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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 8,125 5.6 △470 ― △547 ― △1,277 ―

20年3月期 7,692 △85.2 △900 ― △1,039 ― △1,556 ―

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 △13.47 ― △24.3 △3.3 △5.8

20年3月期 △17.32 ― △24.6 △3.3 △11.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  10百万円 20年3月期  61百万円

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 15,787 6,369 29.4 48.86
20年3月期 17,900 8,404 32.9 62.15

（参考） 自己資本   21年3月期  4,633百万円 20年3月期  5,894百万円

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 △211 244 △179 1,351
20年3月期 1,226 793 △5,171 1,437

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 ― ―

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 0 ― ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― 0.00 0.00 ―

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） 
 当社グループの業績は、投資事業という事業の特性上、株式の評価損益及び売却損益、またファンドのキャピタルゲイン等で得られる報酬等により構成
されております。 
 この特性から、株式市況等の変動による市況環境からの影響が極めて大きいため、業績予想の公表に代えまして、「中期事業計画」にて、平成22年3月
期売上高、経常利益、税引前損益の目標数値を開示させて頂く予定です。また、状況に応じて見直し及び更新をさせて頂く予定です。 
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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  

（注）詳細は、6ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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、27ページ「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」をご覧ください。 

(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、44ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 0社 （社名 ） 除外 1社 （社名 ROTOL SINGAPORE LTD ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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3月期 94,863,629株 20年3月期 94,863,629株

② 期末自己株式数 21年3月期  15,909株 20年3月期  15,909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 58 △43.6 △491 ― △468 ― △1,907 ―

20年3月期 103 △97.1 △1,111 ― △991 ― △2,021 ―

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 △20.11 ―

20年3月期 △22.50 ―

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 3,697 3,209 77.3 30.14
20年3月期 5,610 5,116 85.0 50.25

（参考） 自己資本 21年3月期  2,859百万円 20年3月期  4,766百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 平成22年3月期の連結業績予想につきましては、「中期事業計画」として開示する予定です。上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情
報に基づき作成するものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、3ページ 1. 
経営成績 次期の見通し をご覧ください。 
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 (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、前半において原油価格の上昇に起因した財・サービスの物価上昇や昨年９月の

米国リーマンブラザーズ破綻に端を発する世界的な金融危機から、急激な世界経済の失速感が強まった結果、企業の収益

や民間設備投資が大幅に減少し、個人消費も弱まる等景気後退局面が続いております。 

こうした経営環境のもと、当社グループでは業績の回復を目的として、財務内容の健全化および収益事業の確立を中

心とした「収益構造改革」に取り組んでまいりました。財務内容の健全化につきましては、これまで企業活性化支援を目

的として投資してきました投資先の整理・見直しを行い、ROTOL SINGAPORE LTD.をはじめ他７社が連結子会社から外れて

おります。また、並行して債務の返済を積極的に行ってきたことにより、当社単体の有利子負債を実質的に解消いたしま

した。一方、収益事業の確立につきましては、東京パークエンジニアリング株式会社へ企業再生を目的として出資を行

い、連結子会社としております。これにより、当連結会計年度の連結子会社数は13社となりました。その他として、本社

全体を対象に希望退職者募集による大幅な人員削減を含めた組織構造ならびに統制環境の見直しを行い、「内部構造改

革」にも取り組みました。 

この結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高が8,125百万円（前年同期比5.6％増）となり、前年同期と

比較して若干の増収となりました。また、損益につきましては、営業損失470百万円（前年同期比47.8％減）、経常損失

547百万円（前年同期比47.4％減）となり、前年同期と比較し損失は減少いたしましたが投資有価証券評価損、のれん償

却等を計上したことにより当連結会計年度純損失は1,277百万円（前年同期比17.9％減）となりました。 

  

① 事業の種類別セグメントの業績 

（メディカル事業） 

メディカル事業の売上高は主に医療法人社団杏林会の外来診療収益、入院診療収益の医業収益で構成されておりま

す。当連結会計年度のメディカル事業における売上高は6,764百万円、営業利益352百万円となりました。 

（投資事業） 

投資事業におきましては企業活性化を目的とした有価証券の保有・運用及びコンサルティング及び不動産売買・賃貸

業等を行っております。当連結会計年度の投資事業において、売上高は1,360百万円、営業損失は458百万円となりまし

た。売上高の主な内訳は、三生興産株式会社542百万円、東京パークエンジニアリング株式会社430百万円、株式会社テレ

サイクルサービス長崎104百万円、株式会社サテライト朝日98百万円等となりました。 

   

② 営業外収益及び費用 

 営業外収益につきましては、主に三生興産㈱において助成金22百万円、預金等からの受取利息11百万円を計上いたしま

した。 

 その結果、当連結会計年度において営業外収益は131百万円（全年同期比60.7％減）となりました。 

 営業外費用につきましては、当連結会計年度において主に金融機関からの借入金に伴う支払利息190百万円を計上いた

しました。 

 その結果、当連結会計年度において営業外費用は208百万円（前年同期比56.1％減）となりました。 

  

③ 特別利益及び損失 

 特別利益につきましては、貸倒引当金戻入98百万円を計上いたしました。 

 その結果、当連結会計年度において特別利益は129百万円（前年同期比91.8％減）となりました。 

 特別損失につきましては、J SINGAPORE INVESTMENT PTE.,LTD..他において投資有価証券評価損を352百万円を計上して

おります。また、連結子会社に対するのれん計上額につき、72百万円をのれん償却額として計上いたしました。 

 その結果、当連結会計年度において特別損失は778百万円（前年同期比59.6％減）となりました。 

   

次期の見通しにつきましては、「中期事業計画」において目標数値を開示させて頂く予定です。詳細につきましては、同

計画をご参照ください。 

  当社グループといたしましては、持続的な成長路線を取り戻すべく、前期から引き続き取り組んでいる「財務内容の健

全化」と「収益事業の確立」の２点からなる『収益構造改革』に加え、新たに『内部構造改革』に着手し、抜本的な改革

を進めております。 

    

１．経営成績
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 (2）財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

  当連結会計年度末の資産は15,787百万円となり、前連結会計年度末と比較して2,112百万円減少致しました。これは主

に現金及び預金の減少、のれん償却によるのれんの減少及び投資有価証券の売却による減少等によるものです。 
 負債の残高は9,417百万円となり、前連結会計年度末と比較して77百万円減少致しました。これは主に、買掛金の減少

や借入金の減少等によるものです。 
 純資産は6,369百万円となり、前連結会計年度末と比較して2,034百万円減少致しました。これは主に1,277百万円の当

期純損失を計上したことにより、利益剰余金が減少したことによるものです。 

  

②キャッシュ・フローの状況  

  当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況におきましては、現金及び現金同等物（以下「資金」という。）

は、前連結会計年度末と比較し85百万円減少し、1,351百万円となりました。 
 営業活動の結果、支出した資金は211百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失が1,195百万円と低迷

したことによるものです。 
 投資活動の結果、増加した資金は244百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出はあったもの

の、投資有価証券及び子会社株式の売却による収入があったためです。 
 財務活動の結果、支出した資金は179百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済によるものです。 

  

 当社グループのキャッシュ・フロー指標の推移は、以下のとおりであります。 

（注）自己資本比率                     ：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率         ：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債   ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 ※ いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

 ※ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を払っている全ての負債を対象としております。

 ※ 営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」及び「利息の支払額」を使用しております。 

  

  平成19年3月期 平成20年3月期  平成21年3月期

自己資本比率（％）  15.0  32.9  29.4

時価ベースの自己資本比率（％）  23.9  24.4  7.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） ―  6.2 ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ―  4.9 ― 
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 (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、株主の皆様に対する利益還元を経営の 重要課題のひとつと位置づけており、財務体質の強化と今後の事業展

開に必要な内部留保の充実に努めた上で、配当政策を実施することを基本方針と考えております。今後も、中長期的な視

点にたって、成長が見込まれる事業分野に経営資源を投入することで持続的な成長と企業価値の向上並びに株主価値の増

大に努めて参ります。 

  

 (4）事業等のリスク 

当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがあります。 

 なお、文中における将来に関する事項は、提出日現在において当社グループが判断したものであり、当社グループの事

業等に関するリスクを全て網羅するものではありません。 

 ① 事業戦略について 

  当社グループが計画する事業戦略や事業展開は、主に投資によるものであり、当初の計画が予定通りに遂行できる保証

はありません。企業買収、企業提携その他必要な行為を行い、または有効な対策を講じるのが遅れた場合、あるいは何ら

かの理由によりこれらを実行し得なかった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ② 事業内容について 

（ア）メディカル事業について 

  当社グループは、医療・ヘルスケア周辺事業の活性化を目的とした投資を進めており、医療法等の関連法規、厚生労働

省による告示や通達等を遵守しております。しかし、医療法等の関連法規の改正、診療報酬の改定等が今後も行われる場

合には、当社グループの事業成長及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 (イ) 投資事業について  

  投資事業におきましては、対象企業を取り巻く事業環境の変化や投資先内部の経営環境の変化が、その投資資金の回収

スケジュールに影響を及ぼす可能性があり、期待した利益をあげられる保証はありません。また、当社の役職員が、投資

先企業の経営に参画し、または業務を執行する場合もあり、効率的な経営を行うことができなかった場合には、当社グル

ープの業績に影響を及ぼす可能性があります。その他、商品有価証券（売買目的有価証券）の運用損益（評価損益）につ

いては、購入対象となった上場会社の株価変動が、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  また従来不動産事業に区分されていた各連結子会社については、今期から投資事業へとセグメントの見直しを行うこと

にしました。すなわち三生興産株式会社、株式会社テレサイクルサービス長崎および株式会社サテライト朝日の競輪３社

については競輪施設運営事業の賃貸料収入が大きなウエイトを占めていますが、車券売上の減少等が、当社グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。   

 ③ 資金調達について  

  当社グループは、事業活動に必要な資金の調達を、金融機関からの借入による間接金融と増資等の直接金融により行っ

ていますが、株式市況の変動や金利の上昇等が、当社グループの資金調達計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。

  ④ 海外事業について  

  当社グループは、シンガポールを中心としてアジア諸国において投資事業を展開しており、為替レートの変動が、当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループが営業を行う地域における経済成長の鈍化、不安

定な政治・経済情勢、投資活動に影響する法律や政策、取引慣行等が、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

 (5） 継続企業の前提に関する重要事象等 

当社グループは３連結会計年度続けて当期純損失を計上していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせ

る事象または状況が存在しております。 

しかし、連続して当期純損失を計上しているとはいえ、その計上額は年度ごとに減少してきており、過去に行った投

資案件の見直し・処理も峠を越えた状況にあると認識しております。単体に目を転じれば有利子負債はなくなったことか

ら、実質的には無借金の企業になったと言ってよい状態にあります。 

現在、当社単体のキャッシュポジションは比較的積み上がった状況であるとはいうものの、投資会社としてのレゾン

デートルという観点から眺めてみれば、若干の心もとなさが全くないというわけではありません。 

したがって、今期において有効な投資行動が実行できるようになるため、資金調達計画を立案し、その計画が達成で

きるよう社を上げて全力投球していく所存であります。計画が達成され、投資活動の実践によるリターンをはかり、今期

中の当該事象または状況の解消を目指してまいりたいと考えております。 
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［事業系統図］ 

 
  

２．企業集団の状況
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［関係会社の状況］ 

  （注） 

 1.議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。 

 ＊2.平成20年5月に東京パークエンジニアリング㈱に出資を行い、同社を連結子会社としております。 

3.㈲ジェイ・ビー・ベイは清算結了により連結対象子会社から外れました。 

 4.㈱ジェイ・フィナンシャルホールディングスは清算結了により連結対象子会社から外れました。 

 5.白石興産㈱は株式の売却により持分法適用会社から外れました。 

 6.ROTOL SINGAPORE LTD及びその子会社4社は株式の一部売却により連結対象子会社から外れました。 

 7.㈲Ｊインシュランスは清算結了により連結対象子会社から外れました。 

8.㈱サテライト朝日は解散決議を行いました。 

   

 当社グループは、当連結会計年度末において連結財務諸表提出会社及び連結子会社13社で構成されており、投資・メ

ディカル・不動産事業を行っております。なお今期より（セグメント情報）ａ．事業の種類別セグメント情報におきま

して、従来不動産事業に区分されていた会社４社をセグメント上「不動産事業」から「投資事業」に区分変更しており

ます。 

 ■ 投資事業：投資先の事業活性化を目的として、経営にも関与するハンズオン型投資を実施しております。匿名組合

等への出資を行い、コンサルティング業務等による手数料収入を計上しております。また主に子会社を通じて安定収

益である不動産賃貸料収入を計上しております。 

  ■ メディカル事業：医療・介護福祉周辺事業の再生及び活性化支援などを中心とした「医療・ヘルスケア事業」をコ

ア事業として事業展開しております。当該事業は、子会社の医療法人社団杏林会において外来・入院診療収益等を収

受しております。 

  （平成21年3月31日現在）

  

