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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 18,420 2.6 △897 ― △741 ― △9,547 ―

20年3月期 17,957 △21.8 △740 ― △778 ― △6,437 ―

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 △18,524.90 ― △114.1 △4.8 △4.9

20年3月期 △12,495.88 ― △39.0 △3.6 △4.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  28百万円 20年3月期  △139百万円

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 12,280 3,594 29.0 6,911.09
20年3月期 18,600 13,346 70.9 25,571.16

（参考） 自己資本   21年3月期  3,562百万円 20年3月期  13,178百万円

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 △13 △3,626 2,493 3,411
20年3月期 △1,583 △363 712 4,521

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 ― ― ― 250.00 250.00 128 ― 0.8
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 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） 
（％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

5,700 △43.0 △550 ― △548 ― △1,043 ― △2,023.81

通期 10,952 △40.5 △350 ― △363 ― △1,137 ― △2,206.91
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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）  無  

(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、21～25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」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、39ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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3月期 516,154株 20年3月期 516,106株

② 期末自己株式数 21年3月期  748株 20年3月期  748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 1,112 34.5 △82 ― 82 △46.5 △10,594 ―

20年3月期 827 △77.1 24 △99.1 153 △94.3 △5,809 ―

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 △20,556.22 ―

20年3月期 △11,276.88 ―

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 4,478 3,211 71.7 6,231.79
20年3月期 15,494 13,911 89.5 26,920.34

（参考） 自己資本 21年3月期  3,211百万円 20年3月期  13,873百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想につきましては、本資料発表時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業
績は予想数値と異なる場合があります。 
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当連結会計年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界金融市場の

混乱が一層深刻化の度合を深め実態経済に波及する中、わが国の経済においても世界的な景気後退の影

響が顕著となり、株式市場の低迷、急激な円高、企業収益の大幅な減少、雇用情勢の急速な悪化、設備

投資の抑制、個人消費の冷え込み等により、景気は減速傾向から深刻な後退局面へと入りました。当社

グループの顧客層である小企業においても、これまでマクロ経済の影響を受けることが稀でありました

が、とりわけ第３四半期以降は、小企業の多くにも景気減退の影響が顕著に表れ始め、当社グループに

とっても厳しい経営環境となりました。 

 このような中、当社グループは当連結会計年度の経営方針に「選択と集中」を掲げ、中長期的な安定

成長に向けて、強固な収益基盤を確立すべく、重点施策として「経営支援サービス本流化のための土台

作り」「マネジメント強化」および「人材、制度、インフラ整備」に取り組んでまいりました。 

 売上面においては、ＩＴパッケージにおいて第２四半期までは、計画に対して概ね順調に推移したも

のの、景気悪化の影響に伴い、当第３四半期より当社顧客層からの受注量が一時的に停滞し、またリー

ス会社の承認率が低下したことにより前年実績を下回ったものの、経営支援サービスにおいて、売上高

が増収となった結果、売上高は前年同期比で若干の増収となりました。 

 利益面においては、売上高の計画乖離を補うべく、全社的なコスト・コントロールを実施してまいり

ましたが、下半期の売上高の減少を吸収するには至らなかった結果、営業損失を計上することとなりま

した。 

 また、当連結会計年度においては経営方針に基づき、グループ再編を積極的に実施し、前連結会計年

度末において連結子会社11社、持分法適用関連会社４社の合計15社だったものが、当連結会計年度末に

は連結子会社10社にまで適正化を図ってまいりましたが、折からの経済環境の影響を受け、株式市場の

暴落及びＭ＆Ａ市場の収縮が急激に進み、子会社及び一部事業の見直しに伴う売却損、グループ子会社

ののれん代の減損及び保有する有価投資証券の評価損が発生しました。また、不動産担保債権の買取事

業を行う合同会社Expanding Investment Co.と結んでいたローンコミットメント契約を、当社からの直

接貸付けに切替えることで、当該ビジネススキームの解消を図りました。これに伴い、昨今の経済状況

を鑑み、貸付けに対する将来のデフォルトリスク等に備えて貸倒引当金の繰入を計上、また、営業立替

金事業における不正行為及び不適切な会計処理が判明したことにより、営業立替金残高を破産更正債権

に振り替えるとともに貸倒引当金を計上いたしました。加えて、ＩＴパッケージの商材開発の為のソフ

トウェア資産の除却、コスト構造の抜本的改善を目的とした本社オフィスならびに支店の移転に伴う固

定資産の除却および引当金の繰入を実施しております。これらの要因から特別損失8,907百万円を計上

することとなりました。 

 これらの結果、当連結会計年度における売上高は18,420百万円（前年同期比2.6％増）となりまし

た。また、営業損失は897百万円（前期は営業損失740百万円）、経常損失は741百万円（前期は経常損

失778百万円）、当期純損失は9,547百万円（前期は当期純損失6,437百万円）となりました。 

  

（サービスセグメント別の業績） 

・ＩＴパッケージ 

ＩＴパッケージについては、第２四半期までは概ね順調に推移したものの、急激な景況感悪化による

影響が第３四半期より顕著に表れ、受注率が一時停滞いたしました。加えて、当該事業はリース販売の

形態をとるため、リース会社の審査基準が業績に影響を与えるものとなりますが、経済環境の影響から

上期と比して第３四半期は承認率が低下したことも業績に影響を与える結果となりました。第４四半期

においては、受注率・リース契約の承認率ともに回復の兆しが見られたものの、第３四半期の落ち込み

をカバーするまでに至らなかった結果、売上高は9,261百万円（前年同期比2.8％減少）となりました。

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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・経営支援サービス 
経営支援サービスについては、各種支援サービスの拡充に取り組んでまいりましたが、既存サービス

が前期と同水準で推移したことに加えて、開業支援サービスの強化を目的として株式会社フーディーズ

および株式会社テンポリノベーションを連結子会社に加えた結果、売上高は6,474百万円（前年同期比

65.4％増加）となりました。 

・その他事業子会社 

その他事業子会社については、「選択と集中」という経営方針の下、グループ再編に向けて子会社お
よび一部事業の見直しを実施したことで、期中にて連結子会社対象外となった会社の売上高が減少した
結果、売上高は2,684百万円（前年同期比40.5％減少）となりました。 

  

（特別損失について） 

当連結会計年度末は、収益性を基準とした取組み優先順位の厳格化を行い、グループ再編ならびに資
産の見直しを積極的に行ってまいりました。このような施策の中、金融支援サービスの一環として信用
保証を行うことで手数料収入を得ることを目的に参画したスキームである合同会社Expanding 
Investment Co.のローンコミットメント契約を解消したことにより、当社から合同会社Expanding 
Investment Co.に直接貸付を行いました。この貸付金に対し、昨今の経済状況を鑑み将来のデフォルト
リスク等に備え引当金の計上を実施いたしました。また、金融サービス室が提供する営業立替金事業に
おいて、従業員の不正行為及びそれに伴う不適切な会計処理が判明しました。この調査を行う中で営業
立替金等の回収可能性についての評価を行った結果、関連債権に対する貸倒引当金の計上をいたしまし
た。また、折からの経済危機の影響を受けて、株式市場の暴落およびＭ＆Ａ市場の収縮が急激に進み、
子会社および一部事業の見直しを進める中で減損および売却損が発生したことに加え、保有する投資有
価証券の評価損も発生いたしました。このほか、ＩＴパッケージの商材開発の為のソフトウェア資産の
除却、コスト構造の抜本的改善を目的とした本社ならびに支店の移転に伴う固定資産の除却および引当
金の繰入を実施しました。 

  

