
平成21年7月期 第3四半期決算短信 

平成21年6月5日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 中小企業投資機構株式会社 上場取引所 大 

コード番号 2318 URL http://www.sme-investment.com
代表者 （役職名） 代表取締役 （氏名） 西尾 豊

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員 管理本部長 （氏名） 鈴木 伸治 TEL 06-7732-7892
四半期報告書提出予定日 平成21年6月12日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成21年7月期第3四半期の連結業績（平成20年8月1日～平成21年4月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年7月期第3四半期 11,021 ― △427 ― △622 ― △2,090 ―

20年7月期第3四半期 11,725 △19.1 △714 ― △1,003 ― △2,579 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年7月期第3四半期 △339.93 ―

20年7月期第3四半期 △2,509.99 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年7月期第3四半期 10,443 2,576 15.7 210.11
20年7月期 10,731 2,728 23.0 1,124.35

（参考） 自己資本   21年7月期第3四半期  1,637百万円 20年7月期  2,469百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年7月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年7月期 ― 0.00 ―

21年7月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成21年7月期の連結業績予想（平成20年8月1日～平成21年7月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 14,600 △8.0 △480 ― △700 ― △2,480 ― △318.15



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他欄をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他欄をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．業績予想には、本資料発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想が含まれており、実際の業績は、様々なリスク要因や不確実な要因
により記載の予想と異なる可能性があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年7月期第3四半期 7,795,456株 20年7月期  2,196,395株

② 期末自己株式数 21年7月期第3四半期  445株 20年7月期  439株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年7月期第3四半期 6,148,499株 20年7月期第3四半期 1,027,509株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発する金融不安に加えて、個人

消費は低下し景気の先行きに減速感が増してまいりました。 

 このような状況のもと当社グループは、当社のシステム販売事業の縮小に伴い、新たな事業展開として中小企業振

興ネットワーク（中小企業ＩＴ支援機構株式会社、中小企業管理機構株式会社、中小企業債権回収機構株式会社、中

小企業支援機構株式会社、中小企業信用機構株式会社、中小企業人材機構株式会社、中小企業保証機構株式会社、中

小企業信販機構株式会社、日本振興銀行株式会社）との業務及び資本提携を開始しております。また、投資効率の観

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

囲の見直しを行っております。 

 当社グループは、事業再構築の過程にあり当第３四半期連結累計期間におきましては、子会社株式売却益を計上し

たものの、昨今の経済状況及び市場環境等を鑑み、将来的な減損リスクの回避を目的として健全性及び保守的な観点

に立ち、投資先の個別の損益状況、純資産価値など総合的に再評価した結果、投資有価証券評価損及び投資損失引当

金繰入額を計上したことにより四半期純損失を計上しております。   

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における業績は売上高が11,021百万円、営業損失は427百万円、経常損失

は622百万円、四半期純損失は2,090百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

＜青果卸売事業＞ 

 青果卸売事業におきましては、個人消費の低下により、小売店頭での荷動きが重い状況が続いており、非常に厳し

い状況が続いております。 

 その結果、売上高は10,533百万円、営業利益は33百万円となりました。 

 

＜システム販売事業＞ 

 システム販売事業におきましては、システム販売の主力商品であった繁盛ネットＢ２Ｂシステムの販売を縮小する

とともに、それに係るアライアンス企業への投資も同時に縮小しております。 

 その結果、売上高は84百万円、営業損失は396百万円となりました。 

   

＜店舗企画・設計事業＞ 

 店舗企画・設計事業におきましては、事業の強みである製菓・製パン店に特化した店舗の新装及び改装についての

ノウハウや経験を活かして受注活動を行っておりますが、売上高の減少を吸収するまでには至りませんでした。 

 その結果、売上高は80百万円、営業損失は27百万円となりました。 

  