名称  住所  
資本金又は出資

金  
主要な事業の内容  

議決権の所

有割合又は

被所有割合

（％） 

 （連結子会社）         

 ㈱ジェイ・アセット  東京都墨田区 千円 50,000
 不動産の賃貸およ

び管理業 
 100.0

 ㈱テレサイクルサービス長崎  長崎県諫早市 千円 80,000
 場外車券売場の施

設運営・賃貸 
 100.0

 ㈱サテライト朝日 
 山形県西村山郡朝日

町 
千円 55,000

 場外車券売場の施

設運営・賃貸 
 100.0

 三生興産㈱  静岡県伊東市 千円 490,000
 場外車券売場の施

設運営・賃貸 
 100.0

 有限責任中間法人ジェイビーシーツー   東京都墨田区 千円 6,700  投資業  100.0

 ㈲狸穴ブリッジキャピタル・ワン  東京都墨田区 千円 3,000  投資業 
  

（ ）

100.0

100.0

 ＪSINGAPORE INVESTMENT PTE.,LTD  シンガポール 
シン

ガポールドル 

22,000,001
 投資業  100.0

 東京パークエンジニアリング㈱  ＊ 2  東京都中央区 千円 50,000
 不動産の売買、仲

介及び保有 
  90.0

 Ｊメディカルインベストメント㈱  東京都墨田区 千円 10,000
 不動産の売買、仲

介及び保有 
  100.0

 SRIメディカル1号ファンド  ― 千円 4,190,000  匿名組合   63.60

 SRIメディカル投資事業組合  ― 千円 4,100,385  任意組合 
  

（ ）

100.0

100.0

 ㈱SRIコーポレーション  東京都港区 千円 500
 不動産の売買、保

有、管理等 

 

( ) 

100.0

100.0

 医療法人 杏林会          福岡県福岡市 千円 36,000  病院経営 
 

（ ）

99.7

99.7
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 (1）会社の経営の基本方針 

  当社グループは、投資事業とメディカル事業を通じて、投資機会の拡大と事業創造を目指すことを企業の命題としてい

ます。具体的には以下の経営理念と経営方針を当社グループの基本方針として、今後の事業を展開していきます。  

  

【経営理念】  

  ジェイ・ブリッジグループは、日本およびアジアを中心とした地域における貢献を命題として投資事業を展開します。

 我々のもつ人材・金融手法・ノウハウを駆使し、投資のプロフェッショナル集団として誇りを持ち、投資機会の拡大と

事業創造を目指します。 

    

【経営方針】  

  ジェイ・ブリッジグループは、投資事業とメディカル事業を柱とし、事業創造を行って参ります。投資事業では、これ

までの企業活性化支援事業を継続しながらも、これに加え新経営陣がそれぞれ培ってきた経験、ネットワークを 大限に

活用し、日本および中国等を中心としたアジア諸国における不動産を含む新規投資等、メディカル事業では、医療・ヘル

スケア周辺事業への投資等を行います。  

 また、株主を始めとするステークホルダーの皆様や社会へ貢献するため、内部統制機能を強化し透明性を高め、当社グ

ループの企業価値を高めることに務めます。  

  

 (2）中長期的な会社の経営戦略 

  当社グループは、前々期から引き続き、①財務内容の健全化と、②収益事業の確立の２点を重要な企業課題として取り

組んで参りました。 

 これら活動の成果として、「財務内容の健全化」につきましては、これまで企業活性化支援として投資してきた投資先

の株式を、当社が支援を果たした投資先から順次、株式譲渡等による売却を進め、現在では大半の売却が進みました。こ

の結果、株式市場の大幅下落の影響を被ることも少なく、当社単体における金融機関からの有利子負債も解消され、一定

の成果を得ることができました。 

 このため、今後はもうひとつの課題である「収益事業の確立」に注力して全力をつくす所存です。 

 当社を取り巻く経済状況や投資環境は不透明感が強いとはいうものの、今期は今後の収益基盤の構築と、今後の持続的

成長を導く事業活動を行い、経営陣及び従業員が一丸となり、業績の黒字回復を目指し、邁進致します。   

  

当社グループが主軸とする各事業の戦略は次のとおりです。  

  

ａ 投資事業  

 投資事業につきましては、従来から当社では、企業活性化事業を中心に行って参りましたが、今後は新たに日本および

中国等を中心としたアジア諸国における投資を視野に入れた事業展開を基本戦略としております。 

 これらの推進につきましては、経営陣がそれぞれ培ってきた経験、ネットワークを 大限に活用し、キャッシュ・フロ

ーを重視した収益性の高い投資を行って参ります。 

  

ｂ メディカル事業  

 メディカル事業につきましては、医療・介護福祉周辺事業の活性化および活性化支援などを中心とした医療・ヘルスケ

ア事業を、地域中核病院の協力を受けながら進めることを基本戦略としております。 

 現在は、当初見込んでいた医療・ヘルスケア周辺事業での不動産の流動化促進について、昨今の不動産市場の冷え込み

や、不動産投資に対する金融機関からの資金支援が厳しい状況の中、十分な進展に至っていない状況にあり、不動産市況

や資金支援の状況を踏まえ、包括的な課題解決を進めていきます。 

３．経営方針
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 (3）会社の対処すべき課題 

① 財務内容の健全化 

 当社グループの業績悪化は、財務状況に対して著しい影響を与え、企業価値を毀損させています。この問題に対し、当

社がこれまで企業活性化支援を目的とした投資先の株式を、支援を果たした投資先から順次、株式譲渡等による売却を進

め、現在では大半の売却が進みました。この結果、株式市場の大幅下落の影響を被ることもなく、当社単体においては、

金融機関からの有利子負債も解消し、財務体質の改善が進んでいます。   

 しかしながら、投資事業という当社の特性から、一定の資金を確保しておく必要があるため、今後も継続的に財務内容

の強化を進めて参ります。 

  

② 収益事業の確立  

 当社グループは、企業活性化を目的とした投資事業を行って参りましたが、株式市場の変動に影響を被る事業構造から

の脱却、及び新たなコアとなる事業の確立を目的として、前連結会計年度より、医療・ヘルスケア事業の活性化を目的と

した投資を行っています。    

 しかし、不動産市況の落ち込みにより、当初の計画案どおりには進捗していません。 

 こうしたことから、当社としては、安定的にキャッシュフローを生み出す収益基盤の構築が早急に必要であり、キャッ

シュ・フローを重視した投資案件の発掘に取り組んで参ります。 

  

③ 専門性の高い人材の確保  

 投資においては、企業投資、不動産投資等の知識や経験、投資案件の発掘における人的ネットワーク、さらには各グル

ープ企業の管理に必要な経営能力及び運営能力を有する人材が必要です。このため、継続的に人材確保に努めています

が、今後も各投資先の事業内容に精通した人材の確保・育成を進めていきます。  

  

 (4）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 
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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 ※3  2,794,896 ※3  1,687,323

受取手形及び売掛金 1,295,709 1,271,146

完成工事未収入金 － 324,915

商品有価証券 ※1  187,512 －

営業投資有価証券 221,340 2,250

商品 55,067 25,690

前渡金 128,140 44,303

短期貸付金 75,985 3,035

関係会社短期貸付金 50,000 －

未収入金 28,809 14,286

繰延税金資産 － 75,536

その他 166,196 78,502

貸倒引当金 △112,410 △82,607

流動資産合計 4,891,248 3,444,383

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※2, ※3  5,187,706 ※2, ※3  4,502,575

機械装置及び運搬具（純額） ※2  80,016 ※2  36,419

土地 ※3  5,370,582 ※3  5,441,790

リース資産（純額） － ※2  175,586

建設仮勘定 － 889,113

その他（純額） ※2  149,612 ※2  122,212

有形固定資産合計 10,787,918 11,167,697

無形固定資産   

のれん 1,224,862 681,545

その他 48,705 21,621

無形固定資産合計 1,273,567 703,167

投資その他の資産   

投資有価証券 466,907 150,805

関係会社株式 53,826 －

関係会社社債 50,000 －

出資金 1,698 28,302

投資損失引当金 △39,600 －

差入保証金 34,548 40,829

長期貸付金 1,304,577 113,761

保険積立金 223,479 234,510

繰延税金資産 138,061 －

その他 18,397 18,087
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（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) 

貸倒引当金 △1,304,577 △113,761

投資その他の資産合計 947,318 472,535

固定資産合計 13,008,804 12,343,400

資産合計 17,900,052 15,787,783

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 139,891 65,518

工事未払金 － 277,251

短期借入金 ※3  1,250,000 ※3  1,284,900

関係会社短期借入金 3,982 －

1年内返済予定の長期借入金 ※3  858,931 ※3  739,512

1年内償還予定の社債 150,000 150,000

未払法人税等 106,792 97,698

繰延税金負債 149,090 －

賞与引当金 203,620 203,652

完成工事補償引当金 － 900

工事損失引当金 － 336

その他 696,680 630,976

流動負債合計 3,558,989 3,450,745

固定負債   

長期借入金 ※3  5,393,990 ※3  5,166,164

退職給付引当金 178,536 223,553

長期未払金 280,832 355,834

繰延税金負債 83,163 219,891

その他 － 1,800

固定負債合計 5,936,522 5,967,243

負債合計 9,495,511 9,417,988

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,300,000 3,300,000

資本剰余金 3,493,944 3,493,944

利益剰余金 △1,074,474 △2,118,867

自己株式 △5,954 △5,954

株主資本合計 5,713,516 4,669,123

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 52,881 △1,307

為替換算調整勘定 128,295 △34,022

評価・換算差額等合計 181,176 △35,330

新株予約権 350,000 350,000

少数株主持分 2,159,848 1,386,001
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（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) 

純資産合計 8,404,541 6,369,794

負債純資産合計 17,900,052 15,787,783
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（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 7,692,767 8,125,513

売上原価 ※1  1,577,387 ※1  1,449,652

売上総利益 6,115,380 6,675,860

販売費及び一般管理費 ※2  7,015,478 ※2  7,146,101

営業利益又は営業損失（△） △900,098 △470,241

営業外収益   

受取利息及び配当金 109,064 14,209

持分法による投資利益 61,939 10,986

受取地代家賃 31,639 35,975

その他 131,992 70,374

営業外収益合計 334,636 131,546

営業外費用   

支払利息 298,011 190,479

金融支払手数料 135,979 －

その他 40,158 17,873

営業外費用合計 474,149 208,352

経常利益又は経常損失（△） △1,039,611 △547,047

特別利益   

固定資産売却益 ※3  39,984 ※3  11,555

関係会社株式売却益 ※4  1,481,383 －

貸倒引当金戻入額 － 98,266

投資損失引当金戻入額 30,000 －

債務免除益 14,382 －

その他 4,267 19,543

特別利益合計 1,570,018 129,365

特別損失   

固定資産売却損 ※5  22,634 －

固定資産除却損 2,644 3,692

営業投資有価証券評価損 － 18,223

減損損失 ※6  652,027 ※6  64,704

投資有価証券評価損 115,133 ※7  353,167

関係会社株式売却損 ※8  157,914 ※8  71,361

持分変動損失 26,633 －

貸倒引当金繰入額 502,315 －

のれん償却額 312,952 72,898

保険解約損 38,885 －

特別退職金 － ※9  98,807

その他 92,268 95,149

特別損失合計 1,923,409 778,005

税金等調整前当期純損失（△） △1,393,002 △1,195,687
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（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、住民税及び事業税 125,264 151,680

法人税等調整額 △87,305 54,208

法人税等合計 37,959 205,888

少数株主利益又は少数株主損失（△） 125,118 △124,044

当期純損失（△） △1,556,080 △1,277,531
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（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 10,889,355 3,300,000

当期変動額   

新株の発行 300,000 －

欠損填補のための資本金取崩 △7,889,355 －

当期変動額合計 △7,589,355 －

当期末残高 3,300,000 3,300,000

資本剰余金   

前期末残高 10,192,678 3,493,944

当期変動額   

新株の発行 300,000 －

欠損填補のための資本金取崩 7,889,355 －

資本剰余金から利益剰余金への振替 △14,888,089 －

当期変動額合計 △6,698,734 －

当期末残高 3,493,944 3,493,944

利益剰余金   

前期末残高 △14,406,483 △1,074,474

当期変動額   

資本剰余金から利益剰余金への振替 14,888,089 －

連結範囲の変動 － 233,138

当期純損失（△） △1,556,080 △1,277,531

当期変動額合計 13,332,009 △1,044,392

当期末残高 △1,074,474 △2,118,867

自己株式   

前期末残高 △5,953 △5,954

当期変動額   

自己株式の取得 △1 －

当期変動額合計 △1 －

当期末残高 △5,954 △5,954

株主資本合計   

前期末残高 6,669,596 5,713,516

当期変動額   

新株の発行 600,000 －

欠損填補のための資本金取崩 － －

資本剰余金から利益剰余金への振替 － －

連結範囲の変動 － 233,138

当期純損失（△） △1,556,080 △1,277,531

自己株式の取得 △1 －

当期変動額合計 △956,080 △1,044,392
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（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) 

当期末残高 5,713,516 4,669,123

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △110,969 52,881

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 163,850 △54,188

当期変動額合計 163,850 △54,188

当期末残高 52,881 △1,307

為替換算調整勘定   

前期末残高 202,147 128,295

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △73,851 △162,318

当期変動額合計 △73,851 △162,318

当期末残高 128,295 △34,022

評価・換算差額等合計   

前期末残高 91,177 181,176

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 89,999 △216,507

当期変動額合計 89,999 △216,507

当期末残高 181,176 △35,330

新株予約権   

前期末残高 － 350,000

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 350,000 －

当期変動額合計 350,000 －

当期末残高 350,000 350,000

少数株主持分   

前期末残高 9,139,361 2,159,848

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,979,513 △773,846

当期変動額合計 △6,979,513 △773,846

当期末残高 2,159,848 1,386,001
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（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) 

純資産合計   

前期末残高 15,900,136 8,404,541

当期変動額   

新株の発行 600,000 －

欠損填補のための資本金取崩 － －

資本剰余金から利益剰余金への振替 － －

連結範囲の変動 － 233,138

当期純損失（△） △1,556,080 △1,277,531

自己株式の取得 △1 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,539,514 △990,353

当期変動額合計 △7,495,595 △2,034,746

当期末残高 8,404,541 6,369,794
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △1,393,002 △1,195,687