（次期の見通し） 

当社グループの翌連結会計年度の経営方針は、事業の柱でありますＩＴパッケージ販売に経営リソー
スを集中させることによる「本業回帰」をテーマに掲げ、周辺事業の縮小、グループ再編及び組織規模
の 適化、財務基盤の強化、内部統制の再構築に取り組んでいく所存であります。 
 当社グループの次期の見通しとしましては、以下のとおりであります。 
①ＩＴパッケージの安定収益確保 

当社グループの主力商材でありますＩＴパッケージにおきましては、安定的な収益を確保するため
に、以下の施策を行ってまいります。 

・販売サイクル見直しによる収益性の確保 

ＩＴパッケージの販売は、５年間のリース契約による販売を行い、その間顧客に対して様々なサポ
ートを提供し、リース契約満期後に新たにリース契約を締結して頂く販売サイクルとなっておりま
す。既存顧客の継続率を高めるべく顧客満足度の向上に繋がるサポート体制を強化すると共に、サポ
ートコストの 適化を図ることで、安定的な収益を確保する施策を講じてまいります。また、顧客満
足度向上により既存顧客からの紹介件数の増加に繋げるべく注力してまいります。 
・モバイル版ＩＴパッケージの販売強化 

従来のＰＣ版ＩＴパッケージでは販売価格から失注となっていた顧客に対し、廉価で導入が可能な
モバイル版ＩＴパッケージを提案することで、受注の増大を図ると共に、ＰＣ版とのセット販売によ
り受注金額の向上を行ってまいります。 

・ホームページ制作のリードタイム改善に伴う納期短縮 

ＩＴパッケージの納品までのリードタイムを短縮するべく、ホームページの制作のリードタイムを
改善してまいりましたが、引き続きリードタイムの改善、納期短縮に努めることで、早期の売上計上
が可能な体制を構築するとともに、制作コストの低減を図ってまいります。 
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②経営支援サービスの縮小 

経営支援サービスにおきましては、これまで顧客のニーズから「ヒト・モノ・カネ」という経営に
必要な支援サービスを提供し、将来の収益の柱とすべくサービスメニューの拡充を図ってまいりまし
た。しかしながら、経営環境の悪化に伴い、収益性改善の観点からＩＴパッケージを中心とした「本
業回帰」に方針を変更することとなり、経営支援サービスはＩＴパッケージとの親和性の高い一部支
援サービスを除き、一旦縮小を図ってまいります。 
 主な支援サービスごとの具体的な施策は、以下のとおりであります。 

・ＩＴサポート 

ＩＴパッケージを提供している顧客数の増加に伴い、既存顧客からの固定サポート料金が安定的に
積み上がっていくことの他に、顧客である小企業のニーズに合わせたＰＰＣ広告やホームページのリ
ニューアル等の様々なオプションサービスを提供していくことで、既存顧客からのサポートサービス
単価の増大に努めると共に、顧客満足度の向上を図ります。 

・ヤフー株式会社との連携強化 

ヤフー株式会社とは、平成19年６月に、関係強化を目的とした資本・業務提携を行い、様々な小企
業に向けての商材販売・開発を共同で行うべくサービスを展開してまいりました。ヤフー株式会社が
取扱う商材を積極的に取り入れることで、「Yahoo!ショッピング」「Yahoo!オークション」等をはじ
めとしたポータルサイトへの出店誘致、支援等を当社グループが行い、双方の強みを活かし、さらな
る業容拡大、顧客基盤の拡大を図ってまいります。 

・業務提携先である株式会社光通信との協業の模索 

平成21年６月に業務提携に関する基本合意を締結しました株式会社光通信とは、様々な領域におけ
る協業を模索してまいります。株式会社光通信の顧客基盤を活用することによる、ＩＴパッケージの
新たな販路の開拓、更には、両社の有する様々な商材を効率的に相互販売する等の協業体制の構築に
ついて検討、実施をしてまいります。 

・金融支援サービス 

金融支援サービスにおきましては、営業立替金事業において売上手数料の水増し計上、営業立替金
債権の相手先の付け替え等の従業員による不正行為が判明し、不動産担保債権買取事業と共に清算す
ることを決定いたしました。今後は、営業立替金債権及び不動産担保債権の回収及び売却のみを行
い、債権回収の目処が立ち次第、事業の清算をいたします。 

・開業支援サービス 

開業支援サービスにおきましては、多店舗経営を目指す小企業を対象に、２店舗目以降の開業のた
めの資金面から内装工事、開店後のＩＴに関する支援サービスを提供してまいりましたが、翌連結会
計年度の経営方針であるＩＴパッケージを中心とした「本業回帰」のテーマに則り、主力商材であり
ますＩＴパッケージとの関連性が低いことから、サービスの縮小を図ることを決定しました。今後は
当社保有の開業支援サービスに係る賃貸物件の売却を推し進めていく方針です。 

③グループの再編 

当社は当連結会計年度「選択と集中」をテーマに掲げ、グループ再編を積極的に行い、前連結会計
年度末において連結子会社11社、持分法適用関連会社４社の合計15社だったものが、当連結会計年度
末には連結子会社10社にまで適正化を図ってまいりました。翌連結会計年度の経営方針であります
「本業回帰」のテーマに則り、継続してグループ再編を積極的に行い、ＩＴパッケージを中心とした
事業展開に向けたグループ体制を構築してまいります。 

④組織規模の 適化 

当社グループの四半期毎の従業員数推移は、平成18年12月末時点の1,786名を 大人数とし、平成
20年３月末は1,364名、平成21年３月末では1,074名と人員数の 適化を推し進めてまいりました。翌
連結会計年度におきましても、「本業回帰」の経営方針のもと、主力事業に経営リソースを集約し、
業務オペレーションの継続的な効率化を推し進めていくことで、組織規模の 適化を図ってまいりま
す。 

⑤財務基盤の強化 

平成19年３月期より経営成績が下降線を辿り、純資産の減少が続いております。企業の継続性にお
いては問題ないと認識しておりますが、昨今の景況感の悪化から依然として厳しい経営環境が続いて
おり、財務基盤の強化を図ってまいります。また、グループ子会社、開業支援サービスに係る賃貸物
件、投資有価証券等の資産の整理を進めてまいります。 

⑥内部統制の再構築 

従業員の不正行為の再発防止、万が一不正が発生した場合の早期の発見および改善を可能とする仕
組み作りを、今後の重要課題に捉えております。そのための業務手続の見直し、業務システム等の経
営管理インフラの整備をはじめとした経営管理体制の強化を図ってまいります。 
 また、コンプライアンス委員会のメンバー選定および活動内容の見直しを早急に行い、この度の不
祥事発生の教訓を反映させた形の定期的な社員研修を含めた活動プランを策定・実施し、企業風土を
改善してまいります。加えて、内部監査体制の強化を実施することにより、総合的な内部統制機能の
強化を図ってまいります。 
  