＜その他の事業＞ 

 その他の事業におきましては、熊青西九州青果株式会社が保有する土地及び建物の賃貸による不動産管理事業は安

定した売上高及び営業収益を計上しておりますが、株式会社カーフーによる中古車販売店向けＡＳＰ提供事業が営業

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

 その結果、売上高は322百万円、営業損失は43百万円となりました。 

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

ります。 

  

（１） 資産・負債・純資産の状況 

①資産 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末に比べ288百万円減少し、10,443百万円となりまし

た。流動資産は、前連結会計年度末より156百万円増加し1,294百万円、固定資産は前連結会計年度末に比べて445

百万円減少し9,148百万円となりました。流動資産の増加は、現金及び預金が216百万円増加したこと等により、固

定資産は投資有価証券の取得による増加がありましたが、投資有価証券の評価損の計上に伴い前連結会計年度末よ

り投資その他の資産合計が381百万円減少したことによるものです。  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報



②負債 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末に比べ136百万円減少し、7,866百万円となりまし

た。流動負債については、前連結会計年度末より284百万円増加し5,751百万円、固定負債は前連結会計年度末に比

べて420百万円減少し2,115百万円となりました。流動負債の減少は、預り金が1,376百万円減少したこと等によ

り、固定負債は長期借入金が前連結会計年度末より593百万円減少したことによるものです。  

  

③純資産 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は新株予約権の行使もありましたが、累計期間で四半期純損失とな

り、前連結会計年度末に比べ152百万円減少し、2,576百万円となりました。これにより自己資本比率は15.7％（前

期末23.0％）となりました。  

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が

2,059百万円となり、投資有価証券売却損817百万円及び投資有価証券評価損931百万円、投資損失引当金1,750百万

円の非資金項目によるキャッシュ・フローの増加要因もありましたが、127百万円のキャッシュ・フローの減少と

なりました。  

  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結会計期間末における投資活動によるキャッシュ・フローは、子会社株式の売却による収入

1,464百万円の増加要因もありましたが、投資有価証券の取得による支出3,049百万円のキャッシュ・フローの減少

があり、1,392百万円のキャッシュ・フローの減少となりました。 

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結会計期間末における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額2,416百万

円のキャッシュ・フローの増加があり、長期借入金の返済による支出1,314百万円がありましたが、1,711百万円の

キャッシュ・フローの増加となりました。 

  

以上の結果、キャッシュ・フローの合計は前連結会計年度末に比べて192百万円のキャッシュ・フローの増加と

なり、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は、615百万円となりました。 

  

 通期の連結業績予想につきましては、本日（平成21年６月５日）付「業績予想の修正に関するお知らせ」にて修正

しております。詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

 該当事項はありません。 

   

 固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の減価償却の算定方法は、定率法を採用しているものについて事業年度に係る減価償却費の額を期

間按分して算定する方法によっております。 

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用

しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

  第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年７月

５日）を適用し、評価基準について原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

 なお 、これによる損益に与える影響はありません。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更



③「リース取引に関する会計基準」等の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 平成19年３月30日)及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号 平成19年３月30日)を第１四半期連結会計期

間より早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリースについては、通常の売買取引に係

る会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年４月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 653,893 437,442

受取手形及び売掛金 425,799 357,090

商品 73,883 67,671

仕掛品 586 19,651

原材料及び貯蔵品 2,469 2,882

その他 140,237 258,223

貸倒引当金 △2,214 △5,077

流動資産合計 1,294,655 1,137,883

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 367,599 384,308

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 86,653 104,248

土地 2,888,019 2,888,019

有形固定資産合計 3,342,272 3,376,575

無形固定資産   

その他 133,481 163,298

無形固定資産合計 133,481 163,298

投資その他の資産   

投資有価証券 8,320,197 6,859,583

その他 259,103 366,213

貸倒引当金 △149,237 △165,467

投資損失引当金 △2,757,365 △1,006,487

投資その他の資産合計 5,672,698 6,053,841

固定資産合計 9,148,452 9,593,716

資産合計 10,443,108 10,731,600



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年４月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 244,251 259,450