減価償却費 544,099 425,681

減損損失 652,027 64,704

のれん償却額 505,512 361,454

特別退職金 － 98,807

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,085 45,016

貸倒引当金の増減額（△は減少） 482,824 △179,779

賞与引当金の増減額（△は減少） 31,855 31

投資損失引当金の増減額（△は減少） △2,145,852 －

受取利息及び受取配当金 △109,064 △14,209

支払利息 298,011 190,479

持分法による投資損益（△は益） △61,939 △10,986

営業投資有価証券評価損益（△は益） － 18,223

売上債権の増減額（△は増加） △191,077 △388,191

たな卸資産の増減額（△は増加） 41,477 △11,393

仕入債務の増減額（△は減少） △50,984 308,397

商品有価証券の増減額（△は増加) 128,926 187,512

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 821,770 △133,178

営業出資金の増減額（△は増加） 3,688,490 －

その他の流動資産の増減額（△は増加） 345,143 191,470

その他の流動負債の増減額（△は減少） △907,469 △76,291

固定資産売却益 △39,984 △11,555

固定資産売却損 22,634 －

固定資産除却損 2,644 3,692

保険解約損益（△は益） 38,885 －

関係会社株式売却益 △1,481,383 －

関係会社株式売却損 157,914 71,361

投資有価証券評価損益（△は益） 115,133 352,351

持分変動損益（△は益） 26,633 －

その他 △37,781 △78,433

小計 1,495,532 219,479

利息及び配当金の受取額 45,356 14,007

利息の支払額 △248,009 △178,794

特別退職金の支払額 － △98,807

法人税等の支払額 △66,030 △167,153

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,226,849 △211,268
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（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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △10,000 △3,188

投資有価証券の売却による収入 1,518,244 488,698

子会社株式の取得による支出 △2,042,153 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 33,312

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

1,710,044 408,924

関係会社株式の売却による収入 25,000 －

有形固定資産の取得による支出 △759,762 △983,678

有形固定資産の売却による収入 200,863 34,204

定期預金の預入による支出 △502,000 －

定期預金の払戻による収入 213,535 －

保険積立金の解約による収入 218,511 －

差入保証金の差入による支出 △13,330 △9,600

差入保証金の回収による収入 94,498 10,000

貸付けによる支出 △178,000 △199,000

貸付金の回収による収入 290,459 137,244

定期預金の増減額（△は増加） － 328,013

その他 27,708 △710

投資活動によるキャッシュ・フロー 793,619 244,220

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） △3,320,766 115,737

長期借入れによる収入 1,870,000 1,730,000

長期借入金の返済による支出 △2,285,313 △1,936,379

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △1,450,000 －

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 50,000 －

新株予約権の発行による収入 400,000 －

株式の発行による収入 550,000 －

投資事業組合の解散による少数株主への払戻 △912,677 △62,552

長期未払金の返済による支出 △73,089 △36,544

少数株主からの払込みによる収入 － 10,000

自己株式の取得による支出 △1 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,171,847 △179,738

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,251 61,619

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,161,631 △85,167

現金及び現金同等物の期首残高 4,598,763 1,437,131

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,437,131 ※1  1,351,963
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 該当事項はありません。 

  

(5)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
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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

項目 
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） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数    20社 

連結子会社名 

 ㈱ジェイ・アセット、㈱テレサイク

ルサービス長崎、㈱サテライト朝日、

㈲狸穴ブリッジキャピタル・ワン、Ｊ

SINGAPORE INVESTMENT PTE.,LTD、

ROTOL SINGAPORE LTD、Ｊメディカル

インベストメント㈱、㈲Ｊインシュラ

ンス、三生興産㈱、㈱ジェイ・フィナ

ンシャルホールディングス、㈲ジェ

イ・ビー・ベイ、SRIメディカル１号

ファンド、SRIメディカル投資事業組

合、医療法人 杏林会、㈱SRIコーポ

レーション、有限責任中間法人ジェイ

ビーシーツー、その他4社 

 前連結会計年度末（平成19年3月31

日）と比べて1社増加し、19社減少致

しました。 

(1）連結子会社の数    13社 

連結子会社名 

 ㈱ジェイ・アセット、㈱テレサイク

ルサービス長崎、㈱サテライト朝日、

三生興産㈱、有限責任中間法人ジェイ

ビーシーツー、㈲狸穴ブリッジキャピ

タル・ワン、ＪSINGAPORE INVESTMENT 

PTE.,LTD、東京パークエンジニアリン

グ㈱、Ｊメディカルインベストメント

㈱、SRIメディカル１号ファンド、SRI

メディカル投資事業組合、㈱SRIコー

ポレーション 、医療法人 杏林会 

  

 

  

 前連結会計年度末（平成20年3月31

日）と比べて1社増加し、8社減少致し

ました。 

  取得又は設立等により増加した主な会

社 

有限責任中間法人ジェイビーシーツ

ー 

取得又は設立等により増加した主な会

社 

東京パークエンジニアリング㈱ 

  売却、解散等により連結の範囲から除

いた主な会社 

小杉産業㈱  

小杉産業㈱の子会社10社 

Ｊファイナンス㈱  

㈱ジェイ・ロジネット  

㈲麻布ブリッジキャピタル・ワン  

麻布ファンド(匿名組合)  

医療法人 紫泉会  

JBベンチャー企業再生ファンド（任

意組合）  

キムラヤファンド(匿名組合)  

狸穴キャピタルファンド(匿名組合)

売却、解散等により連結の範囲から除

いた主な会社 

ROTOL SINGAPORE LTD 

ROTOL SINGAPORE LTDの子会社4社 

㈲ジェイ・ビー・ベイ 

㈱ジェイ・フィナンシャルホールデ

ィングス 

㈲Ｊインシュランス 

  

  

  

  (2）非連結子会社の数 

────── 

(2）非連結子会社の数 

────── 
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項目 
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） 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法適用会社  １社 

  

(1）持分法適用会社  ―  

  関連会社     １社 

白石興産㈱ 

前連結会計年度末（平成19年3月31

日）と比べて2社減少致しました。 

関連会社     ― 

前連結会計年度末（平成20年3月31

日）と比べて1社減少致しました。 

  売却等により持分法の範囲から除いた

主な会社 

SONIX THAI CORPORATION CO.,LTD

（当期中に社名を変更しており、旧

社名はSIAM PLANET SATURN CO.,LTD

であります。） 

㈱コージツ 

売却等により持分法の範囲から除いた

主な会社 

白石興産㈱ 

  (2）持分法を適用していない非連結子会社

────── 

(2）持分法を適用していない非連結子会社

────── 

３．連結子会社の決算日等に

関する事項 

 ㈲ジェイ・ビー・ベイについては決算日

は2月29日であります。連結財務諸表の作

成にあたっては、同決算日現在の財務諸表

を使用し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。 

 それ以外の連結子会社の決算日は、連結

決算日と一致しております。 

 J SINGAPORE INVESTMENT PTE.,LTDの決

算日は12月31日であります。連結財務諸表

の作成にあたっては、同決算日現在の財務

諸表を使用し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。 

 なお、J SINGAPORE INVESTMENT 

PTE.,LTDの決算日は3月31日から12月31日

に変更したため、当事業年度は9ヶ月決算

であります。 

 それ以外の連結子会社の決算日は、連結

決算日と一致しております。 

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 

イ．売買目的有価証券 

時価法（売却原価は移動平均法によ

り算定） 

① 有価証券 

イ．売買目的有価証券 

同左 

  ロ．その他有価証券 

時価のあるもの・・・期末日の市場

価格等による時価法（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） 

ロ．その他有価証券 

時価のあるもの・・・同左 

  時価のないもの・・・総平均法によ

る原価法 

ただし、投資事業有限責任組合及

びこれに類する組合への出資につ

いては、当該組合の財産の持分相

当額を計上しております。  

時価のないもの・・・総平均法によ

る原価法 

ただし、投資事業有限責任組合及

びこれに類する組合への出資につ

いては、当該組合の財産の持分相

当額を計上しております。  

  ② デリバティブ 

時価法によっております。 

② デリバティブ 

同左 

  ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 

  商品・・・主として 終仕入原価法に

よる原価法によっております。 

商品・・・主として 終仕入原価法に

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）によっております。 
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項目 
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） 

(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 

 建物（附属設備を除く）については定

額法、建物以外については定率法 

 なお耐用年数及び残存価額は法人税法

の定めと同一の基準によっております。

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

（会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の

改正に伴い、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。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽

微であります。 

─── 

（追加情報） 

 国内連結子会社は、法人税法改正に伴

い、平成19年３月31日以前に取得した資産

については、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取得価額の５％

に到達した連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。 

 これにより営業損失、経常損失及び税金

等調整前当期純損失は、それぞれ14,820千

円増加しております。 

─── 

  ② 無形固定資産 

 自社利用のソフトウェアについて、社

内における見込利用可能期間（５年）に

よる定額法 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

    

─── 

  

③ リース資産 

リース期間を耐用年数として、残存

価額を零とする定額法を採用しており

ます。 

  ④ 長期前払費用 

 定額法を採用しております。ただし、

償却年数については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっております。

④ 長期前払費用 

同左 

(3）重要な引当金の計上方

法 

① 貸倒引当金 

 期末の債権残高に対する貸倒れに備え

るため、一般債権について、過年度の貸

倒実績率を基礎とした、将来の貸倒見積

率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては、個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。 

① 貸倒引当金 

同左 
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項目 
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） 

  ② 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、簡便

法により、連結会計年度末における退職

給付債務の見込額（自己都合により退職

する場合の期末要支給額相当額）を計上

しております。 

② 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、簡便

法により、連結会計年度末における退職

給付債務の見込額（自己都合により退職

する場合の期末要支給額相当額）を計上

しております。 

  ③ 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき計上し

ております。 

③ 賞与引当金 

同左 

  ④ 投資損失引当金 

 投資先の財政状況・資産状況の悪化に

伴う損失発生に備えるため、損失負担見

込額を計上しております。 

  

─── 

    

─── 

  

⑤ 完成工事補償引当金   

 完成工事にかかる瑕疵担保等の費用に

備えるため、当事業年度の完成工事高に

対して、前事業年度の実績率を基礎に将

来の支出見込を勘案して計上している。

    

─── 

  

⑥ 工事損失引当金   

  受注工事にかかる将来の損失に備える

ため、当事業年度末における未引渡工事

の損失見込額を計上している。 

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

 在外子会社等の資産及び負債は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場又は決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額は

純資産の部における為替換算調整勘定及び

少数株主持分に含めて計上しております。

同左 

  

(5）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準

じた会計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 

 原則として繰延ヘッジ処理によってお

ります。 

 ただし、金利スワップ取引について

は、特例処理の要件を満たしている場合

は特例処理を採用しております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段… 

 金利スワップ取引 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  

  ・ヘッジ対象… 

 借入金の利息 
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項目 
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） 

  ③ ヘッジ方針 

 子会社の一部は、金利相場の変動に伴

うリスクをヘッジする目的でデリバティ

ブ取引を利用する方針であり、短期的な

売買差益を獲得する目的（トレーディン

グ目的）や投機目的のために、単独でデ

リバティブ取引を利用することは行わな

い方針です。また、デリバティブ取引に

ついての基本方針は取締役会で決定さ

れ、金利スワップ取引の実行及び管理は

経理部が行っております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップ取引においては、原則と

して、ヘッジ開始時から有効性判定時点

までの期間において、ヘッジ対象のキャ

ッシュ・フローの変動の累計額とヘッジ

手段のキャッシュ・フローの変動の累計

額とを比較し、その比率を基礎に判断し

ておりますが、特例処理の要件に該当す

ると判定される場合については有効性の

判定を省略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

ａ．消費税等の会計処理 

 税抜き方式を採用しております。な

お、控除対象外消費税及び地方消費税

は、当期の費用として処理しておりま

す。 

ａ．消費税等の会計処理 

同左 

    

─── 

  

ｂ．完成工事高の計上基準 

 当期末までの進捗部分について成果の確

実性が認められる工事契約については工事

進行基準を適用し、その他の工事契約につ

いては、工事完成基準を適用している。な

お、工事進行基準を適用する工事の当期末

における進捗度の見積りは、原価比例法に

よっている。 

  ｃ．営業用投資有価証券の会計処理 

 当社グループがM＆A事業の営業取引と

して営業投資目的で取得した有価証券に

ついては、「営業用投資有価証券」とし

て「流動資産の部」に計上しており、か

つ、その損益は、営業損益として表示す

ることとしております。 

 なお、当該投資により、一時的に営業

投資先の意思決定機関を支配している要

件、及び営業投資先に重要な影響を与え

ている要件を満たすこともありますが、

その所有目的は営業投資であり、傘下に

入れる目的で行われていないことから、

当該営業投資先は子会社及び関連会社に

該当しないものとし、連結の範囲に含め

ておらず、また、持分法も適用しており

ません。 

ｃ．営業用投資有価証券の会計処理 

同左 
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項目 
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） 

  ｄ．投資事業組合等への出資に係る会計処

理 

 子会社に該当する投資事業組合等のう

ち連結の範囲に含まれない投資事業組合

等への出資に係る会計処理は、投資事業

組合等の事業年度の財務諸表に基づい

て、当該組合等の純資産及び収益・費用

を当社及び連結子会社の出資持分割合に

応じて、投資有価証券(固定資産)及び収

益・費用として計上しております。 

 子会社に該当しない投資事業組合等の

うち営業投資目的による投資事業組合等

への出資に係る会計処理は、投資事業組

合等の事業年度の財務諸表に基づいて、

当該組合等の純資産及び収益・費用を当

社及び連結子会社の出資持分割合に応じ

て、営業用投資有価証券(流動資産)及び

収益・費用として計上しております。 

 子会社に該当しない投資事業組合等の

うち営業投資目的以外の目的による投資

事業組合等への出資に係る会計処理は、

投資事業組合等の事業年度の財務諸表に

基づいて、当該組合等の純資産及び純損

益を当社及び連結子会社の出資持分割合

に応じて、投資有価証券(固定資産)及び

営業外損益（投資事業組合等損益）とし

て計上しております。 

ｄ．投資事業組合等への出資に係る会計処

理 

 同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法に

ついては全面時価評価法によっておりま

す。 

同左  

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれんの償却については、効果の発現す

る期間を合理的に見積もりできるものはそ

の見積り期間に応じて均等償却しておりま

す。但し、金額が僅少なものについては、

発生時一括償却しております。 

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、随時引き出し可能な預金及び

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取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左  
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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の変更