 以上の施策から、平成22年３月期の業績につきましては、売上高10,952百万円（前年同期比40.5％
減）、営業損失350百万円（前年は営業損失897百万円）、経常損失363百万円（前年は経常損失741百
万円）、当期純損失1,137百万円（前期は当期純損失9,547百万円）を見込んでおります。 
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①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末と比べて36.1％減少し、5,655百万円となりました。これは主に、金
融支援サービス事業における営業立替金が、前連結会計年度末に比べ1,300百万円減少したことにより
ます。これについては、営業立替金の回収可能性評価を厳格に行い、その過半について固定資産である
破産更正債権に振替えるとともに、貸倒引当金を計上したことによります。 
 固定資産は、前連結会計年度末と比べて32.1％減少し、6,624百万円となりました。これは主に、当
連結会計年度において経営方針である「選択と集中」の下、資産収益性の見直しを積極的に行った結
果、のれんが1,886百万円減少したこと、投資有価証券が1,700百万円減少したこと、またＩＴパッケー
ジの商材開発のためのソフトウェアに関して、その収益性評価を実施し、629百万円（減価償却含む）
について減損もしくは除却処理を実施したことによります。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末と比べて75.4％増加し、7,468百万円となりました。これは主に、短
期借入金が2,580百万円増加したこと、また本社及びグループ会社の移転を行ったことによる移転損失
引当金を505百万円計上したことによります。 
 固定負債は、前連結会計年度末と比べて22.2％増加し、1,217百万円となりました。これは主に、借
入金返済により長期借入金が427百万円減少しましたが、一方で預り保証金が587百万円増加したことに
よります。 

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末と比べて73.1％減少し、3,594百万円となりました。これは主に特別損
失の発生により利益剰余金が9,676百万円減少したことによります。 
  

①キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、以下の各キャッシュ・フローの状況とそれ
らの増減要因により、前連結会計年度末に比べて1,109百万円減少し、当連結会計年度末は3,411百万円
となりました。 
  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、13百万円減少（前連結会計年度は1,583百万円の減少）とな
りました。これは主に、売上債権の減少額468百万円により増加したものの、金融支援サービス事業の
営業立替金支出超過額496百万円等により減少したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、3,626百万円（前連結会計年度は363百万円の支出）となりました。
これは主に、関係会社株式の売却による収入968百万円があったものの、貸付けによる支出4,137百万円
及び無形固定資産の取得による支出391百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、2,493百万円（前連結会計年度は712百万円の収入）となりました。
これは主に、短期借入金の返済による支出1,456百万円の一方で、短期借入れによる収入4,160百万円に
よるものであります。 
  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 
  

 
(注)１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。 

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比率：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 
※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
業キャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。また有利子負債は、連結貸借
対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

  ２．営業キャッシュ・フローがマイナスの期については、「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」
及び「インタレスト・カバレッジ・レシオ」を記載しておりません。 

(2) 財政状態に関する分析

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               (％) 80.4% 70.9% 29.0%

時価ベースの自己資本比率  (％） 89.7% 60.4% 31.3%

キャッシュ・フロー対有利子 (年)
負債比率

－ － －

インタレスト・カバレッジ・ (倍)
レシオ

－ － －
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当社の利益配分の基本方針は、財務体質強化のための内部留保に重点を置くとともに、安定的な配当
を行うことであります。 
 当社の配当原資は、当社グループ各社に対する経営指導料、業務委託料および受取配当金となりま
す。したがって、当社から株主に対する利益還元は、当該配当原資が確保された後に行うこととなりま
す。当社は中間配当を行うことができる旨を定款で定めておりますが、期末配当による年１回の剰余金
の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は取締役会でありま
す。なお、当期につきましては、業績低迷により当該配当減資の確保が困難であったことから、無配と
させていただくことを決定いたしました。 

  

当社グループのリスクについて、投資家の判断に影響を及ぼす可能性があると考えられる主なものと
しては、以下の内容が挙げられます。なお、当社グループはこれらのリスクを認識した上で、事態の発
生の予防・回避及び発生時の対応に真摯に努める所存です。 
なお、文中における将来に関する事項は、平成21年７月31日現在において当社グループが判断したもの
であります。 
  

（取引について） 

①リース会社との関係について（販売方法について） 
当社グループは、当社の顧客とリース会社がリース契約を締結し、当社はリース会社に売上債権を販

売するという形態（リース売上）をとっております。リース売上は、顧客がより手軽にＩＴパッケージ
を導入できることに加え、リース会社に顧客の与信審査を依頼することで不良債権等の発生を未然に防
止することができます。しかし、リース契約が不成立の際は、当社との現金取引となる場合もあり、従
いましてリース契約および現金取引がともに成立しない顧客とは、受注自体が取り消しとなる場合もあ
ります。また、今後、リース料率のアップや与信審査の状況変化によりリース契約が成立しないケース
が著しく増加した場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 
②営業形態について 
当社の主力事業であるリース契約を利用したＩＴパッケージ販売につきましては、顧客がリース契約

を申し込んだ時点で注文を認識しておりますが、リース販売という形態上、顧客への商品の納入・機器
設置後、これをリース会社が直接顧客に確認を行うことで売上と認識され計上に至ります。このため、
注文を受けてから売上計上に至るまでに、与信審査の可否状況や顧客側の事情によるキャンセルなど、
結果として成約に至らない場合があります。当社グループでは、営業機会を損なうことなく、成約件数
向上のため、営業担当が顧客と十分な対話・交渉を行った上で受注するよう努めております。しかし、
顧客からの注文に対して成約に至らないケースが増加した場合には、結果として営業効率の低下を招く
ことが想定され、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
  

（事業戦略について） 

①当社グループの経営環境について 
当社グループでは、従業員20名以下の小企業に対して小企業の活性化に繋がる経営支援サービスを提

供するべく、当社株式会社ＳＢＲを中心としたグループ経営を行っております。当社を含めたグループ
会社が行う事業に対し、競合他社の台頭、取扱商材の陳腐化、経済環境の変化等により業績に影響を及
ぼす可能性があります。 
②新商材の開発および改良について 
当社グループは、設立以来、小企業の業態に沿った事業を展開しており、今後も小企業のニーズに適

う商材やサービスの提供に取り組んでまいります。新商材の開発や改良にあたっては、現時点で入手可
能な情報に基づき十分な市場調査を行った上で事業展開を図ってまいりますが、潜在的な需要を効果的
に開拓するにあたっては、不確定要因が多く、事業計画を予定どおり達成できなかった場合は、現在見
込んでいるだけの成長性・収益性を確保できなくなり、またそれまでの投資負担等が結果として当社グ
ループの利益計画に影響を与える可能性があります。 
③事業の買収・提携等について 
当社グループは、小企業の経営活性化を目的として、様々な業種に向けた事業を展開していることか

ら、顧客からの業種毎の専門的な情報やビジネスソリューションの提供を求めるニーズに応えるため
に、そのノウハウをグループ内に取り込むべく、必要とする技術・サービスを有する企業の買収や事業
提携を積極的に進めて参りました。しかしながら、昨今の経営の状況を鑑み、収益性を基準とした取組
み優先順位の厳格化を行い、グループ再編ならびに資産の見直しを実施した結果、平成21年3月期はグ
ループ子会社ののれん代の減損、株式売却に伴う売却損を計上しております。引き続きグループ再編な
らびに資産の見直しを完遂すべく取り組み、当面は事業の買収・提携等については実施を控える方針で
すが、その影響で顧客が求める専門的情報やビジネスソリューションの提供が出来なかった場合には、
当社グループの収益に影響を及ぼす可能性があります。 
④研究開発・商材等にかかる事項について 

当社グループは、商材の開発の一部をグループ外の企業に委託しております。当社グループが研究開

発を委託する企業は、開発実績もあり、安定的な取引を行っておりますが、これらの企業の経営環境及

び商材において問題が発生し、研究開発等の委託が継続できなかった場合には、当社グループの事業運

営に支障をきたし、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）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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⑤新規参入業者の増加による競争激化について 
当社グループが展開している事業においては、現在明確な競合他社はいないものと認識しておりま