短期借入金 4,336,920 2,280,318

1年内返済予定の長期借入金 438,066 841,272

1年内償還予定の社債 8,000 8,000

未払法人税等 33,954 39,428

賞与引当金 23,564 10,284

債務保証損失引当金 23,846 －

その他 642,853 2,028,466

流動負債合計 5,751,458 5,467,220

固定負債   

社債 8,000 16,000

長期借入金 1,140,776 1,734,052

繰延税金負債 769,217 586,193

退職給付引当金 57,740 59,903

役員退職慰労引当金 2,200 400

その他 137,246 138,903

固定負債合計 2,115,181 2,535,452

負債合計 7,866,639 8,002,672

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,389,147 5,899,422

資本剰余金 3,316,730 2,827,005

利益剰余金 △8,315,161 △6,225,108

自己株式 △13,420 △13,419

株主資本合計 1,377,295 2,487,900

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 260,539 △18,885

評価・換算差額等合計 260,539 △18,885

新株予約権 － 102,020

少数株主持分 938,632 157,892

純資産合計 2,576,468 2,728,927

負債純資産合計 10,443,108 10,731,600



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 11,021,550

売上原価 10,019,404

売上総利益 1,002,145

販売費及び一般管理費 1,429,664

営業損失（△） △427,519

営業外収益  

受取利息 1,390

雑収入 22,200

その他 5,139

営業外収益合計 28,730

営業外費用  

支払利息 190,958

その他 33,245

営業外費用合計 224,203

経常損失（△） △622,992

特別利益  

関係会社株式売却益 670,485

債務免除益 1,145,124

その他 262,636

特別利益合計 2,078,246

特別損失  

固定資産除売却損 6,773

投資有価証券売却損 822,479

投資有価証券評価損 930,833

投資損失引当金繰入額 1,754,057

その他 964

特別損失合計 3,515,108

税金等調整前四半期純損失（△） △2,059,854

法人税、住民税及び事業税 29,164

少数株主利益 1,033

四半期純損失（△） △2,090,053



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 3,840,603

売上原価 3,488,704

売上総利益 351,899

販売費及び一般管理費 415,539

営業損失（△） △63,640

営業外収益  

受取利息 446

雑収入 3,775

その他 1,251

営業外収益合計 5,472

営業外費用  

支払利息 66,394

その他 16,897

営業外費用合計 83,291

経常損失（△） △141,459

特別利益  

関係会社株式売却益 620,280

その他 20,777

特別利益合計 641,057

特別損失  

固定資産除売却損 3,482

投資有価証券売却損 19,060

投資有価証券評価損 186,666

投資損失引当金繰入額 1,754,057

その他 200

特別損失合計 1,963,465

税金等調整前四半期純損失（△） △1,463,868

法人税、住民税及び事業税 12,373

少数株主利益 75

四半期純損失（△） △1,476,316



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △2,059,854

減価償却費 77,163

株式交付費 7,076

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,523

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,280

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,162

投資損失引当金の増減額（△は減少） 1,750,877

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 23,846

受取利息及び受取配当金 △2,228

支払利息 190,958

持分法による投資損益（△は益） △409

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） 817,865

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 931,133

子会社株式売却損益（△は益） △670,485

固定資産除売却損益（△は益） 6,773

債務免除益 △1,145,124

売上債権の増減額（△は増加） △99,036

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,266

仕入債務の増減額（△は減少） 165,087

その他 90,804

小計 103,309

利息及び配当金の受取額 2,134

利息の支払額 △198,295

法人税等の支払額 △34,587

営業活動によるキャッシュ・フロー △127,438

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △24,000

短期貸付金の増減額（△は増加） 1,250

長期貸付金の回収による収入 3,306

有形固定資産の取得による支出 △11,884

無形固定資産の取得による支出 △6,107

有形固定資産の売却による収入 366

投資有価証券の取得による支出 △3,049,229

投資有価証券の売却による収入 281,761

子会社株式の取得による支出 △300

子会社株式の売却による収入 1,400,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

64,644

関係会社株式の取得による支出 △7,000

その他 △44,903

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,392,095



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年４月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,416,601