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） 

 ───── （リース取引に関する会計基準） 

当連結会計年度より「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））を適用

し、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から

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、

リース資産として計上しております。なお、リース取引

開始日が適用初年度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

損益への影響は軽微であります。 

  

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

たな卸資産については、従来、主として 終仕入原価

法による原価法によっていましたが、当連結会計年度よ

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）の適用に伴い、主として

終仕入原価法による原価法（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）により算定

しています。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い） 

 当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報

告第18号 平成18年５月17日）を適用しています。これ

による損益に与える影響はありません。 

表示方法の変更

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） 

（連結貸借対照表関係） 

──── 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度において、有形固定資産の「その他」

に含めて表示しておりました「建設仮勘定」（前連結会

計年度1,581千円）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） 

──── 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

──── 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

──── 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

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） 

※１ 売買目的有価証券 

 売買目的有価証券の内訳は次のとおりであります。

※１ 売買目的有価証券 

───── 

商品有価証券 187,512千円 

（うち株式 187,512千円）

合計 187,512千円 

※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 

  9,372,198千円   7,928,867千円 

※３ 担保に供している資産 

 下記の資産は短期借入金1,023,656千円（一年以内

に返済すべき長期借入金を含む）、長期借入金 

5,187,395千円の担保に供しています。 

※３ 担保に供している資産 

 下記の資産は短期借入金849,512千円（一年以内に

返済すべき長期借入金を含む）、長期借入金 

5,096,164千円の担保に供しています。 

現金及び預金 330,000千円 

建物及び構築物 4,538,026千円 

土地 5,213,054千円 

合計 10,081,080千円 

現金及び預金 280,359千円 

建物及び構築物 4,372,399千円 

土地 5,213,486千円 

合計 9,866,245千円 

４ 受取手形割引高 ―千円 ４ 受取手形割引高 ―千円 

５ 偶発債務 

(1）債務保証 

 次の連結子会社以外の会社等の金融機関からの借

入等に対し債務保証を行っております。 

５ 偶発債務 

(1）債務保証 

 次の連結子会社以外の会社等に対し債務保証を行

っております。 

 上記の他、㈱オオエックスに対し、㈱双葉に関

する将来の偶発事象に関して約37百万円の債務保

証を行っております。 

保証先 金額（千円） 内容

白石興産㈱  5,456 リース債務

計  5,456   

 上記の他、㈱オオエックスに対し、㈱双葉に関

する将来の偶発事象に関して約37百万円の債務保

証を行っております。 

保証先 金額(千円） 内容

トランスデジタル㈱  1,218 リース債務

計  1,218   

(2）訴訟 

①株券引渡等請求訴訟について 

 平成18年７月10日、東京地方裁判所において、原

告金田珠年から、当社を被告として、平成16年７月

23日の当社取締役会決議に基づき実施した第三者割

当増資に関連して、当社株式10万株にあたる株券の

引渡しを求めるとともに、仮にそれができない場合

には株式１株あたり990円の割合により算出した金

員の支払等を求める訴訟が提起されました。 

しかしながら、当社は過去に一度も金田氏を割当先

とする第三者割当増資の発行決議をしたことはな

く、かつ、平成16年７月23日の発行決議に基づく新

株式の交付は全て当社が決議した割当先に全株式を

交付済であり、当社が金田氏に株式を交付しなけれ

ばならない法的根拠は全くないものと認識しており

ます。なお、当社は、本件に関しては、金田氏を被

告として別途債務不存在確認訴訟を提起しておりま

す。 

 当社としては、今回の提訴は正当性のないものと

考えており、今後裁判において当社の主張が正しい

ことを明らかにする所存であります。 

(2）訴訟 

  

 ───── 
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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） 

※１ 売上原価に含まれる売買目的有価証券損益の内訳 ※１ 売上原価に含まれる売買目的有価証券損益の内訳 

  
実現損益 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

計
（千円） 

株券等の損
益 

 △86,165  △18,529 △104,695

債券等の損
益 

 －  － －

計  △86,165  △18,529 △104,695

  
実現損益
（千円） 

評価損益 
（千円） 

計
（千円） 

株券等の損
益 

△16,186  △76 △16,262

債券等の損
益 

－  － －

計 △16,186  △76 △16,262

※２ 販売費及び一般管理費の主なもの ※２ 販売費及び一般管理費の主なもの 

給料 2,816,971千円 

賞与引当金繰入額 31,855千円 

退職給付引当金繰入額 110,412千円 

給料 2,987,557千円 

貸倒引当金繰入額  2,000千円  

賞与引当金繰入額 203,652千円 

退職給付引当金繰入額 150,081千円 

※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

主に器具及び備品等の売却に伴うものであります。

※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

主に機械装置及び運搬具等の売却に伴うものであり

ます。 

※４ 関係会社株式売却益 

小杉産業㈱等の株式譲渡に伴うものであります。 

  

───── 

※５ 固定資産売却損の主な内容は次のとおりでありま

す。 

 主に土地等の売却に伴うものであります。 

  

───── 
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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） 

※６ 減損損失 

 当社グループは、減損損失の算定に当たってはキャ

ッシュ・フローを生み出す 小単位として、事業部別

の管理会計上の区分又は各会社別に資産のグルーピン

グを行っております。 

 また、遊休資産等については当該資産単位にて同じ

くグルーピングを行っております。 

 このグルーピング後の保有資産について、 

・業績の回復が進まないこと 

・遊休資産については、時価の下落が継続的である

こと 

・ソフトウエア等管理用資産については、換金性に

乏しいこと 

 などの諸要因に鑑み、当連結会計年度において以下

の資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、その減少額を減損損失（652,027千円）と

して、特別損失に計上しております。 

※６ 減損損失 

 当社グループは、減損損失の算定に当たってはキャ

ッシュ・フローを生み出す 小単位として、事業部別

の管理会計上の区分又は各会社別に資産のグルーピン

グを行っております。 

 また、遊休資産等については当該資産単位にて同じ

くグルーピングを行っております。 

 このグルーピング後の保有資産について、 

・業績の回復が進まないこと 

・遊休資産については、時価の下落が継続的である

こと 

・ソフトウエア等管理用資産については、換金性に

乏しいこと 

 などの諸要因に鑑み、当連結会計年度において以下

の資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、その減少額を減損損失（64,704千円）とし

て、特別損失に計上しております。 

場所 用途 種類

東京都 
内装工事、会計ソ
フト他 

建物 
ソフトウエア他 

山形県 場外車券売場施設 建物、土地等

大分県 遊休資産 土地 

場所 用途 種類

東京都
内装工事、会計ソ
フト他 

建物 
ソフトウエア他 

福岡県 駐車場土地  土地  

（注）キャッシュ・フローの黒字が継続的に見込める事業

単位での使用分は除いております。 

（注）キャッシュ・フローの黒字が継続的に見込める事業

単位での使用分は除いております。 

 なお、計上額の内訳は以下のとおりであります。  なお、計上額の内訳は以下のとおりであります。 

科目 金額

建  物 410,903千円

構築物 1,123千円

車輌運搬具 526千円

器具及び備品 17,165千円

土 地 204,590千円

ソフトウエア 17,718千円

計 652,027千円

  上表の金額算定において、土地の回収可能価額は固

定資産評価額に基づいております。  

科目 金額 

建  物        3,244千円

器具及び備品      547千円

土 地    60,355千円

ソフトウエア        557千円

計     64,704千円

 上表の金額算定において、土地の回収可能価額は固

定資産評価額に基づいております。 

  

  

───── 

※７ 投資有価証券評価損  

ROTOL SINGAPORE LTD株式に対して減損処理を行っ

たものであります。 

※８ 関係会社株式売却損 

㈱ジェイ・ロジネットの株式譲渡に伴うものであり

ます。  

※８ 関係会社株式売却損 

主にROTOL SINGAPORE LTDの株式譲渡に伴うもので

あります。  

  

───── 

※９ 特別退職金  

希望退職者募集に伴う割増退職金の支払額でありま

す。 
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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） 

(1）発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加は、新株予約権の権利行使による増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。 

(2）新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）１．第８回新株予約権の当連結会計年度の増加は新株予約権の発行によるものであります。 

２．第８回新株予約権の当連結会計年度の減少は新株予約権の権利行使によるものであります。 

(3）配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

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） 

(1）発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

(2）新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  

(3）配当に関する事項 

 該当事項はありません。  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式                        

普通株式 （注）１  84,863,629  10,000,000  ―  94,863,629

合計  84,863,629  10,000,000  ―  94,863,629

自己株式                        

普通株式 （注）２  15,889  20  ―  15,909

合計  15,889  20  ―  15,909

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる株
式の種類 

新株予約権の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 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

ジェイ・ブリッジ株式

会社第８回新株予約権

（注）1.2 

普通株式  ―  80,000,000  10,000,000  70,000,000  350,000

ストック・オプション

としての新株予約権 
──────  ―

連結子会社 ────── ──────  ―

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式                        

普通株式   94,863,629  ―  ―  94,863,629

合計  94,863,629  ―  ―  94,863,629

自己株式                        

普通株式   15,909  ―  ―  15,909

合計  15,909  ―  ―  15,909

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる株
式の種類 

新株予約権の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 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

ジェイ・ブリッジ株式

会社第８回新株予約権 
普通株式  70,000,000  ―  ―  70,000,000  350,000

ストック・オプション

としての新株予約権 
──────   ―

連結子会社 ────── ──────   ―
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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） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載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

記載されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,794,896千円 

預入期間が３か月を超える定

期預金 
△1,357,764千円 

現金及び現金同等物 1,437,131千円 

現金及び預金勘定 1,687,323千円 

預入期間が３か月を超える定

期預金 
△335,359千円 

現金及び現金同等物 1,351,963千円 
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 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 

  

（リース取引関係）

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） 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１.ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引  

  
  

取得価額 
相当額 
（千円） 

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円） 

減損損失 
累計額 
相当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

建物  58,084  11,477  ― 46,606

機械車輌  109,887  69,614  ― 40,273

器具及び
備品  1,262,883  594,707  383,717 284,458

合計  1,430,856  675,800  383,717 371,338

①リース資産の内容  

有形固定資産 

主として、医療機器、車両、電話交換機等でありま

す。  

 ②リース資産の減価償却の方法 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４.会計処理基準に関する事項 （２）重要な減価

償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま

す。  

  

  

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。 

(2）未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘

定残高 

１年内 221,095千円 

１年超 460,871千円 

合計 681,966千円 

リース資産減損勘定残高 310,628千円 

  

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失 

支払リース料 199,269千円 

リース資産減損勘定の取崩額 73,089千円 

減価償却費相当額 199,269千円 

  

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする

定額法によっております。 
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前連結会計年度末（平成20年３月31日現在） 

１．売買目的有価証券 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

３．その他有価証券で時価のあるもの 

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

５．時価評価されていない主な有価証券 

  

６．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

（有価証券関係）

連結貸借対照表計上額（千円） 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額（千円）

 187,512  △14,523

  種類
連結貸借対照表計上額

（千円） 
時価（千円） 差額（千円）

時価が連結貸借対

照表計上額を超え

るもの 

(1）国債・地方

債等 
 14,985  15,429  444

小計  14,985  15,429  444

合計  14,985  15,429  444

  種類
取得原価
（千円） 

連結貸借対照表計上額
（千円） 

差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

(1）株 式  101,584  198,082  96,498

小計  101,584  198,082  96,498

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

(1）株 式  13,259  7,691  △5,568

小計  13,259  7,691  △5,568

合計  114,843  205,774  90,930

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

 403,946  9,977  504,614

内容 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券      

非上場国内債券  50,000

(2）その他有価証券      

非上場株式  452,731

匿名組合出資金  14,757

区分 
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超
（千円） 

債券                        

国債・地方債等  ―  5,000  9,985  ―

社債  50,000  ―  ―  ―

合計  50,000  5,000  9,985  ―
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当連結会計年度末（平成21年３月31日現在） 

１．売買目的有価証券 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

３．その他有価証券で時価のあるもの 

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  

５．時価評価されていない主な有価証券 

６．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

  

連結貸借対照表計上額（千円） 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額（千円）

 ―  ―

  種類
連結貸借対照表計上額

（千円） 
時価（千円） 差額（千円）

時価が連結貸借対

照表計上額を超え

るもの 

(1）国債・地方

債等 
 14,985  15,316  331

小計  14,985  15,316  331

合計  14,985  15,316  331

  種類
取得原価
（千円） 

連結貸借対照表計上額
（千円） 

差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

(1）株 式  122,161  119,289  △2,872

小計  122,161  119,289  △2,872

合計  122,161  119,289  △2,872

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

 458,498  12,184  7,874

内容 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券      

非上場株式  16,531

匿名組合出資金  2,250

区分 
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超
（千円） 

債券                        

国債・地方債等  ―  5,000  9,985  ―

合計  ―  5,000  9,985  ―
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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）及び当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平

成21年３月31日） 

１．取引の状況に関する事項 

① 取引の内容及び利用目的 

 当社グループは、資金調達上の金利リスクを回避するため、金利スワップ取引を行っております。 

② 取引に対する取組方針 

 当社グループは、変動相場リスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を利用する方針であり、短期的な