す。しかしながら、今後、新規参入業者を含めた競合他社との競争に晒され、当社グループの競争力の
低下や将来の事業において優位性を確保できない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ
ります。 
⑥企画・技術・営業・サポートのワンストップサービス提供について 
当社グループでは、パソコン等の設置、ホームページの制作を含むＩＴパッケージの導入、ＩＴを利

用した販売促進支援のほか、様々な経営支援サービスの提供を当社グループで行うことで、小企業の
「売上向上」「経費削減」による利益拡大を支援しております。この一連のサービスが当社の優位性で
ありますが、当社グループ内の連携が何らかの事象により崩れることで、一連のサービスが提供でき
ず、顧客満足度の低下や解約率の増加等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま
す。 
  

（人材について） 

①事業展開及び人材の確保について 
当社グループでは、これまで業容拡大のため営業要員を中心とした人材の確保やＭ＆Ａなどの手法を

通じ、従業員数、子会社数の増加による事業展開の拡大を行ってまいりましたが、前期より基礎構築期
として「選択と集中」をテーマに、グループ再編や資産収益性の見直しを積極的に行っております。そ
のため、グループ規模の 適化を行いつつ、営業・技術・経営管理等の各方面において、優秀な人材の
確保・育成を行っていくことが重要な課題と認識しております。しかしながら、グループ規模の 適化
ならびに人材の確保が想定どおりできなかった場合は、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従業員の定着について 
当社グループは、顧客満足度の向上を重要な課題として取り組んでおります。専門的な商材知識の習

得及び長期的な顧客との関係維持のため、グループ従業員の教育研修の充実を図り、従業員の定着率向
上に努めてまいりますが、計画どおりの効果が上がらない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼ
す可能性があります。 
③営業組織体制の構造について 
当社グループでは、ＩＴパッケージの生産性向上を図るため、営業組織体制における人材の 適化配

置を重視し、バランスを欠かないよう 大限の注意を払っております。しかしながら、中間職の人員の
退職増や、退職率の上昇など組織体制の 適バランスを欠くような事象が発生した場合には、生産性低
下により業績等に影響を及ぼす可能性があります。 
  

（情報について） 

①情報システムトラブルについて 
当社グループは、事業を行う上でコンピュータシステム及びネットワークを活用することで事業の拡

充を達成しております。そのため情報セキュリティの強化、バックアップ体制の構築、情報システム部
門の強化、機器の高性能化の検討等、システムトラブル対策を講じております。しかしながら、これら
の対策にも関わらず、人為的過誤や自然災害等によりシステムトラブルが発生した場合には、当社グル
ープに被害が生じるほか、当社グループの提供するサービスに対する信頼性の低下及び損害金等の支払
いにより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情報セキュリティについて 
当社グループの主要企業は、「個人情報の保護に関する法律」における個人情報取扱業者に該当いた

します。当社グループといたしましては、法令を遵守すべく、組織的・物的・人的対応を行っており、
今後もその業容の変化・拡充に合わせて求められる対応を取ってまいります。しかしながら、何らかの
原因により当社グループから個人情報が流出した場合、当社グループの信用を失うことになり、結果と
して業績に影響を及ぼす可能性があります。 
  

（各サービスについて） 

①ＩＴパッケージについて 
ＩＴパッケージにおいては、インターネット環境の提供と必要に応じたソフトウエアを搭載したハー

ドウエアを提供しております。利用者にはインターネット環境を事業の戦略の一つとして活用できるよ
うにサポートも提供しております。しかしながら、小企業のニーズにかなうサービスが提供できなかっ
たり、インターネットを利用した事業活動が活発化しなかったり、当社グループにおける新規商材の開
発に時間を要するなど、他社との競合が激化した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性
があります。 
②開業支援サービスについて 

開業支援サービスにおいては、今期の経営方針である「本業回帰」に則り、サービスの縮小を図るこ

とを決定しております。当社が保有する開業支援サービスに係る賃貸物件につきましても、売却を進め

てまいりますが、不動産相場の変動等によって、固定資産の売却損や減損損失の計上などが発生した場

合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 
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③商材の陳腐化について 
当社グループが事業を展開するＩＴパッケージにおいては、急速に技術ならびに規格等が変化してお

り、これらの変化に柔軟に対応していく必要があります。また、経営支援サービスにおいても、経済環
境の変化や小企業のニーズの変化に合わせ、既存商材の改良などが必要となります。しかしながら、何
らかの事由により適切に対応できない場合には、商材やサービスの陳腐化及び競争力の低下等に伴い、
当社グループが優位性を失うおそれがあります。また、対応できる場合であっても、既存設備の改良ま
たは新たな設備投資及び優秀な人材の確保等、費用負担の増加が発生する可能性があります。これらの
動向及び対応によっては、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） 

①保有する投資有価証券の評価について 
当社グループは、投資有価証券の評価基準及び評価方法として、投資有価証券のうち時価のあるもの

については期末の時価を適用し、株式市況の変動等により評価損を計上する可能性があります。また、
投資有価証券のうち時価のないものについては、期末時点での発行会社の財務状況や今後の見通しから
減損処理をすべきと判断した場合、評価損を計上する可能性があります。このような状況になった場
合、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不動産担保融資債権買取事業における貸付金の貸倒リスクについて 
当社連結子会社である合同会社Expanding Investment Co.（以下、「Ｅｘ社」）は、小企業向け不動

産担保融資の債権買取事業を実施してまいりました。当事業は既に清算が決まっており、新規の融資は
行っておりませんが、平成21年３月31日時点において、Ｅｘ社の融資残高は3,706百万円となってお
り、昨今の経済環境の急変を鑑み、Ｅｘ社の融資に対するデフォルトリスクに備え2,612百万円の貸倒
引当金を計上しております。しかし、想定以上のデフォルトリスクの可能性が高まった際には、更なる
貸倒引当金を計上する必要性があり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 
③内部管理体制について 
従業員による不正行為が再発することのないよう再発防止策として、管理部門の強化、基幹業務シス

テムの導入、コンプライアンスの強化、経営監視委員会の設置、内部監査機能の強化、内部通報制度の
周知徹底など、様々な施策に取り組んでおります。しかし、これらの施策が有効的に機能せず、ディス
クロージャーの信頼性等を確保できない事態が生じた場合には、ステークホルダーの信頼を一挙に失う
ことにもなりかねず、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
④法的規制について 
当社グループは、様々な商品及びサービスを取扱う関係上、関連する法令・規制は多岐にわたりま

す。当社グループでは法令遵守を極めて重要な企業の責務と認識しており、コンプライアンス委員会を
設置し法令遵守の徹底に努めております。しかしながら、国内外の行政・司法・規制当局等による予期
せぬ法令の制定・改廃が行われる可能性や、社会・経済状況の著しい変化等に伴う各種規制の大幅な変
更の可能性も否定できません。こうした場合、将来の当社グループの財政状態や業績に重要な影響を及
ぼす可能性があります。 
⑤訴訟等について 
当社グループの財政状態や業績に重要な影響を及ぼすおそれのある訴訟、仲裁その他の法的手続きは

現在ありません。しかしながら、当社グループにおける営業活動等が今後かかる重要な訴訟等の対象と
なり、将来の当社グループの財政状態や業績に影響を及ぼす可能性が無いことを保証するものではあり
ません。 
⑥災害への対応について 
地震や風水害などの大規模災害への対策が十分でない場合、長期にわたって営業活動停止に陥り、多