長期借入れによる収入 305,000

長期借入金の返済による支出 △1,314,482

社債の償還による支出 △8,000

株式の発行による収入 312,923

自己株式の取得による支出 △1

配当金の支払額 △56

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,711,984

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 192,451

現金及び現金同等物の期首残高 422,942

現金及び現金同等物の四半期末残高 615,393



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 当社グループは、平成17年7月期以降連続して当期純損失を計上しております。当該状況により、継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在しております。 

四半期連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消すべく以下の施策を行っております。 

 財務面につきまして当社グループは、以下の取引を実行しております。 

①コミットメントラインの締結 

 契約日   平成20年10月８日 

 借入枠   1,900百万円 

 契約期間  自 平成20年10月８日 

       至 平成21年９月30日 

 借入利率  9.0%  

 借入先   中小企業保証機構株式会社 

 コミットメントラインフィー  1.0% 

②特殊当座借越契約の締結 

 契約日  平成21年２月26日 

 借入枠  2,400百万円 

 契約期間 平成22年２月26日 

 借入利率 ５％ 

 借入先  日本振興銀行株式会社 

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

      め   

③債務免除の申出による債務免除の実施（債務免除実施額合計1,145百万円） 

 ・債務免除日 平成20年11月10日 555百万円 

        平成21年１月20日 590百万円  

 ・債務免除金額  750百万円（当社第13回新株予約権の包括行使請求に係わる既払込額） 

           23百万円 (第11回乃至第13回新株予約権の買入消却費用） 

  債務免除先   ミレニアムストーン投資事業有限責任組合 

 ・債務免除金額  371百万円（貸付債権） 

  債務免除先   ＣＣＳ株式会社 

④金融機関からの借入金のうち、当初借入時の約定どおりに返済を行っていなかった借入金は一括返済をし

ております。これにより、すべての金融機関において期限の利益を喪失した金銭消費貸借契約は解消して

おります。 

営業面におきましては、Ｍ＆Ａ関連事業、財務・業務支援及びコンサルティング事業を開始し、収益の向上に努

めております。 

 また、事業縮小に伴い本社の移転等による地代家賃等の経費においてもより一層の削減により財務体質の健全

化を図ってまいります。 

財務体質の健全化及び運転資金等の確保のため、また、当社の新たな事業展開として中小企業振興ネットワーク

（中小企業ＩＴ支援機構株式会社、中小企業管理機構株式会社、中小企業債権回収機構株式会社、中小企業支援

機構株式会社、中小企業信用機構株式会社、中小企業人材機構株式会社、中小企業保証機構株式会社、中小企業

信販機構株式会社、日本振興銀行株式会社）との業務及び資本提携を開始しております。 

 四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な疑義の影響を四半期連結

財務諸表には反映しておりません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記



当第３四半期連結累計期間（自平成20年８月１日 至平成21年４月30日） 

 （注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主要な商品、製品、役務 

システム販売事業………………………Ｂ２Ｂシステム、業務受託、Ｂ２Ｂコンサルティング 

店舗企画・設計事業……………………店舗内装及び新築 

青果卸売事業……………………………青果、果実を扱う地方卸売場の運営 

その他の事業……………………………ＡＳＰ提供事業等、システムスタッフ請負派遣事業、不動産管理業、

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

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成21年４月30日） 

 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計の金額に占める割合がいずれも90％超であるため、所

在地別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成21年４月30日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

 当社は、平成20年８月7日、平成20年８月11日、平成20年９月26日、平成20年11月19日付で、第８、９、10、

11、13,14,15,16回新株予約権の権利行使が行われました。この結果、当第３四半期連結累計期間において資本

金及び資本準備金がそれぞれ489,725千円増加し、当第３四半期連結累計期間末において資本金が6,389,147千

円、資本準備金が3,316,730千円となっております。 

  