売買差益を獲得する目的（トレーディング目的）や投機目的のために、単独でデリバティブ取引を利用する

ことはしない方針であります。 

③ 取引に係るリスクの内容 

 当社グループが利用している金利スワップ取引は、その後の市場変動による利得の機会を失うことを除き

リスクを有しておりません。また、当社グループのデリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度の高い国

内の銀行であり、相手先の契約不履行による信用リスクは、ほとんどないと判断しております。 

④ 取引に係るリスクの管理体制 

 デリバティブ取引についての基本方針は取締役会で決定され、金利スワップ取引の実行及び管理は管理部

が行っております。 

２．取引の時価等に関する事項 

 当社グループが行っているデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されるため、記載の対象から除いて

おります。 

  

退職給付についての注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を

省略します。  

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）
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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） 

（提出会社） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

  

（ストック・オプション等関係）

  
平成16年6月15日
定時株主総会決議 

平成17年6月29日 
定時株主総会決議 

付与対象者の区分及び数 
当社取締役     5名 

当社従業員     42名 

当社取締役     4名 

当社監査役     3名 

当社従業員     43名 

ストック・オプション数 普通株式  2,000,000株 普通株式  1,000,000株 

付与日 平成16年6月15日 平成17年7月28日 

権利確定条件 ― ― 

対象勤務期間 ― ― 

権利行使期間 
平成16年6月16日から 

平成21年6月15日まで 

平成17年7月29日から 

平成22年7月28日まで 

    
平成16年6月15日
定時株主総会決議 

平成17年6月29日
定時株主総会決議 

権利確定前 （株）            

前連結会計年度末    ―  ―

付与    ―  ―

失効    ―  ―

権利確定    ―  ―

未確定残    ―  ―

権利確定後 （株）            

前連結会計年度末    830,000  272,000

権利確定    ―  ―

権利行使    ―  ―

失効    236,000  119,000

未行使残    594,000  153,000

    
平成16年6月15日
定時株主総会決議 

平成17年6月29日
定時株主総会決議 

権利行使価格 （円）  335  1,966

行使時平均株価 （円）  ―  ―

公正な評価単価（付与日） （円）  ―  ―
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（連結子会社） 

該当事項はありません。 

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） 

（提出会社） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  

② 単価情報 

（連結子会社） 

該当事項はありません。 

  

  
平成16年6月15日
定時株主総会決議 

平成17年6月29日 
定時株主総会決議 

付与対象者の区分及び数 
当社取締役     5名 

当社従業員     42名 

当社取締役     4名 

当社監査役     3名 

当社従業員     43名 

ストック・オプション数 普通株式  2,000,000株 普通株式  1,000,000株 

付与日 平成16年6月15日 平成17年7月28日 

権利確定条件 ― ― 

対象勤務期間 ― ― 

権利行使期間 
平成16年6月16日から 

平成21年6月15日まで 

平成17年7月29日から 

平成22年7月28日まで 

    
平成16年6月15日
定時株主総会決議 

平成17年6月29日
定時株主総会決議 

権利確定前 （株）            

前連結会計年度末    ―  ―

付与    ―  ―

失効    ―  ―

権利確定    ―  ―

未確定残    ―  ―

権利確定後 （株）            

前連結会計年度末    594,000  153,000

権利確定    ―  ―

権利行使    ―  ―

失効    590,000  139,000

未行使残    4,000  14,000

    
平成16年6月15日
定時株主総会決議 

平成17年6月29日
定時株主総会決議 

権利行使価格 （円）  335  1,966

行使時平均株価 （円）  ―  ―

公正な評価単価（付与日） （円）  ―  ―
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税効果会計についての注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示

を省略します。 

  

 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） 

 （共通支配下の取引等）  

 １．結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の

概要 

 (1）結合当事企業の名称及びその事業の内容 

 医療法人紫泉会（事業の内容：病院経営） 

 (2）企業結合の法的形式 

 合併 

 (3）結合後企業の名称 

 医療法人杏林会 

 (4）取引の目的を含む取引の概要 

 我が国の医療を取り巻く状況は、大きく変化し、高齢化、医療技術の進歩、国民意識の変化などに適切に対応した

医療提供体制の構築が求められています。又、医療経営に関しては、高齢化に伴い、疾病構造が変化するとともに、

医療費が高騰し、社会経済状況の低迷が続くなか、医療保険財政が厳しくなるなど、その取り巻く環境は厳しさを増

しております。こうした中、同地区において、同様の目的をもち、従来より提携関係があり、共に当社の連結子会社

であります医療法人杏林会と医療法人紫泉会が、平成19年６月１日に医療法人杏林会が存続法人となり、医療法人紫

泉会を吸収合併することにより、医療経営の統合効果を 大限に発揮するとともに、経営基盤の安定化、事業の継続

性を図り、質の高い医療を効率的にできる医療体制の構築を目指すこととしました。 

  

 ２．実施した会計処理の概要 

 「企業結合に係る会計基準 三 企業結合に係る会計基準 ４ 共通支配下の取引等の会計処理(2）少数株主との

取引」に規定する個別財務諸表上及び連結財務諸表上の会計処理を適用いたしました。 

  

 ３．子会社株式の追加取得に関する事項 

 (1）取得原価及びその内訳 

 (2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

 ① のれんの金額 

 183百万円 

 ② 発生原因 

 追加取得した医療法人紫泉会の出資金の取得原価と減少する少数株主持分の金額の差額をのれんとして処理して

おります。 

 ③ 償却方法及び償却期間 

 ５年間で均等償却 

  

 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） 

 該当事項はありません。    

      

（税効果会計関係）

（企業結合等関係）

取得に直接要した支出額 1,900百万円

取得原価 1,900百万円
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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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

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の金額は624,313千円であり、その主なもの

は当社の総務・経理部門等の管理部門に係わる費用であります。 

 ４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は651,426千円であり、その主なものは親会社での

現金及び預金及び管理部門に係わる資産であります。 

  ５．事業区分の減少 

事業区分については、従来７区分していましたが、当連結会計年度においてＪファイナンス㈱（旅行クーポ

ン事業）、小杉産業㈱他子会社10社（繊維製品製造販売事業）、㈱ジェイ・ロジネット（物流事業）が連結

対象から外れたことにより計４区分としております。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
メディカル事業

（千円）  
投資事業  
（千円）  

不動産事業
（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）  

Ⅰ 売上高                                      

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 6,432,871  70,239 887,889 301,767 7,692,767  ― 7,692,767

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 ―  1,504 ― ― 1,504  △1,504 ―

計  6,432,871  71,743 887,889 301,767 7,694,272  △1,504 7,692,767

営業費用  6,160,587  331,834 906,904 570,729 7,970,056  622,809 8,592,866

営業利益又は営業

損失（△） 
 272,284  △260,091 △19,015 △268,962 △275,784  △624,313 △900,098

Ⅱ 資産、減価償却

費、減損損失及び

資本的支出 
                                     

資産  9,195,709  2,767,609 3,399,511 1,885,795 17,248,626  651,426 17,900,052

減価償却費  407,648  ― 82,868 32,404 522,921  9,194 532,115

減損損失  42,590  ― 561,802 ― 604,392  47,635 652,027

資本的支出  639,828  ― 56,613 52,785 749,227  10,534 759,762

事業区分 事業内容

投資事業 有価証券の保有及び運用 

メディカル事業 医療・ヘルスケア事業への投資 

不動産事業 不動産売買、不動産賃貸料収受 

その他の事業 カーテンウオールの製造等 
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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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

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の金額は363,947千円であり、その主なもの

は当社の総務・経理部門等の管理部門に係わる費用であります。 

 ４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は904,624千円であり、その主なものは親会社での

現金及び預金及び管理部門に係わる資産であります。 

  ５．事業区分の方法の変更 

事業区分の方法については従来、事業の種類・性質の類似性等の観点に基づき４区分としていましたが、当

連結会計年度より、「投資事業」と「メディカル事業」の２区分へと変更いたしました。 

これは、前連結会計年度の経営体制の変更により経営方針が見直され、投資事業の定義を拡大したことによ

るものであります。これまでの投資事業は企業活性化投資のみを対象としておりましたが、今後は有価証券売

却収入を目指す企業活性化投資は継続しながらも、さらに収益性やキャッシュフローを重視した不動産投資や

その他企業投資なども投資対象とするためであります。また、従来の不動産事業やその他事業についても実質

的には企業投資であり、新たに規定した投資事業の範疇に含まれております。  

その結果、「投資事業」につきましては、従来「不動産事業」に区分されておりました㈱ジェイ・アセッ

ト、㈱サテライト朝日、㈱テレサイクルサービス長崎、三生興産㈱の４社と、「その他の事業」に区分されて

おりましたＪSINGAPORE INVESTMENT PTE.,LTD、ROTOL SINGAPORE LTD及びその子会社４社、㈲Ｊインシュラン

スがそれぞれ区分変更となっております。「メディカル事業」につきましては、従来「その他の事業」に区分

されておりましたＪメディカルインベストメント㈱が区分変更となっております。 

事業区分の変更により、従来の方法に比較して当連結会計年度の売上高は、「投資事業」が918,006千円

（うち外部顧客に対する売上高は918,006千円）増加し、「メディカル事業」への影響はありません。営業損

益は、「投資事業」が143,536千円減少し、「メディカル事業」が286千円とそれぞれ減少しております。 

  また、資産は「投資事業」が2,519,586千円増加し、「メディカル事業」が8,370千円とそれぞれ増加してお

ります。減価償却費については「投資事業」が80,291千円増加し、資本的支出についても「投資事業」が 

35,577千円増加しております。 

  

  
メディカル事業 

（千円）  
投資事業
（千円）  

計
（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  6,764,623 1,360,890 8,125,513  ― 8,125,513

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 ― ― ―  ― ―

計  6,764,623 1,360,890 8,125,513  ― 8,125,513

営業費用  6,412,275 1,819,531 8,231,807  363,947 8,595,754

営業利益又は営業損失（△）  352,347 △458,641 △106,293  △363,947 △470,241

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
                          

資産  9,687,636 5,865,069 15,552,705  235,078 15,787,783

減価償却費  343,197 80,754 423,951  3,021 426,973

減損損失  60,355 ― 60,355  4,349 64,704

資本的支出  935,559 36,801 972,360  672 973,032

事業区分 事業内容

投資事業 
有価証券の保有・運用、コンサルティング、競輪場の車券販売及び不

動産売買・賃貸業等 

メディカル事業 医療・ヘルスケア事業への投資 
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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） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

 ２．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の金額は624,313千円であり、その主なも

のは、当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

 ３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は651,426千円であり、その主なものは、親会社

での現金及び預金及び管理部門に係わる資産であります。 

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） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

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。 

   

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）及び当連結会計年度（自平成20年4月1日 至平成

21年3月31日） 

 海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本

（千円） 
シンガポール

（千円） 
計（千円）

消去又は全社 
（千円） 

連結
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  7,397,295  295,472  7,692,767  －  7,692,767

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － － －

計  7,397,295  295,472  7,692,767 －  7,692,767

営業費用  7,439,775  528,776  7,968,552  624,313  8,592,866

営業利益(又は営業損失) △42,480 △233,304 △275,784  △624,313 △900,098

Ⅱ 資産  16,864,226  1,879,652  18,743,879  △843,826  17,900,052

ｃ．海外売上高
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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） 

(1）子会社等 

 （注）１．取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等  

 資金の貸付   金融機関との取引条件・手続等に倣った適正な取引を行っております。 

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） 

(1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

該当事項はありません。 

  

(2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

(ア）連結財務諸表提出会社の子会社の役員 

（注）１．取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

 ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

 資金の借入   金融機関との取引条件・手続等に倣った適正な取引を行っております。 

  

(3）親会社又は重要な関連会社に関する注記 

該当事項はありません。  

  

（関連当事者情報）

属性 会社名等 住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の
内容又
は職業 

議決権等の所
有（被所有）
割合 

関係内容

取引内容
取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円）役員の
兼任等 

事業上
の関係 

関連会社 
白石興産

㈱ 

宮城県白

石市大畑

一番１の

２ 

 80,000
製麺加

工業 

（所有）  

 直接 

 47.50％

 間接 

 0.00％

― ― 

貸付の実行  ―
関係会社短

期貸付金 
50,000

利息の受取  2,506
 未収収益 

 未収入金 

65

2,008

営業取引  714
関係会社社

債 
50,000

       
債務の保証

残高 
5,456

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％） 

関連当事者
との関係 

取引の内
容 

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

子会社

の役員 
手嶋常次 － － 

医療法人 

杏林会専

務理事 

  
－ 

資金の借入

借入の返

済 
支払利息 
  

20,000 
   

 1,043 
  

短期借入

金 
未払金  
  

30,000 

 

310 

 

子会社

の役員 
田原泰雄 － － 

医療法人 

杏林会副

理事長 

  
－ 

資金の借入

借入の返

済 
支払利息  
  

100,000 
   

 2,013 
  

短期借入

金 
未払金  
  

30,000 

 

310 

 

子会社

の役員 
喜多岡陽子 － － 

医療法人 

杏林会理

事 

  
－ 

資金の借入

借入の返

済 
支払利息 
  

60,000 
   

1,422 
  

短期借入

金 
未払金  
  

30,000 

 

310 
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 （注） １株当たり当期純利益(純損失)金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。 

  