大な損失を被ると同時にステークホルダーに甚大な影響を与える恐れがあると想定されます。具体的に
は、これら有事の影響により、当社グループのシステム運営が一時的に制限される状況となった場合、
当社事業において既存顧客に提供しているホームページの運営自体が滞ってしまい、既存顧客の経営に
支障を及ぼす可能性があります。こうした事故等の発生時には、速やかにかつ適切に全社的対応を行う
よう努めておりますが、事前に想定していなかった原因・内容の事故である等何らかの理由により、事
故発生後の業務継続、立ち直りがうまくいかず、当社グループの事業、業績等に影響を及ぼす可能性が
あります。 
⑦金利の変動リスクについて 
当社グループは、資産の効率化を進めるべく有利子負債の減少に努めておりますが、平成21年３月末

時点にて3,720百万円の残高となっております。今後、市場金利が上昇する場合には、当社グループの
支払利息が増加するなど、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 
⑧監理銘柄（審査中）について 
当社グループにおいて、従業員による不正行為および不適切な会計処理が発覚し、調査の結果、平成

20年３月期に遡ることが判明したため、過年度の決算訂正が必要となりました。これに伴い、過年度の
有価証券報告書の訂正を行う予定である旨の開示内容を受けて、ジャスダック証券取引所における監理
銘柄及び整理銘柄に関する規則第３条第１号aの(k)(上場株券が株券上場廃止基準第２第１項第10号a前
段（「虚偽記載」）に該当すると認められる相当の事由があるとジャスダック証券取引所が認める場
合)に該当することとなり、本決算短信提出日において監理銘柄(審査中)に指定されております。 
⑨資金調達について 
平成19年３月期より、経営成績が下降線を辿り、純資産の減少が続いておりますが、当社におきまし

ては現状、金融機関等との関係は良好であり、必要資金は問題なく調達しております。しかしながら、
将来においても適宜必要額を調達できる保証はなく、資金調達が制約されるなどの事由が発生した場合
には、当社グループの財政状態や業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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当社グループは、当社を純粋持株会社とし、株式会社テレウェイヴリンクスを始めとした連結子会社
10社で構成されており、当社ビジョンである「Small Business Revolution（スモール・ビジネス・レ
ボリューション）（注１）」の実現に向けて、従業員20名以下の小企業を対象とし、小企業の活性化に
繋がる商材及びサービスの提供を事業としております。当社グループの事業は、「ＩＴパッケージ」
「経営支援サービス」に分類され、その内容は以下のとおりです。 

  

・ＩＴパッケージ 

ＩＴパッケージでは、小企業の売上向上、経費削減を目的とし、ホームページの制作・運営、またホ
ームページ運営のために必要なハードウェアの納入やその後のサポートまでをパッケージとして、リー
ス契約またはレンタル契約で提供しております。また、必要に応じてホームページのアクセスアップツ
ール、顧客管理ツール、工程管理ツールなど業種ごとに特化したシステムを提供することで、幅広い業
種の顧客へ商品の提供を行っております。 

・経営支援サービス 

経営支援サービスには、ＩＴサポート、開業支援サービス、人材支援サービス、金融支援サービス
等、小企業が経営のために必要とする様々な「ＩＴ」「モノ・ヒト・カネ」に関するサービスを提供し
ております。 
  ＩＴサポートでは、ＩＴパッケージを導入頂いている小企業に対し、ホームページの更新・修正
や、訪問によるサポートサービス等を行っております。また、ヤフー株式会社（以下、「ヤフー」とい
う）が運営するYahoo!JAPAN内の「Yahoo!ショッピング」や「Yahoo!グルメ」をはじめとする各種サー
ビスへの登録代行やアクセス数アップに繋げるコンサルティングも併せて行っております。ヤフーと
は、日々の営業活動からの顧客ニーズを活用し、新商材の企画・開発活動も共同で行い、インターネッ
トを利用した売上向上の支援をしております。その他、顧客のニーズに合わせたＰＰＣ広告（注２）や
ＩＴに関するサービスだけにとどまらず、フリーペーパーなどその他のメディアを活用した商材・サー
ビスも提供しております。 
 開業支援サービスでは、子会社である株式会社テンポリノベーションを中心とし、飲食店などの出
店・閉店をお考えの小企業を対象に、支援サービスを提供しております。出店をご希望のお客様にヒア
リングの上で、商圏の選定、店舗周辺の情報収集、競合店舗の調査などを行い、 適な店舗をご紹介し
ております。また、店舗契約の際には、当社が物件の家主様と直接賃貸借契約をするサブリース（転貸
借）の形態をとっており、より良い店舗物件との成約を支援しております。また、店舗を閉店するお客
様に対しては、現状回復費等の撤退費用の削減を目的とし、出店希望のお客様を紹介することで大幅な
費用削減の支援をしております。 
 人材支援サービスでは、業界ごとに特化した求人情報のポータルサイトを運営し、転職希望者の募
集・登録を行うと同時に、企業の求人情報を収集し、転職希望者とのマッチングを行っております。ま
た、転職希望者に対しては、面談によるコンサルティングや適職診断を実施し、 適な求人案件を紹介
しております。 
 金融支援サービスでは、運転資金の回転率向上を希望される小企業を対象に、売掛金の早期資金化や
買掛金の代払いなどを行うことで、小企業のキャッシュ・フローの改善を支援しております。小企業
が、一定の運転資金を確保しつつ円滑な販売・購買活動を可能にすることで、売上及び仕入規模の拡大
を支援しております。 
 なお、本資料の提出日現在において、金融支援サービスは事業を清算することを決定しております。
・その他事業子会社 
事業子会社では、経営支援サービスのラインナップ拡充やサービス向上を行うため、以下の事業を行

っております。 
 エンパワーヘルスケア株式会社は、医療機関向けホームページ制作・運営、各種サポートのほか、製
薬会社向け調査サービス等を行っております。 
 株式会社ドリームエナジーコンサルティングは、小売・卸売業に特化した商材パッケージの提供や各
種経営支援セミナーの展開等を行っております。 
 ロイヤルハウス株式会社では、工務店及び工事会社を対象にした新築戸建住宅施工販売のフランチャ
イズ事業、資材販促品の提供を行っております。 
 株式会社キュアリアスでは、飲食店のコンサルテーション・フランチャイズ事業等を行っておりま
す。 
 株式会社築地魚河岸やっちゃば倶楽部では、食材宅配事業を行っております。 
 株式会社アペックス・インターナショナルは、ゴルフ関連事業を行っております。 
 合同会社Expanding Investment Co.は、資産流動化事業を行っております。 
  

(注）１．「小企業の潜在能力を 大限に引き出し、その力を結集することで社会に変革をもたらす」という当社のビ

ジョン。 

２．Pay Per Click広告の略。クリックされた回数に対して広告料が発生するクリック課金の広告を指す。 

  

2. 企業集団の状況
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[事業系統図]  

 当社グループの事業内容を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。 

  

 

（注）株式会社テレウェイヴリンクスおよび株式会社アイピーアンドケイは、平成21年４月１日付で、株式会社テレ

ウェイヴを存続会社とする吸収合併を行うとともに、株式会社テレウェイヴは株式会社ＳＢＲに商号変更をい

たしました。 
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当社グループは、「Small Business Revolution（スモール・ビジネス・レボリューション）」をビ

ジョンとして掲げ、従業員20名以下の小企業を対象とし、その潜在能力を 大限に引き出し、その力を

結集することで社会に変革をもたらすことを使命と位置づけ、事業活動を展開しております。このビジ

ョンの実践こそが企業価値及び株主共同の利益の向上につながると考えております。 

  

当社グループは、３期連続で当期純損失を計上している現状を踏まえ、当面の目標を四半期ベースで

の営業利益の黒字化といたします。次連結会計年度の下半期からは、継続的に四半期営業利益の黒字化

を達成し、堅実な利益体質に結び付けてまいります。 

  

