失（△） △1,782,392  

連結子会社の株式の売却による減少 △7,672  

当期変動額合計 △1,790,064  

当期末残高 485,324 △2,057,211



（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 203 △8,038

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,241  

当期変動額合計 △8,241  

当期末残高 △8,038 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 203 △8,038

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,241  

当期変動額合計 △8,241  

当期末残高 △8,038 －

新株予約権   

前期末残高 465 465

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） －  

当期変動額合計 －  

当期末残高 465 465

少数株主持分   

前期末残高 33,805 7,795

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △26,010  

当期変動額合計 △26,010  

当期末残高 7,795 －

純資産合計   

前期末残高 2,309,864 485,547

当期変動額   

当期純損失（△） △1,782,392  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △41,923  

当期変動額合計 △1,824,315  

当期末残高 485,547 △2,056,746

















































５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 801,168 128,621

受取手形 2,376 －

売掛金 108,545 53,119

製品 85,441 37,089

仕掛品 66,937 45,204

貯蔵品 104 104

前渡金 － 68,479

前払費用 27,477 10,330

未収収益 － 5,141

短期貸付金 305,600 145,600

関係会社短期貸付金 135,568 198,950

未収入金 38,092 19,207

立替金 58,930 8,771

未収消費税等 24,009 12,524

その他 3,038 －

貸倒引当金  △215,263

流動資産合計 1,657,290 517,879

固定資産   

有形固定資産   

車両運搬具 6,598 －

車両運搬具（純額） 6,598 －

工具、器具及び備品 26,414 23,944

減価償却累計額 △22,383 △22,027

工具、器具及び備品（純額） 4,030 1,916

有形固定資産合計 10,629 1,916

無形固定資産   

商標権 1,359 1,042

ソフトウエア 184,314 140,002

その他 1,567 1,567

無形固定資産合計 187,241 142,612

投資その他の資産   

投資有価証券 206,360 39,396

関係会社株式 557,996 27,500

出資金 － 33,712

長期貸付金 380,750 479,150

関係会社長期貸付金 2,501,153 2,074,608

破産更生債権等 － 388,895

長期前払費用 3,295 1,397



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

その他 1,365 3,272

貸倒引当金 △1,976,153 △2,911,313

投資その他の資産合計 1,674,767 136,619

固定資産合計 1,872,638 281,149

資産合計 3,529,928 799,028

負債の部   

流動負債   

買掛金 170,491 29,803

短期借入金 － 2,620,122

未払金 11,832 53,612

未払費用 2,475 1,667

未払法人税等 4,975 3,202

未払利息 － 66,003

前受金 － 75,357

預り金 1,598 13,169

その他 185 323

流動負債合計 191,559 2,863,261

固定負債   

社債 220,000 220,000

転換社債型新株予約権付社債 3,000,000 －

退職給付引当金 12,556 2,100

長期未払金 93 －

固定負債合計 3,232,649 222,100

負債合計 3,424,208 3,085,361

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,596,046 1,596,046

資本剰余金   

資本準備金 1,146,096 1,146,096

その他資本剰余金 439,408 439,408

資本剰余金合計 1,585,504 1,585,504

利益剰余金   

利益準備金 1,950 1,950

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △3,069,377 △5,469,467

利益剰余金合計 △3,067,427 △5,467,517

自己株式 △464 △464

株主資本合計 113,658 △2,286,431

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,038 －



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

評価・換算差額等合計 △8,038 －

新株予約権 99 99

純資産合計 105,719 △2,286,332

負債純資産合計 3,529,928 799,028



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 383,284 281,718

売上原価   

当期製品製造原価 558,145 397,142

ソフトウエア償却費 138,559 －

売上原価合計 696,705 397,142

売上総利益又は売上総損失（△） △313,421 △115,424

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 442,512 366,125

営業損失（△） △755,933 △481,549

営業外収益   

受取利息 25,906 7,997

業務受託料 52,590 16,476

雑収入 － 2,171

その他 5,288 －

営業外収益合計 83,784 26,645

営業外費用   

支払利息 17 72,267

社債利息 2,603 4,031

支払手数料 104,209 1,908

その他 4 195

営業外費用合計 106,835 78,402

経常損失（△） △778,983 △533,306

特別利益   

固定資産売却益 3,862 －

関係会社株式売却益 1,410,929 －

債権回収益 85,987 －

賞与引当金戻入額 39 －

貸倒引当金戻入額 37 34,045

特別利益合計 1,500,854 34,045

特別損失   

ソフトウエア除却損 382,789 －

投資有価証券評価損 11,999 181,002

貸倒引当金繰入額 1,671,402 1,184,468

関係会社株式評価損 6,753 427,506

過年度消費税等 12,281 －

製品評価損 193,625 48,008

出資金評価損 － 25,467

ゴルフ会員権評価損 － 3,300

前期損益修正損 － 12,042

固定資産売却損 140 381



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別損失合計 2,278,992 1,882,176

税引前当期純損失（△） △1,557,119 △2,381,437

法人税、住民税及び事業税 1,246 18,652

法人税等調整額 △652 －

法人税等合計 593 18,652

当期純損失（△） △1,557,712 △2,400,090



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,596,046 1,596,046

当期変動額   

当期変動額合計 －  

当期末残高 1,596,046 1,596,046

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,146,096 1,146,096

当期変動額   

当期変動額合計 －  

当期末残高 1,146,096 1,146,096

その他資本剰余金   

前期末残高 439,408 439,408

当期変動額   

当期変動額合計 －  

当期末残高 439,408 439,408

資本剰余金合計   

前期末残高 1,585,504 1,585,504

当期変動額   

当期変動額合計 －  

当期末残高 1,585,504 1,585,504

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,950 1,950

当期変動額   

当期変動額合計 －  

当期末残高 1,950 1,950

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 951 －

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △951  

当期変動額合計 △951  

当期末残高 －  

繰越利益剰余金   

前期末残高 △1,512,615 △3,069,377

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 951  

当期純損失（△） △1,557,712 △2,400,090



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額合計 △1,556,761  

当期末残高 △3,069,377 △5,469,467

利益剰余金合計   

前期末残高 △1,509,714 △3,067,427

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 －  

当期純損失（△） △1,557,712  

当期変動額合計 △1,557,712  

当期末残高 △3,067,427 △5,467,517

自己株式   

前期末残高 △464 △464

当期変動額   

当期変動額合計 －  

当期末残高 △464 △464

株主資本合計   

前期末残高 1,671,371 113,658

当期変動額   

当期純損失（△） △1,557,712  

当期変動額合計 △1,557,712  

当期末残高 113,658 △2,286,431

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 － △8,038

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,038  

当期変動額合計 △8,038  

当期末残高 △8,038 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 － △8,038

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,038  

当期変動額合計 △8,038  

当期末残高 △8,038 －

新株予約権   

前期末残高 99 99

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） －  

当期変動額合計 －  

当期末残高 99 99



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 1,671,470 105,719

当期変動額   

当期純損失（△） △1,557,712  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,038  

当期変動額合計 △1,565,750  

当期末残高 105,719 △2,286,332
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