（１株当たり情報）

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） 

１株当たり純資産額 62.15円

１株当たり当期純損失金額 17.32円

１株当たり純資産額     48.86円

１株当たり当期純損失金額    13.47円

 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在するものの1株当たり当期純損失であるた

め、記載しておりません。 

 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在するものの1株当たり当期純損失であるた

め、記載しておりません。 

  
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） 

１株当たり当期純利益（純損失）金額            

当期純利益（純損失△）（百万円）  △1,556  △1,277

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（純損失△）

（百万円） 
 △1,556  △1,277

期中平均株式数（千株）  89,847  94,847

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 

平成16年６月15日株主総会決議、平

成16年6月15日取締役会決議による

ストックオプション（新株予約権の

数594個） 

平成16年６月15日株主総会決議、平

成16年6月15日取締役会決議による

ストックオプション（新株予約権の

数4個） 

平成17年6月29日株主総会決議、平

成17年7月28日取締役会決議による

ストックオプション（新株予約権の

数153個） 

平成17年6月29日株主総会決議、平

成17年7月28日取締役会決議による

ストックオプション（新株予約権の

数14個） 

ジェイ・ブリッジ株式会社第８回新

株予約権 

（新株予約権の数70,000個) 

ジェイ・ブリッジ株式会社第８回新

株予約権 

（新株予約権の数70,000個) 
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（重要な後発事象）

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） 

１．子会社の異動 

当社は、平成20年4月17日開催の取締役会において、

当社の連結子会社である株式会社ジェイ・アセットの子

会社であり、かつ当社の特定子会社である三生興産株式

会社、ならびに当社の連結子会社である株式会社テレサ

イクルサービス長崎、株式会社サテライト朝日の3社に

ついて、株式会社ジェイ・アセットより株式譲受を行

い、当社の直接の子会社とすることを決議いたしまし

た。  

  

───── 

(1）子会社異動の理由  

当社が、株式会社ジェイ・アセットより当該3 社の

株式取得を行うことで、機動的な事業運営を図ること

ができると判断し、当該3 社を当社の直接の子会社と

することといたしました。  

(2）異動する子会社の概要（三生興産株式会社）  

・名称 三生興産株式会社  

 ・住所 静岡県伊東市岡字細久保1280 番地 

・代表者 代表取締役社長 池亀 功  

・資本金 490,000 千円  

・議決権比率 異動前 100.0 ％（100.0 ％）  

 異動後 100.0 ％ 

(注)（ ）内は、間接所有割合で内数であります。  

・事業の内容 場外車券場の施設運営・賃貸  

(3）異動する子会社の概要（株式会社テレサイクルサービ

ス長崎） 

・名称 株式会社テレサイクルサービス長崎  

・住所 長崎県諫早市飯盛町野中1 番地1  

・代表者 代表取締役社長 豊田 博  

 ・資本金 80,000 千円 

 ・議決権比率 異動前 100.0 ％（100.0 ％） 

  異動後 100.0 ％ 

 (注)（ ）内は、間接所有割合で内数であります。 

・事業の内容 場外車券場の施設運営・賃貸   

(4）異動する子会社の概要（株式会社サテライト朝日）  

 ・名称 株式会社サテライト朝日 

 ・住所 山形県西村山郡朝日町大字中沢字中沢原13 番地

1 

・代表者 代表取締役社長 平野 彰  

 ・資本金 55,000 千円 

 ・議決権比率 異動前 100.0 ％（100.0 ％） 

   異動後 100.0 ％ 

 (注)（ ）内は、間接所有割合で内数であります。 

 ・事業の内容 場外車券場の施設運営・賃貸  

 (5）異動年月日 

 平成20 年4 月17 日 
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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） 

２．子会社の取得  

 当社は、平成20年5月30日開催の取締役会において、

平成20年2月29日に経営支援契約を締結した東京パーク

エンジニアリング株式会社（以下、「東京パークエンジ

ニアリング社」という。）の株式を取得することを決議

しました。 

 (1）子会社化する理由  

 東京パークエンジニアリング社は、立体駐車場並び

に自走式駐車場の製造、販売を中心とした事業を行っ

ており、技術と品質において優れた実績を持つ企業で

あります。しかしながら近年急激な資金繰り悪化を理

由として、平成19年10月4日に東京地方裁判所に民事再

生法の適用を申請致しました。  

 当社は、同社の資金繰り悪化は、改正建築基準法に

よる着工計画遅延が主な要因であり、必要な資金を確

保することで順調な回復が見込め、平成18年改正道路

交通法施行による駐車場需要や、開発型マンションや

オフィスビルの自走式駐車場需要が追い風となり、さ

らなる事業拡大が見込まれると考え、子会社化を決定

致しました。 

 当社は既に同社との間で金融・人材支援等を柱とし

た経営支援契約を締結しておりますが、この度、民事

再生計画が同裁判所に認可されたことで、東京パーク

エンジニアリング社が新たに発行する株式の90％を取

得致しました。   

  

（2）異動する子会社の概要  

①商号：東京パークエンジニアリング株式会社  

②代表者：代表取締役社長 吉田 裕  

 ③本店所在地：東京都中央区京橋3丁目6番地17号 

④設立年月日：昭和62年12月24日  

⑤主な事業の内容：立体駐車場並びに自走式駐車場の

製造、販売、設計、施工、請負  

⑥決算期：3月  

 ⑦従業員数：13名（平成20年5月末現在、役員を除く）

⑧資本金の額：50百万円 

⑨発行済株式総数：1,000株  

⑩大株主構成：ジェイ・ブリッジ株式会社

（90.0％）、吉田 裕（10.0％）  

 ⑪ 近の業績：売上高 3,244百万円（平成20年3月期）

  

（3）取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状

況 

①異動前の所有株式数 0株（所有割合 0％）  

②取得株式数 900株（取得価額90百万円）  

 ③異動後の所有株式数 900株（所有割合 90％） 

（4）日程  

 平成20年5月30日 当社取締役会決議 

同日 株式取得および決済  
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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） 

３．関係会社株式の売却 

 当社は、平成20年5月30日開催の取締役会において、

活性化支援先企業として保有しておりました白石興産株

式会社（本社：宮城県白石市、以下、「白石興産」とい

う。）の全株式を売却することを決議しました。これに

より、白石興産は当社の持分法適用会社に該当しないこ

ととなりました。 

（1）株式売却の理由 

 当社は平成16年10月26日付で、白石興産及び株式会社

篠崎屋との3社間において資本・業務提携に関する基本

合意書を締結し、当社から財務面のノウハウを、篠崎屋

から実務面のノウハウをそれぞれ提供し、白石興産の事

業再生を行って参りました。その結果、再生計画の遂行

により、平成19年2 月22 日には仙台地方裁判所より民

事再生手続終結の決定を受けることとなりました。 

 こうしたことから、当社は白石興産再生における一定

の役割を終えたものと判断し、新たな投資対象に経営資

源を集中させるべく、同社の全株式の売却を決議いたし

ました。 

（2）白石興産株式会社の概要（平成20 年2 月29 日現

在） 

①商号 ：白石興産株式会社  

 ②代表者 ：代表取締役社長 鈴木 敬一郎 

③本店所在地 ：宮城県白石市大畑一番1 番地の  

 ④設立年月日 ：平成14 年12 月6 日（創業 明治19 年

10 月） 

 ⑤主な事業の内容 ：そば粉・乾麺の製造、小麦粉の販

売、加工食品の売買及びこれに付帯する事業 

 ⑥決算期 ：2 月 

 ⑦従業員数 ：58 名 

 ⑧資本金の額 ：80 百万円 

 ⑨発行済株式総数 ：1,600 株 

 ⑩大株主構成 ：ジェイ・ブリッジ株式会社

（47.5％）、株式会社篠崎屋（47.5％） 

 ⑪ 近の業績 ：売上高1,605 百万円、経常損失5百万

円、当期純利益8 百万円（平成20 年2 月期） 

（3）譲渡先の概要 

 個人（当社と利害関係はありません） 

（4）譲渡株式数及び譲渡前後の所有株式の状況 

 ①譲渡前の所有株式数 760 株（所有割合 47.5％） 

 ②譲渡株式数 760 株（譲渡価額760 円） 

 ③譲渡後の所有株式数 0 株（所有割合 0.0％） 

（5）譲渡の日程 

 平成20 年5 月30 日 当社取締役会決議、株式譲渡に

関する基本合意書締結 

 平成20 年6 月10 日 本契約締結、株式譲渡代金及び

株券の受渡 
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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） 

４．訴訟の提起 

 当社子会社である株式会社ジェイ・アセット及び当

社は、平成20年5月30日付で、東京地方裁判所（訴状

送達日：平成20年6月5日）において訴訟の提起を受け

ました。  

 （１）訴訟を提起した者 

 ①商号 ウェルタイム・キャピタル・ベンチャー・イ

ンク 

 ②代表者 代表取締役 スタンレー・ギャン・ギュア

ン・ホン 

  

 （２）訴訟の内容 

 ①株式会社ジェイ・アセット（以下、「ジェイ・アセ

ット」という。）は、ウェルタイム・キャピタル・

ベンチャー・インク（以下、「WTCV」という。）に

対し、金1億5000万円及びこれに対する平成19年10

月1日から支払い済みまで年5分の割合による金員を

支払え。 

 ②ジェイ・アセットがジェイ・ブリッジ株式会社（以

下、「当社」という。）との間で平成20年4月17日

に行った株式売買契約は、取り消す。 

 ③訴訟費用は、ジェイ・アセット及び当社の負担とす

る。 

  

 （３）事件の内容 

 当社子会社であるジェイ・アセットは、平成20年4

月17日付で同社の子会社である三生興産株式会社、株

式会社テレサイクルサービス長崎及び株式会社サテラ

イト朝日の株式について鑑定評価を取得し、鑑定評価

額を株式譲渡代金として当社に売却いたしました。 

 これに対して、WTCVは、ジェイ・アセットの収益源

である子会社3社の株式が当社に譲渡されたことがジ

ェイ・アセット及び当社の詐害行為であるとして、当

該株式譲渡の取り消し、及びジェイ・アセットによる

社債償還を求めているものであります。 

  

 （４）事件に対する会社の意見 

 ジェイ・アセットは、鑑定評価を取得した上で、適

正価格にて当該株式譲渡を実行しており、これらは詐

害行為ではないと認識しております。このため、本訴

訟の提起は誠に遺憾でありますが、WTCVからの請求に

対しては、法廷の場で適切に対応していく方針であり

ます。 
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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 506,383 193,270

営業未収入金 44,881 ※3  43,306

商品有価証券 187,512 －

営業投資有価証券 23,257 2,250

前払費用 3,532 2,674

未収入金 16,670 5,533

関係会社未収入金 159,646 200,625

前渡金 36,900 27,433

関係会社短期貸付金 50,000 36,000

買取債権 － ※3  107,853

その他 ※3  153,651 ※3  27,530

貸倒引当金 ※3  △297,033 ※3  △412,805

流動資産合計 885,404 233,671

固定資産   

有形固定資産   

建物 8,064 4,819

減価償却累計額 △2,091 △4,819

建物（純額） 5,973 －

工具、器具及び備品 17,260 16,318

減価償却累計額 △16,534 △16,318

工具、器具及び備品（純額） 725 －

土地 － 130,000

有形固定資産合計 6,699 130,000

投資その他の資産   

投資有価証券 439,031 10,331

関係会社株式 1,605,972 786,972

関係会社社債 50,000 －

その他の関係会社有価証券 2,644,498 2,634,626

投資損失引当金 ※3  △102,100 ※3  △108,595

差入保証金 23,330 13,380

長期貸付金 1,304,577 113,761

関係会社長期貸付金 3,979,880 3,899,031

貸倒引当金 ※3  △5,227,247 ※3  △4,015,580

投資その他の資産合計 4,717,943 3,333,925

固定資産合計 4,724,642 3,463,925

資産合計 5,610,046 3,697,597
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（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) 

負債の部   

流動負債   

関係会社短期借入金 8,000 282,295

1年内返済予定の長期借入金 165,275 －

未払金 ※3  31,851 ※3  30,596

未払法人税等 1,848 9,924

未払費用 ※3  2,456 ※3  1,157

前受金 － 132,000

その他 6,616 2,006

流動負債合計 216,047 457,980

固定負債   

長期借入金 206,594 －

退職給付引当金 30,046 16,853

長期未払金 41,019 13,701

固定負債合計 277,660 30,554

負債合計 493,708 488,534

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,300,000 3,300,000

資本剰余金   

資本準備金 300,000 300,000

その他資本剰余金 3,193,944 3,193,944

資本剰余金合計 3,493,944 3,493,944

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △2,021,651 △3,928,927

利益剰余金合計 △2,021,651 △3,928,927

自己株式 △5,954 △5,954

株主資本合計 4,766,338 2,859,063

新株予約権 350,000 350,000

純資産合計 5,116,338 3,209,063

負債純資産合計 5,610,046 3,697,597
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（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   

不動産事業売上高 34,503 －

営業投資有価証券等収益 － 11,300

その他の売上高 ※4  68,558 ※4  46,872

売上高合計 103,062 58,172

売上原価   

不動産事業売上原価 35,776 －

投資株式等運用損 382,617 54,141

その他 4,938 2,000

売上原価合計 423,331 56,141

売上総利益又は売上総損失（△） △320,268 2,031

販売費及び一般管理費   

役員報酬 77,042 43,800

給料及び手当 167,773 123,870

退職給付引当金繰入額 4,558 2,862

福利厚生費 25,678 19,380

租税公課 48,637 26,266

減価償却費 9,210 3,021

貸倒引当金繰入額 11,857 －

支払手数料 241,879 202,535

賃借料 65,183 16,813

その他 139,790 54,785

販売費及び一般管理費合計 791,610 493,335

営業損失（△） △1,111,878 △491,304

営業外収益   

受取利息 ※4  188,271 ※4  32,585

受取配当金 524 ※4  2,761

雑収入 45,438 8,352

営業外収益合計 234,233 43,699

営業外費用   

支払利息 70,722 ※4  12,853

為替差損 － 7,233

雑損失 43,603 846

営業外費用合計 114,326 20,934

経常損失（△） △991,971 △468,538
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（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) 