当社グループは、中長期的な成長につなげるため次連結会計年度の計画を策定し、具体的な内容につ

きましては、「１．経営成績（１）経営成績に関する分析（次期の見通し）」に詳細を記載しておりま

す。 

  

当社グループの対処すべき課題としましては、「１．経営成績（１）経営成績に関する分析（次期の

見通し）」に詳細を記載しております以下の諸施策に関する取り組みを進め、確実に実行していくこと

があげられます。また、諸施策の実行状況を踏まえ、修正・改善を行い、当社グループの企業価値増大

に努めてまいります。 

 ①ＩＴパッケージの安定的収益確保 

  ・販売サイクル見直しによる収益性の確保 

  ・モバイル版ＩＴパッケージの販売強化 

  ・ホームページ制作のリードタイム改善に伴う納期短縮 

 ②経営支援サービスの縮小 

 ③グループの再編 

 ④組織規模の 適化 

 ⑤財務基盤の強化 

 ⑥内部統制の再構築 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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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 ※2 4,687,804 ※2 3,519,107 

受取手形及び売掛金 1,769,193 1,166,225 

たな卸資産 127,051 ※1 92,188 

営業立替金 ※3 1,416,879 ※3 115,883 

繰延税金資産 67,632 57,439 

その他 867,652 787,470 

貸倒引当金 △86,993 △82,321 

流動資産合計 8,849,220 5,655,993 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 383,852 154,232 

減価償却累計額 △135,719 △77,939 

建物及び構築物（純額） 248,133 76,292 

車両運搬具 14,555 11,723 

減価償却累計額 △10,278 △9,108 

車両運搬具（純額） 4,276 2,615 

工具、器具及び備品 736,050 692,114 

減価償却累計額 △467,902 △512,413 

工具、器具及び備品（純額） 268,147 179,701 

建設仮勘定(自社) － 3,692 

貸与資産 980,206 1,075,579 

減価償却累計額 △163,913 △350,336 

貸与資産（純額） 816,293 725,242 

有形固定資産合計 1,336,850 987,543 

無形固定資産 

ソフトウエア 1,416,221 786,991 

のれん 1,886,344 － 

その他 7,437 5,901 

無形固定資産合計 3,310,003 792,893 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※4 2,469,816 ※2, ※4 769,637 

長期未収入金 275,508 187,779 

敷金及び保証金 1,215,450 1,203,150 

賃貸用店舗資産 1,058,586 1,340,251 

破産更正債権等 2,247,845 ※2 7,752,251 

繰延税金資産 53,984 74,589 

その他 194,340 289,834 

貸倒引当金 △2,410,785 △6,773,219 

投資その他の資産合計 5,104,746 4,844,275 

固定資産合計 9,751,601 6,624,711 

資産合計 18,600,821 12,280,705 
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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) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 442,462 ※2 331,921 

短期借入金 ※5 1,000,000 ※2, ※5 3,580,000 

1年内返済予定の長期借入金 296,115 140,725 

未払金 1,043,131 1,358,780 

未払費用 498,393 475,230 

未払法人税等 102,166 68,452 

賞与引当金 28,468 19,988 

解約負担引当金 410,009 410,450 

金融取引損失引当金 － 157,408 

移転損失引当金 － 505,873 

その他 437,092 420,031 

流動負債合計 4,257,838 7,468,862 

固定負債 

長期借入金 427,760 － 

役員退職慰労引当金 11,000 － 

預り保証金 － 724,297 

負ののれん 38,559 144,981 

その他 519,462 348,500 

固定負債合計 996,782 1,217,779 

負債合計 5,254,621 8,686,642 

純資産の部 

株主資本 

資本金 7,744,040 7,744,094 

資本剰余金 7,841,602 7,841,656 

利益剰余金 △2,228,460 △11,905,015 

自己株式 △65,195 △65,195 

株主資本合計 13,291,986 3,615,539 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △113,686 △53,520 

評価・換算差額等合計 △113,686 △53,520 

新株予約権 △167,726 － 

少数株主持分 335,626 32,044 

純資産合計 13,346,200 3,594,063 

負債純資産合計 18,600,821 12,280,705 
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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 17,957,621 18,420,457 

売上原価 5,526,146 6,597,809 

売上総利益 12,431,474 11,822,647 

販売費及び一般管理費 ※1 13,171,837 ※1 12,719,755 

営業損失（△） △740,362 △897,107 

営業外収益 

受取利息 20,666 29,490 

受取配当金 6,056 4,464 

販売報奨金 9,642 6,926 

受取手数料 12,280 10,621 

保険解約返戻金 63,174 － 

負ののれん償却額 － 38,252 

持分法による投資利益 － 28,487 

違約金収入 61,448 134,052 

その他 41,373 58,521 

営業外収益合計 214,641 310,817 

営業外費用 

支払利息 18,984 30,753 

株式交付費 1,560 － 

たな卸資産評価損 6,355 － 

投資事業組合損失 63,730 48,407 

持分法による投資損失 139,496 － 

貸倒引当金繰入額 － 37,834 

リース解約損 － 10,703 

その他 22,656 27,877 

営業外費用合計 252,782 155,576 

経常損失（△） △778,504 △741,866 

特別利益 

固定資産売却益 ※2 6,857 ※2 55,345 

投資有価証券売却益 30,696 － 

関係会社株式売却益 871,252 16,169 

退職慰労引当金戻入益 3,066 － 

新株予約権戻入益 － 110,110 

その他 993 3,300 

特別利益合計 912,865 184,925 
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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) 

特別損失 

前期損益修正損 167,555 － 

固定資産売却損 ※4 4,538 ※4 13,427 

固定資産除却損 ※3 624,454 ※3 599,121 

関係会社株式売却損 11,354 241,726 

投資有価証券売却損 11,990 59,297 

投資有価証券評価損 1,877,179 447,285 

貸倒引当金繰入額 2,016,810 4,653,190 

事務所移転損失 68,573 53,528 

移転損失引当金繰入額 － 505,873 

減損損失 ※5 222,578 ※5 1,636,042 

金融取引損失引当金繰入額 － 157,408 

過年度解約負担損 35,400 － 

その他 71,044 540,173 

特別損失合計 5,111,480 8,907,075 

税金等調整前当期純損失（△） △4,977,119 △9,464,016 

法人税、住民税及び事業税 253,375 132,009 

法人税等調整額 1,220,679 △55,060 

法人税等合計 1,474,054 76,949 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △13,885 6,749 

当期純損失（△） △6,437,288 △9,547,715 
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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 7,740,757 7,744,040 

当期変動額 

新株の発行 3,283 54 

当期変動額合計 3,283 54 

当期末残高 7,744,040 7,744,094 

資本剰余金 

前期末残高 7,838,319 7,841,602 

当期変動額 

新株の発行 3,282 54 

当期変動額合計 3,282 54 

当期末残高 7,841,602 7,841,656 

利益剰余金 

前期末残高 4,337,553 △2,228,460 

当期変動額 

剰余金の配当 △128,725 △128,839 

当期純損失（△） △6,437,288 △9,547,715 

当期変動額合計 △6,566,014 △9,676,554 

当期末残高 △2,228,460 △11,905,015 

自己株式 

前期末残高 △65,195 △65,195 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 △65,195 △65,195 

株主資本合計 

前期末残高 19,851,434 13,291,986 

当期変動額 

新株の発行 6,566 108 

剰余金の配当 △128,725 △128,839 

当期純損失（△） △6,437,288 △9,547,715 

当期変動額合計 △6,559,447 △9,676,446 

当期末残高 13,291,986 3,615,539 
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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) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 △33,866 △113,686 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△79,820 60,165 