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
システム販売
事業 

（千円） 

店舗企画・設
計事業 

（千円） 

青果卸売事業
（千円） 

その他の事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  84,308 80,547 10,533,707 322,987  11,021,550  － 11,021,550

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 426 817 － 5,938  7,181 (7,181) －

計  84,734 81,364 10,533,707 328,926  11,028,732 (7,181) 11,021,550

営業利益又は営業損失(△)  △396,460 △27,364 33,436 △43,775  △434,164  6,645 △427,519

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  

科目 

前第3四半期連結累計期間 

（自 平成19年８月１日 

至 平成20年４月30日） 

金額（千円） 
百分比

（％）

Ⅰ 売上高   11,725,976 100.0

Ⅱ 売上原価   10,503,674 89.6

売上総利益   1,222,302 10.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,936,854 16.5

営業損失   714,552 △6.1

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息 1,262    

２. 受取配当金 6    

３．その他 30,692 31,962 0.3

Ⅴ 営業外費用      

１．支払利息 202,202    

２. 株式交付費 11,861    

３. 社債発行費償却 24    

４．持分法による投資損失 472    

５．その他 106,804 321,366 2.7

経常損失   1,003,955 △8.6

Ⅵ 特別損失      

１. 固定資産処分損 11,909    

２．投資有価証券評価損 988,178    

３．投資有価証券売却損 65,237    

４．投資損失引当金繰入額 211,504    

５．貸倒引当金繰入額 157,173    

６．その他 99,379 1,533,382 13.1

税金等調整前第四半期純損失   2,537,338 △21.6

法人税、住民税及び事業税 35,409    

法人税等調整額 － 35,409 0.3

少数株主利益   6,293 0.1

四半期（当期）純損失   2,579,041 △22.0

       



  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  

前第３四半期連結累計期間

（自 平成19年８月１日 

至 平成20年４月30日）

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前第３四半期（当期）純損失 △2,537,338 

減価償却費 214,838

株式交付費 11,861

社債発行費償却 24

貸倒引当金の増加額 70,079

賞与引当金の増加額 12,594

退職給付引当金の減少額 △10,648

投資損失引当金の増加額 211,504

受取利息及び受取配当金 △1,269

支払利息 202,202

持分法による投資損失 472

投資有価証券売却損 65,237

固定資産処分損 11,909

投資有価証券評価損 988,178

売上債権の減少額 432,489

たな卸資産の減少額（△増加額） △17,445

仕入債務の増加額 185,968

その他資産の減少額 26,634

その他負債の増加額（△減少額） △411,709

小計 △544,416 

利息及び配当金の受取額 1,422 

利息の支払額 △185,865 

法人税等の支払額 △46,186 

営業活動によるキャッシュ・フロー △775,045 



  

前第３四半期連結累計期間

（自 平成19年８月１日 

至 平成20年４月30日）

区分 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △10,000 

定期預金の払戻による収入 996,234 

短期貸付金の純増減額 624 

長期貸付金の回収による収入 4,578 

有形固定資産の取得による支出 △5,076 

社用資産の売却による収入 227 

無形固定資産の取得による支出 △80,251 

投資有価証券の取得による支出 △794,220 

投資有価証券の売却による収入 289,767 

その他投資等による収入 7,702 

その他投資等の増加による支出 △9,855 

投資活動によるキャッシュ・フロー 399,733 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の減少額 △744,614 

長期借入れによる収入 117,000 

長期借入金の返済による支出 △585,468 

社債の発行による収入 199,975 

社債の償還による支出 △370,500 

株式の発行による収入 232,836 

新株予約権の付与による収入 120,000 

新株予約権者からの新株包括行使による預り金 1,300,000 

親会社による配当金の支払 △172 

自己株式の取得による支出 △56 

財務活動によるキャッシュ・フロー 268,999 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △106,312 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 610,531 

Ⅵ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △5,491 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 498,727 
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