特別利益   

固定資産売却益 7 －

関係会社株式売却益 297,313 －

債務保証損失引当金戻入額 ※4  895,000 －

投資損失引当金戻入額 27,500 －

関係会社整理損失引当金戻入額 1,185 －

その他 － ※5  10,908

特別利益合計 1,221,006 10,908

特別損失   

固定資産売却損 ※1  22,083 －

関係会社株式売却損 13,900 9,999

関係会社株式評価損 － ※4  889,328

投資有価証券評価損 98,550 －

債権譲渡損 94,743 －

減損損失 ※2  47,635 ※2  4,349

貸倒引当金繰入額 ※4  1,935,807 ※4  324,149

投資損失引当金繰入額 － ※4  106,095

特別退職金 － ※3  98,807

その他 36,117 15,706

特別損失合計 2,248,838 1,448,435

税引前当期純損失（△） △2,019,803 △1,906,065

法人税、住民税及び事業税 1,848 1,210

法人税等合計 1,848 1,210

当期純損失（△） △2,021,651 △1,907,275
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（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 10,889,355 3,300,000

当期変動額   

新株の発行 300,000 －

欠損填補のための資本金取崩 △7,889,355 －

当期変動額合計 △7,589,355 －

当期末残高 3,300,000 3,300,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 4,390,391 300,000

当期変動額   

新株の発行 300,000 －

欠損填補のための資本準備金取崩 △4,390,391 －

当期変動額合計 △4,090,391 －

当期末残高 300,000 300,000

その他資本剰余金   

前期末残高 5,802,287 3,193,944

当期変動額   

欠損填補のための資本金取崩 7,889,355 －

欠損填補のための資本準備金取崩 4,390,391 －

その他資本剰余金からその他利益剰余金
への振替

△14,888,089 －

当期変動額合計 △2,608,343 －

当期末残高 3,193,944 3,193,944

資本剰余金合計   

前期末残高 10,192,678 3,493,944

当期変動額   

新株の発行 300,000 －

欠損填補のための資本金取崩 7,889,355 －

欠損填補のための資本準備金取崩 － －

その他資本剰余金からその他利益剰余金
への振替

△14,888,089 －

当期変動額合計 △6,698,734 －

当期末残高 3,493,944 3,493,944

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △14,888,089 △2,021,651

当期変動額   

その他資本剰余金からその他利益剰
余金への振替

14,888,089 －

当期純損失（△） △2,021,651 △1,907,275
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（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 12,866,437 △1,907,275

当期末残高 △2,021,651 △3,928,927

利益剰余金合計   

前期末残高 △14,888,089 △2,021,651

当期変動額   

その他資本剰余金からその他利益剰余金
への振替

14,888,089 －

当期純損失（△） △2,021,651 △1,907,275

当期変動額合計 12,866,437 △1,907,275

当期末残高 △2,021,651 △3,928,927

自己株式   

前期末残高 △5,953 △5,954

当期変動額   

自己株式の取得 △1 －

当期変動額合計 △1 －

当期末残高 △5,954 △5,954

株主資本合計   

前期末残高 6,187,991 4,766,338

当期変動額   

新株の発行 600,000 －

欠損填補のための資本金取崩 － －

欠損填補のための資本準備金取崩 － －

その他資本剰余金からその他利益剰余金へ
の振替

－ －

当期純損失（△） △2,021,651 △1,907,275

自己株式の取得 △1 －

当期変動額合計 △1,421,652 △1,907,275

当期末残高 4,766,338 2,859,063

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △96,477 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 96,477 －

当期変動額合計 96,477 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △96,477 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 96,477 －

当期変動額合計 96,477 －

当期末残高 － －
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（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) 

新株予約権   

前期末残高 － 350,000

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 350,000 －

当期変動額合計 350,000 －

当期末残高 350,000 350,000

純資産合計   

前期末残高 6,091,514 5,116,338

当期変動額   

新株の発行 600,000 －

欠損填補のための資本金取崩 － －

欠損填補のための資本準備金取崩 － －

その他資本剰余金からその他利益剰余金への
振替

－ －

当期純損失（△） △2,021,651 △1,907,275

自己株式の取得 △1 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 446,477 －

当期変動額合計 △975,175 △1,907,275

当期末残高 5,116,338 3,209,063
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 該当事項はありません。 

  

(4)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
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重要な会計方針

項目 
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） 

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）売買目的有価証券 

時価法（売却原価は移動平均法により

算定） 

(2）売買目的有価証券 

同左 

  (3）その他有価証券 

時価のあるもの…期末日の市場価格等

による時価法 

（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） 

(3）その他有価証券 

時価のあるもの…同左 

  

  時価のないもの…総平均法による原価

法 

時価のないもの…同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

─── 

  

─── 

  

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 建物（附属設備を除く）については定

額法、建物以外については定率法 

 なお耐用年数及び残存価額は法人税法

の定めと同一の基準によっております。

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左  

 （会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、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。

なお、これによる損益に与える影響は軽微

であります。 

  

─── 

  

  (2）無形固定資産 

自社利用のソフトウェアについて、社

内における見込利用可能期間（５年）に

よる定額法によっております。  

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左  

  

    

─── 

(3）リース資産 

リース期間を耐用年数として、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 
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項目 
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） 

４．繰延資産の処理方法 ─── ─── 

５．収益及び費用の計上基準 (1）営業用投資有価証券等収益及び営業用

投資有価証券等費用 

 営業用投資有価証券等収益には、投資

育成目的の営業用投資有価証券、営業出

資金の売上高（ネット表示）、受取配当

金及び受取利息等を計上しております。

 営業用投資有価証券等費用には、営業

用投資有価証券等の運用損等を計上して

おります。 

(1）営業用投資有価証券等収益及び営業用

投資有価証券等費用 

 同左 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 期末の債権残高に対する貸倒れに備え

るため、一般債権について、過年度の貸

倒実績率を基礎とした、将来の貸倒見積

率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては、個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  （2）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、簡便

法により、期末における退職給付債務の

見込額（自己都合により退職する場合の

期末要支給額相当額）を計上しておりま

す。 

（2）退職給付引当金 

同左 

  (3）投資損失引当金 

投資先の財政状況・資産状況の悪化に

伴う損失発生に備えるため、損失負担見

込額を計上しております。 

(3）投資損失引当金 

同左 

７．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

引に準じた会計処理によっております。

─── 
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項目 
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） 

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1）消費税等の処理方法 

 税抜き方式を採用しております。な

お、控除対象外消費税及び地方消費税

は、当期の費用として処理しておりま

す。 

(1）消費税等の処理方法 

同左 

  (2）営業用投資有価証券の会計処理 

 当社がM&A事業の営業取引として営業

投資目的で取得した有価証券について

は、「営業用投資有価証券」として「流

動資産の部」に計上しており、かつ、そ

の損益は、営業損益として表示すること

としております。 

 なお、当該投資により、一時的に営業

投資先の意思決定機関を支配している要

件、及び営業投資先に重要な影響を与え

ている要件を満たすこともありますが、

その所有目的は営業投資であり傘下に入

れる目的で行われていないことから、当

該営業投資先は子会社及び関連会社に該

当しないものとして評価を行っておりま

す。 

(2）営業用投資有価証券の会計処理 

同左 

  (3）投資事業組合等への出資に係る会計処

理  

 当社の子会社に該当する投資事業組合

等のうち連結の範囲に含めた投資事業組

合等については、投資事業組合の事業年

度の財務諸表又は当社の決算日における

組合等の仮決算による財務諸表に基づい

て、当該組合等の純資産及び収益・費用

を当社の出資持分割合に応じて、その他

の関係会社有価証券(固定資産)及び収

益・費用として計上しております。  

 子会社に該当する投資事業組合等のう

ち連結の範囲に含まれない投資事業組合

等への出資に係る会計処理は、投資事業

組合等の事業年度の財務諸表に基づい

て、当該組合等の純資産及び収益・費用

を当社の出資持分割合に応じて、その他

の関係会社有価証券(固定資産)及び収

益・費用として計上しております。 

(3）投資事業組合等への出資に係る会計処

理  

同左 
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項目 
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） 

   子会社に該当しない投資事業組合等の

うち営業投資目的による投資事業組合等

への出資に係る会計処理は、投資事業組

合等の事業年度の財務諸表に基づいて、

当該組合等の純資産及び収益・費用を当

社の出資持分割合に応じて、営業用投資

有価証券（流動資産）及び収益・費用と

して計上しております。 

 子会社に該当しない投資事業組合等の

うち営業投資目的以外の目的による投資

事業組合等への出資に係る会計処理は、

投資事業組合等の事業年度の財務諸表に

基づいて、当該組合等の純資産及び純損

益を当社の出資持分割合に応じて、投資

有価証券（固定資産）及び営業外損益

（投資事業組合等損益）として計上して

おります。 
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重要な会計処理方法の変更

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） 

 ───── （リース取引に関する会計基準の適用） 

当事業年度より「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））を適用し、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から通常の売

買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資

産として計上しております。なお、リース取引開始日が

適用初年度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。これによる損益への

影響はありません。 

表示方法の変更

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） 

 ───── （貸借対照表関係） 

前事業年度において、流動資産の「その他」に含めて

表示しておりました「買取債権」（前事業年度2,788千

円）は、重要性が増したため、当事業年度より区分掲記

しております。 

（損益計算書関係） 

──── 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日現在） 

当事業年度 
（平成21年３月31日現在） 

１．担保に供している資産 

───── 

１．担保に供している資産 

───── 

２．偶発債務 

(1）債務保証 

 次の連結子会社等について金融機関からの借入等に

対し債務保証を行っております。 

２．偶発債務 

(1）債務保証 

 次の連結子会社等について金融機関からの借入等に

対し債務保証を行っております。 

 上記の他、㈱オオエックスに対し、㈱双葉に関する

将来の偶発事象に関して約37百万円の債務保証を行っ

ております。 

保証先 
金額

（千円） 
内容

白石興産㈱  5,456 リース債務

三生興産㈱  750,752
借入・デリバティ
ブ債務  

㈱テレサイクル
サービス長崎  313,358 借入債務

計  1,069,567   

 上記の他、㈱オオエックスに対し、㈱双葉に関する

将来の偶発事象に関して約37百万円の債務保証を行っ

ております。 

保証先
金額 

（千円） 
内容

トランスデジタ
ル㈱  1,218 リース債務

三生興産㈱  695,058
借入・デリバティ
ブ債務  

㈱テレサイクル
サービス長崎  233,366 借入債務

計  929,643   

(2）訴訟 (2）訴訟 

①株券引渡等請求訴訟について 

 平成18年７月10日、東京地方裁判所において、原告

金田珠年から、当社を被告として、平成16年７月23日

の当社取締役会決議に基づき実施した第三者割当増資

に関連して、当社株式10万株にあたる株券の引渡しを

求めるとともに、仮にそれができない場合には株式１

株あたり990円の割合により算出した金員の支払等を

求める訴訟が提起されました。 

 しかしながら、当社は過去に一度も金田氏を割当先

とする第三者割当増資の発行決議をしたことはなく、

かつ、平成16年７月23日の発行決議に基づく新株式の

交付は全て当社が決議した割当先に全株式を交付済で

あり、当社が金田氏に株式を交付しなければならない

法的根拠は全くないものと認識しております。なお、

当社は、本件に関しては、金田氏を被告として別途債

務不存在確認訴訟を提起しております。 

 当社としては、今回の提訴は正当性のないものと考

えており、今後裁判において当社の主張が正しいこと

を明らかにする所存であります。 

  

  ───── 

  

※３．関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

※３．関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

流動資産「その他」 66,877千円

貸倒引当金 4,117,292千円

投資損失引当金 102,100千円

未払金 117千円

未払費用 234千円

営業未収入金       15,209千円

買取債権   107,853千円

流動資産「その他」  20,302千円

貸倒引当金        4,279,021千円

投資損失引当金        108,595千円

未払金    220千円

未払費用    233千円

2009/05/20 16:01:48

- 60 -



  

（損益計算書関係）

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） 

※１．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。   

土地 22,083千円 

計 22,083千円 

───── 

※２．減損損失 

 当社は、減損損失の算定に当たってはキャッシュ・

フローを生み出す 小単位として、事業部別の管理会

計上の区分又は各会社別に資産のグルーピングを行っ

ております。 

 このグルーピング後の保有資産について、ソフトウ

エア等管理用資産については、換金性に乏しいことな

どの諸要因に鑑み、当事業年度において以下の資産グ

ループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、その減少額を減損損失（47,635千円）として、特

別損失に計上しております。 

  

 なお、計上額の内訳は以下のとおりであります。 

場所 用途 種類

東京都 
内装工事、会
計ソフト他 

建物 
ソフトウエア他 

科目 金額 

建  物 13,692千円

器具及び備品 16,223千円

ソフトウエア 17,718千円

計 47,635千円

※２．減損損失 

 当社は、減損損失の算定に当たってはキャッシュ・

フローを生み出す 小単位として、事業部別の管理会

計上の区分又は各会社別に資産のグルーピングを行っ

ております。 

 このグルーピング後の保有資産について、ソフトウ

エア等管理用資産については、換金性に乏しいことな

どの諸要因に鑑み、当事業年度において以下の資産グ

ループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、その減少額を減損損失（4,349千円）として、特

別損失に計上しております。 

  

 なお、計上額の内訳は以下のとおりであります。 

場所 用途 種類

東京都
内装工事、会
計ソフト他 

建物 
ソフトウエア他 

科目 金額 

建  物       3,244千円

器具及び備品       547千円

ソフトウエア       557千円

計       4,349千円

  ※３．希望退職者募集に伴う割増退職金の支払額でありま

す。 

───── 

  

  