当期変動額合計 △79,820 60,165 

当期末残高 △113,686 △53,520 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △33,866 △113,686 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△79,820 60,165 

当期変動額合計 △79,820 60,165 

当期末残高 △113,686 △53,520 

新株予約権 

前期末残高 － △167,726 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △167,726 167,726 

当期変動額合計 △167,726 167,726 

当期末残高 △167,726 － 

少数株主持分 

前期末残高 294,486 335,626 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 41,139 △303,581 

当期変動額合計 41,139 △303,581 

当期末残高 335,626 32,044 

純資産合計 

前期末残高 20,112,054 13,346,200 

当期変動額 

新株の発行 6,566 108 

剰余金の配当 △128,725 △128,839 

当期純損失（△） △6,437,288 △9,547,715 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △206,406 △75,690 

当期変動額合計 △6,765,854 △9,752,136 

当期末残高 13,346,200 3,594,063 
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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（△） △4,977,119 △9,464,016 

減価償却費 579,846 1,013,133 

減損損失 222,578 1,636,042 

のれん償却額 311,755 260,435 

負ののれん償却額 － △38,252 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,881,373 4,556,072 

賞与引当金の増減額（△は減少） △123,185 4,156 

解約負担引当金の増減額（△は減少) 25,672 8,001 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △18,066 △11,000 

移転損失引当金の増減額（△は減少） － 505,873 

金融取引損失引当金の増減額（△は減少） － 157,408 

株式交付費 1,560 － 

株式報酬費用 37,721 72,389 

受取利息及び受取配当金 △26,722 △33,954 

保険解約返戻金 △63,174 － 

支払利息 18,984 30,753 

持分法による投資損益（△は益） 139,496 △28,487 

関係会社株式売却益 △871,252 △16,169 

関係会社株式売却損 11,354 241,726 

投資有価証券売却益 △30,696 － 

投資有価証券売却損 11,990 59,297 

投資有価証券評価損 1,877,179 447,285 

事務所移転損失 68,573 53,528 

固定資産売却益 △6,857 △55,345 

固定資産売却損 4,538 13,427 

固定資産除却損 624,454 599,121 

新株予約権戻入益 － △110,110 

売上債権の増減額（△は増加） 461,994 468,769 

たな卸資産の増減額（△は増加） △16,355 35,004 

営業立替金の増減額（△は増加） △1,232,858 △496,939 

未収入金の増減額（△は増加） 619,550 △32,057 

貸与資産の取得による支出 △233,921 △393,670 

賃貸用店舗資産の取得による支出 △396,939 △355,498 

仕入債務の増減額（△は減少） △190,725 △109,810 

未払金の増減額（△は減少） △513,255 386,329 

未払費用の増減額（△は減少） 13,275 △27,738 

長期前受金の増減額（△は減少） △21,581 △106,396 

その他 412,109 959,642 

小計 △1,398,700 228,953 

利息及び配当金の受取額 39,984 57,854 

利息の支払額 △17,393 △29,952 

事務所移転費用の支払額 △44,025 △52,133 

法人税等の支払額 △384,234 △252,448 

法人税等の還付額 221,111 34,114 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,583,257 △13,611 

株式会社ＳＢＲ(2759)平成21年３月期　決算短信

- 19 -



  

(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 

有形固定資産の取得による支出 △196,114 △84,716 

有形固定資産の売却による収入 51,834 122,492 

無形固定資産の取得による支出 △1,082,755 △391,951 

無形固定資産の売却による収入 46,418 101,438 

投資有価証券の取得による支出 △369,807 － 

投資有価証券の売却による収入 485,951 36,187 

敷金及び保証金の差入による支出 △364,263 △304,083 

敷金及び保証金の回収による収入 215,784 240,195 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入 

※2 48,529 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

－ ※2 △129,082 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入 

※3 892,334 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出 

※3 △15,789 ※3 △230,594 

関係会社株式の売却による収入 － 968,388 

貸付けによる支出 △234,343 △4,137,111 

貸付金の回収による収入 30,439 376,441 

保険積立金の解約による収入 135,325 － 

その他 △7,042 △194,072 

投資活動によるキャッシュ・フロー △363,497 △3,626,469 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 1,600,000 4,160,000 

短期借入金の返済による支出 △600,000 △1,456,755 

長期借入れによる収入 － 160,000 

長期借入金の返済による支出 △158,730 △242,994 

株式の発行による収入 5,006 － 

配当金の支払額 △128,725 △119,282 

その他 △5,305 △7,089 

財務活動によるキャッシュ・フロー 712,245 2,493,878 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,234,509 △1,146,202 

現金及び現金同等物の期首残高 5,756,369 4,521,859 

連結範囲の変更による現金及び現金同等物の増減額
（△は減少） 

－ ※4 36,234 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 4,521,859 ※1 3,411,892 
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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】

(6)【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

(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．連結の範囲に関する事項 以下の子会社11社を連結の範囲に含
めております。 
連結子会社の名称 
 株式会社テレウェイヴリンクス 
 株式会社アントレプレナー 
 株式会社アイピーアンドケイ 
 ロイヤルハウス株式会社 
 エンパワーヘルスケア株式会社 
 アイ・モバイルシステムズ株式会社 
 株式会社築地魚河岸やっちゃば倶楽 
 部 
 株式会社アペックス・インターナシ 
 ョナル 
 株式会社ドリームエナジーコンサル 
 ティング 
 株式会社キュアリアス 
  株式会社フーディーズ 
 上記のうち、株式会社フーディーズ
につきましては、当連結会計年度にお
いて、株式の取得により子会社となっ
たため、連結の範囲に含めておりま
す。 
 従来、連結子会社であった株式会社
ウェブ・ワークスは、保有株式売却に
伴い関連会社となったため、当連結会
計年度より連結の範囲から除外し持分
法適用会社としております。 
 また、アイ・モバイル株式会社につ
きましては、当連結会計年度において
株式の取得により子会社となったた
め、連結の範囲に含めておりました
が、当連結会計年度末において保有株
式売却に伴い連結の範囲から除外して
おります。 
 なお、エンパワーヘルスケア株式会
社につきましては、当連結会計年度に
おいて、アイ・モバイル株式会社から
商号変更を平成19年７月１日付けで行
っております。

以下の子会社10社を連結の範囲に含
めております。 
連結子会社の名称 
 株式会社テレウェイヴリンクス 
 株式会社アイピーアンドケイ 
 ロイヤルハウス株式会社 
 エンパワーヘルスケア株式会社 
 株式会社築地魚河岸やっちゃば倶楽 
 部 
 株式会社アペックス・インターナシ 
 ョナル 
 株式会社ドリームエナジーコンサル 
 ティング 
 株式会社キュアリアス 
 株式会社テンポリノベーション 
 合同会社Expanding Investment Co. 
 上記のうち、株式会社テンポリノベ
ーションは、当連結会計年度におい
て、株式の取得により子会社となった
ため連結の範囲に含め、合同会社
Expanding Investment Co.は、当連結
会計年度末において、資金支援による
当社の影響力が増したため、貸借対照
表のみ連結の範囲に含めております。 
  従来、連結子会社であった株式会社
アントレプレナー及び株式会社フーデ
ィーズは保有株式を売却したことによ
り、アイ・モバイルシステムズ株式会
社は、株式会社テレウェイヴリンクス
が吸収合併したことにより、連結の範
囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事
項