※４．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

※４．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

その他売上高 25,515千円 

受取利息 126,032千円 

貸倒引当金繰入額 1,721,610千円 

債務保証引当金戻入額 895,000千円 

その他売上高       45,733千円 

受取配当金       2,717千円 

受取利息        31,339千円 

支払利息      279千円 

貸倒引当金繰入額       438,243千円 

投資損失引当金繰入額       106,095千円 

関係会社株式評価損       889,328千円 

  

 ─────  

※５. 土地地役権設定のための補償料であります。 
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前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。 

当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

  

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式  15,889  20  ―  15,909

合計  15,889  20  ―  15,909

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式  15,909  ―  ―  15,909

合計  15,909  ―  ―  15,909

（リース取引関係）

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） 

１．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 

１.ファイナンス・リース取引  

所有権移転外ファイナンス・リース取引  

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

①リース資産の内容  

有形固定資産  

（単位：千円） 該当事項はありません。  

  
取得価額 
相当額 

減価償却累 
計相当額 

期末残高
相当額 

器具及び備品  20,183  13,239  6,943

合計  20,183  13,239  6,943

②リース資産の減価償却の方法  

重要な会計方針「３.固定資産の減価償却の方法」に

記載のとおりであります。 

   

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 3,080千円 

１年超 3,863千円 

合計 6,943千円 

  

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

(3）支払リース料、減価償却費相当額 

支払リース料 6,823千円 

減価償却費相当額 6,823千円 

  

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数として、残存価額を零とす

る定額法によっております。 

（有価証券関係）

  前事業年度末（平成20年３月31日） 当事業年度末（平成21年３月31日）

  
貸借対照表
計上額 
（千円） 

時価（千円） 差額（千円）
貸借対照表
計上額 
（千円） 

時価（千円） 差額（千円）

子会社株式  －  －  －  －  －  －
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（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日現在） 

当事業年度 
（平成21年３月31日現在） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産 （千円）

退職給付引当金損金算入限度超過額 12,226

貸倒引当金 1,028,343

投資損失引当金 41,544

投資有価証券評価損 40,099

繰越欠損金 7,783,279

その他 32,731

繰延税金資産小計 8,938,225

評価性引当額 △8,938,225

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債     

繰延税金負債合計 －

繰延税金資産の純額 －

繰延税金資産 （千円）

退職給付引当金損金算入限度超過額 6,857

貸倒引当金 621,271

投資損失引当金 44,187

投資有価証券評価損 4,475

関係会社減損  382,212

土地評価損  48,828

繰越欠損金 8,583,110

その他 19,860

繰延税金資産小計 9,710,804

評価性引当額 △9,710,804

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債     

繰延税金負債合計 －

繰延税金資産の純額 －

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

 当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため注

記を省略しております。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

 当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため注

記を省略しております。 
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 （注） １株当たり当期純利益（純損失）金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下

のとおりであります。 

  

（１株当たり情報）

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） 

１株当たり純資産額 50.25円

１株当たり当期純損失金額 22.50円

１株当たり純資産額     30.14円

１株当たり当期純損失金額     20.11円

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在するものの１株当たり当期純損失であるた

め記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在するものの１株当たり当期純損失であるた

め記載しておりません。 

  
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） 

１株当たり当期純利益（純損失）金額            

当期純利益（純損失△）（百万円）  △2,021  △1,907

普通株主に帰属しない金額 

（百万円） 
 －  －

普通株式に係る当期純利益 

（純損失△）（百万円） 
 △2,021  △1,907

期中平均株式数（千株）  89,847  94,847

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 

平成16年６月15日株主総会決議、平成

16年６月15日取締役会決議によるスト

ックオプション（新株予約権の数594

個） 

平成17年6月29日株主総会決議、平成

17年７月28日取締役会決議によるスト

ックオプション（新株予約権の数153

個） 

 ジェイ・ブリッジ株式会社第８回新株

予約権 

（新株予約権の数70,000個) 

平成16年６月15日株主総会決議、平成

16年６月15日取締役会決議によるスト

ックオプション（新株予約権の数4   

個） 

平成17年6月29日株主総会決議、平成

17年７月28日取締役会決議によるスト

ックオプション（新株予約権の数14   

個） 

 ジェイ・ブリッジ株式会社第８回新

株予約権 

（新株予約権の数70,000個) 
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（重要な後発事象）

前事業年度（平成20年３月31日現在） 当事業年度（平成21年３月31日現在）

１．子会社の異動  

当社は、平成20年4月17日開催の取締役会において、

当社の連結子会社である株式会社ジェイ・アセットの子

会社であり、かつ当社の特定子会社である三生興産株式

会社、ならびに当社の連結子会社である株式会社テレサ

イクルサービス長崎、株式会社サテライト朝日の3社に

ついて、株式会社ジェイ・アセットより株式譲受を行

い、当社の直接の子会社とすることを決議いたしまし

た。  

  

───── 

  

(1）子会社異動の理由  

当社が、株式会社ジェイ・アセットより当該3 社の

株式取得を行うことで、機動的な事業運営を図ること

ができると判断し、当該3 社を当社の直接の子会社と

することといたしました。  

  

  

(2）異動する子会社の概要（三生興産株式会社）  

・名称 三生興産株式会社  

・住所 静岡県伊東市岡字細久保1280 番地 

・代表者 代表取締役社長 池亀 功  

・資本金 490,000 千円  

・議決権比率 異動前 100.0 ％（100.0 ％）  

  異動後 100.0 ％ 

(注)（ ）内は、間接所有割合で内数であります。  

・事業の内容 場外車券場の施設運営・賃貸  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(3）異動する子会社の概要（株式会社テレサイクルサービ

ス長崎） 

・名称 株式会社テレサイクルサービス長崎  

・住所 長崎県諫早市飯盛町野中1 番地1  

・代表者 代表取締役社長 豊田 博  

・資本金 80,000 千円 

・議決権比率 異動前 100.0 ％（100.0 ％） 

  異動後 100.0 ％ 

(注)（ ）内は、間接所有割合で内数であります。 

・事業の内容 場外車券場の施設運営・賃貸   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(4）異動する子会社の概要（株式会社サテライト朝日）  

・名称 株式会社サテライト朝日 

 ・住所 山形県西村山郡朝日町大字中沢字中沢原13 番地

1 

・代表者 代表取締役社長 平野 彰  

・資本金 55,000 千円 

・議決権比率 異動前 100.0 ％（100.0 ％） 

  異動後 100.0 ％ 

(注)（ ）内は、間接所有割合で内数であります。 

 ・事業の内容 場外車券場の施設運営・賃貸  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (5）異動年月日 

 平成20 年4 月17 日 
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前事業年度（平成20年３月31日現在） 当事業年度（平成21年３月31日現在）

２．子会社の取得  

 当社は、平成20年5月30日開催の取締役会において、

平成20年2月29日に経営支援契約を締結した東京パーク

エンジニアリング株式会社（以下、「東京パークエンジ

ニアリング社」という。）の株式を取得することを決議

しました。 

  

 (1）子会社化する理由  

 東京パークエンジニアリング社は、立体駐車場並び

に自走式駐車場の製造、販売を中心とした事業を行っ

ており、技術と品質において優れた実績を持つ企業で

あります。しかしながら近年急激な資金繰り悪化を理

由として、平成19年10月4日に東京地方裁判所に民事再

生法の適用を申請致しました。  

 当社は、同社の資金繰り悪化は、改正建築基準法に

よる着工計画遅延が主な要因であり、必要な資金を確

保することで順調な回復が見込め、平成18年改正道路

交通法施行による駐車場需要や、開発型マンションや

オフィスビルの自走式駐車場需要が追い風となり、さ

らなる事業拡大が見込まれると考え、子会社化を決定

致しました。 

 当社は既に同社との間で金融・人材支援等を柱とし

た経営支援契約を締結しておりますが、この度、民事

再生計画が同裁判所に認可されたことで、東京パーク

エンジニアリング社が新たに発行する株式の90％を取

得致しました。   

    

（2）異動する子会社の概要  

①商号：東京パークエンジニアリング株式会社  

②代表者：代表取締役社長 吉田 裕  

 ③本店所在地：東京都中央区京橋3丁目6番地17号 

④設立年月日：昭和62年12月24日  

⑤主な事業の内容：立体駐車場並びに自走式駐車場の

製造、販売、設計、施工、請負  

⑥決算期：3月  

⑦従業員数：13名（平成20年5月末現在、役員を除く）

⑧資本金の額：50百万円 

⑨発行済株式総数：1,000株  

⑩大株主構成：ジェイ・ブリッジ株式会社

（90.0％）、吉田 裕（10.0％）  

⑪ 近の業績：売上高 3,244百万円（平成20年3月期）

  

（3）取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状

況 

①異動前の所有株式数 0株（所有割合 0％）  

②取得株式数 900株（取得価額90百万円）  

③異動後の所有株式数 900株（所有割合 90％） 

（4）日程  

平成20年5月30日 当社取締役会決議 

同日 株式取得および決済  
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前事業年度（平成20年３月31日現在） 当事業年度（平成21年３月31日現在）

３．関係会社株式の売却 

 当社は、平成20年5月30日開催の取締役会において、

活性化支援先企業として保有しておりました白石興産株

式会社（本社：宮城県白石市、以下、「白石興産」とい

う。）の全株式を売却することを決議しました。これに

より、白石興産は当社の持分法適用会社に該当しないこ

ととなりました。 

（1）株式売却の理由 

 当社は平成16年10月26日付で、白石興産及び株式会社

篠崎屋との3社間において資本・業務提携に関する基本

合意書を締結し、当社から財務面のノウハウを、篠崎屋

から実務面のノウハウをそれぞれ提供し、白石興産の事

業再生を行って参りました。その結果、再生計画の遂行

により、平成19年2 月22 日には仙台地方裁判所より民

事再生手続終結の決定を受けることとなりました。 

 こうしたことから、当社は白石興産再生における一定

の役割を終えたものと判断し、新たな投資対象に経営資

源を集中させるべく、同社の全株式の売却を決議いたし

ました。 

（2）白石興産株式会社の概要（平成20 年2 月29 日現

在） 

①商号 ：白石興産株式会社  

 ②代表者 ：代表取締役社長 鈴木 敬一郎 

③本店所在地 ：宮城県白石市大畑一番1 番地の  

 ④設立年月日 ：平成14 年12 月6 日（創業 明治19 年

10 月） 

 ⑤主な事業の内容 ：そば粉・乾麺の製造、小麦粉の販

売、加工食品の売買及びこれに付帯する事業 

 ⑥決算期 ：2 月 

 ⑦従業員数 ：58 名 

 ⑧資本金の額 ：80 百万円 

 ⑨発行済株式総数 ：1,600 株 

 ⑩大株主構成 ：ジェイ・ブリッジ株式会社

（47.5％）、株式会社篠崎屋（47.5％） 

 ⑪ 近の業績 ：売上高1,605 百万円、経常損失5百万

円、当期純利益8 百万円（平成20 年2 月期） 

（3）譲渡先の概要 

 個人（当社と利害関係はありません） 

（4）譲渡株式数及び譲渡前後の所有株式の状況 

 ①譲渡前の所有株式数 760 株（所有割合 47.5％） 

 ②譲渡株式数 760 株（譲渡価額760 円） 

 ③譲渡後の所有株式数 0 株（所有割合 0.0％） 

（5）譲渡の日程 

 平成20 年5 月30 日 当社取締役会決議、株式譲渡に

関する基本合意書締結 

 平成20 年6 月10 日 本契約締結、株式譲渡代金及び

株券の受渡  
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前事業年度（平成20年３月31日現在） 当事業年度（平成21年３月31日現在）

４．訴訟の提起 

 当社子会社である株式会社ジェイ・アセット及び当

社は、平成20年5月30日付で、東京地方裁判所（訴状

送達日：平成20年6月5日）において訴訟の提起を受け

ました。  

 （１）訴訟を提起した者 

 ①商号 ウェルタイム・キャピタル・ベンチャー・イ

ンク 

 ②代表者 代表取締役 スタンレー・ギャン・ギュア

ン・ホン 

  

 （２）訴訟の内容 

 ①株式会社ジェイ・アセット（以下、「ジェイ・アセ

ット」という。）は、ウェルタイム・キャピタル・

ベンチャー・インク（以下、「WTCV」という。）に

対し、金1億5000万円及びこれに対する平成19年10

月1日から支払い済みまで年5分の割合による金員を

支払え。 

 ②ジェイ・アセットがジェイ・ブリッジ株式会社（以

下、「当社」という。）との間で平成20年4月17日

に行った株式売買契約は、取り消す。 

 ③訴訟費用は、ジェイ・アセット及び当社の負担とす

る。  

  

 （３）事件の内容 

 当社子会社であるジェイ・アセットは、平成20年4

月17日付で同社の子会社である三生興産株式会社、株

式会社テレサイクルサービス長崎及び株式会社サテラ

イト朝日の株式について鑑定評価を取得し、鑑定評価

額を株式譲渡代金として当社に売却いたしました。 

 これに対して、WTCVは、ジェイ・アセットの収益源

である子会社3社の株式が当社に譲渡されたことがジ

ェイ・アセット及び当社の詐害行為であるとして、当

該株式譲渡の取り消し、及びジェイ・アセットによる

社債償還を求めているものであります。 

  

 （４）事件に対する会社の意見 

 ジェイ・アセットは、鑑定評価を取得した上で、適

正価格にて当該株式譲渡を実行しており、これらは詐

害行為ではないと認識しております。このため、本訴

訟の提起は誠に遺憾でありますが、WTCVからの請求に

対しては、法廷の場で適切に対応していく方針であり

ます。 
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(1）役員の異動 

  開示内容が決まった時点で開示いたします。 

    

 (2）その他 

 該当事項はありません。  

  

６．その他
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