以下の関連会社４社につき、持分法
を適用しております。 
持分法適用の関連会社の名称 
 株式会社Ｅストアー 
 株式会社エヌシーネットワーク 
 株式会社シニアエージェント 
 株式会社ウェブ・ワークス 

当連結会計年度において、持分法適
用関連会社であった株式会社Ｅストア
ー、株式会社エヌシーネットワーク及
び株式会社ウェブ・ワークスは、保有
株式を売却したことにより、株式会社
シニアエージェントは、会社解散及び
清算したことにより、持分法適用の範
囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

 すべての連結子会社の事業年度の末

日は、連結決算日と一致しておりま

す。なお、株式会社キュアリアスは12

月末から３月末に決算日を変更してお

ります。

 すべての連結子会社の事業年度の末

日は、連結決算日と一致しておりま

す。 
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項目
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．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

イ その他有価証券
  時価のあるもの
  決算日の市場価格等に基づく時
価法（評価差額は全部純資産直入
法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）を採用してお
ります。

イ その他有価証券
  時価のあるもの

同左

  時価のないもの
  移動平均法による原価法を採用
しております。

  なお、金融商品取引法第２条第
２項により有価証券とみなされる
投資事業組合等への出資持分につ
いては、 近の決算書を基礎と
し、持分相当額を純額で取り込む
方法によっております。

  時価のないもの
      同左

ロ たな卸資産
商 品：移動平均法による原価法
原材料：移動平均法による原価法
仕掛品：個別法による原価法
貯蔵品： 終仕入原価法に基づく原

価法

ロ たな卸資産
  評価基準は原価法(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。 
   商 品：移動平均法 
   原材料：移動平均法 
   貯蔵品： 終仕入原価法 
 (会計方針の変更) 
  たな卸資産については、従来、 
 主として移動平均法による原価法 
 によっておりましたが、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）が適 
 用されたことに伴い、主として移 
 動平均法による原価法（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 
 算定しております。 
  なお、この変更に伴う損益に与 
 える影響は軽微であります。   

 (2）重要な減価償却資産の

   減価償却の方法

イ 有形固定資産

(イ)自社利用資産
  定率法（ただし、建物（附属設
備を除く）については定額法）に
よっております。

  なお、主な耐用年数は以下のと
おりであります。

  建物及び構築物   ３年～18年

  車両運搬具        ６年
 工具、器具及び備品 ３年～10年

イ 有形固定資産（リース資産を除 
  く）

 (イ)自社利用資産

同左

(ロ)賃貸用資産
 ①開業支援サービス用固定資産
  定額法を採用しております。
  なお、耐用年数は開業支援サー
ビスに伴う出店契約期間によって
おり、以下のとおりであります。

  建物      ５年または６年

 工具、器具及び備品
          ５年または６年
 ②上記以外
  定率法（ただし、建物（附属設
備を除く）については定額法）に
よっております。

   なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。
 建物        ３年～41年
 工具、器具及び備品 ２年～９年

(ロ)貸与資産
 ①開業支援サービス用固定資産
     同左

     

  

 

  

    

 

  ②上記以外

            同左
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項目
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)

（会計方針の変更）
 法人税の改正((所得税法等の一部
を改正する法律 平成19年３月30日
法律第６号）及び（法人税法施行令
の一部を改正する政令 平成19年３
月30日 政令第83号))に伴い、当連
結会計年度から、平成19年４月１日
以降に取得したものについては、改
正後の法人税法に基づく方法に変更
しております。 
 当該変更に伴う損益に与える影響
は、軽微であります。 
（追加情報） 
 当連結会計年度から、平成19年３
月31日以前に取得したものについて
は、残存簿価を償却可能限度額まで
償却が終了した翌年から５年間で均
等償却する方法によっております。 
 当該変更に伴う損益に与える影響
は軽微であります。 

    ──────────

ロ 無形固定資産
 自社利用のソフトウエアについて
は、社内における見込利用可能期間
（５年）に基づく定額法で償却して
おります。
 また、市場販売目的のソフトウエ
アについては、見込販売数量に基づ
く償却額と残存見込販売有効期間
（３年以内）に基づく均等償却額と
のいずれか大きい金額を計上する方
法によっております。

ロ 無形固定資産（リース資産を除 

  く）

同左

ハ リース資産
 所有権移転外ファイナンス・リー

 ス取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存

 価額をゼロとする定額法によってお 
 ります。
 なお、リース取引開始日が平成20

 年3月31日以前のリース取引につい 
 ては、通常の賃貸借取引に係る方法 
 に準じた会計処理によっておりま 
 す。
（会計方針の変更）

所有権移転外ファイナンス・リース
取引については、従来、通常の賃貸借
取引に係る方法に準じた会計処理によ
っておりましたが、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）、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、通常の売買取引に係
る会計処理によっております。
なお、リース取引会計基準の改正適

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、引き
続き通常の賃貸借取引に係る方法に準
じた会計処理によっております。
この変更に伴う損益に与える影響は

ありません。
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項目

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）重要な引当金の計上基

準

イ 貸倒引当金
 債権の貸倒れによる損失に備え
て、一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個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。

イ 貸倒引当金

同左

ロ 賞与引当金
 従業員の賞与の支払に備えて、賞
与支給見込額のうち当連結会計年度
負担額を計上しております。

ロ 賞与引当金

同左

ハ 解約負担引当金
 リース契約者の解約によって、連
結子会社が負担すべき解約金の支払
に備えるため、実績率に基づいた解
約金見積額を計上しております。

ハ 解約負担引当金

同左

ニ 役員退職慰労引当金
 役員の退職慰労金の支出に備え
て、連結子会社の一部は、内規に基
づく期末要支給額を計上しておりま
す。

ニ 役員退職慰労引当金

    

    ──────────

ホ 金融取引損失引当金
 金融支援サービス事業に係る不適

 切な会計処理に伴い、将来発生しう 
 る債権の貸倒損失に備えて、個別債 
 権の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。 
  この金融取引損失引当金は、金融 
 支援サービス事業における不適切会 
 計を起因とした将来発生可能性のあ 
 る債権の回収不能見込額を見積り計 
 上したものであります。 
  これにより、税金等調整前当期純 
 損失が157,408千円増加しておりま 
 す。
ヘ 移転損失引当金
 本社及び事務所の移転に伴い発生

 の可能性が高い原状回復費等につい 
 て見積り計上しております。 
  この移転損失引当金は、移転損失 
 の合理的な見積りが可能になったこ 
 とにより計上したものであります。 
  これにより税金等調整前当期純損 
 失が505,873千円増加しておりま 
 す。
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項目
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）重要なリース取引の処

理方法

  リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

    ──────────

 (5）その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

イ 消費税等の会計処理

  消費税および地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。

イ 消費税等の会計処理

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に

ついては、全面時価評価法を採用して

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

 のれん及び負ののれんの償却につい

ては、発生時以降５年または10年で均

等償却しております。

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

およ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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(7)【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】

【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） 

 前連結会計年度において投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりました「破産更生債権等」

（前連結会計年度末519,852千円）につきましては、

資産の総額の100分の５を超えたため、当連結会計年

度より区分掲記しております。

（連結貸借対照表関係） 

  前連結会計年度において固定負債の「その他」に 

 含めて表示しておりました「預り保証金」（前連結 

 会計年度末137,126千円）につきましては、資産の総 

 額の100分の５を超えたため、当連結会計年度より区 

 分掲記しております。

（連結損益計算書関係） 

 前連結会計年度において営業外費用の「その他」に

含めて表示しておりました「投資事業組合損失」（前

連結会計年度7,660千円）につきましては、営業外費

用の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度

より区分掲記しております。

──────────

（連結損益計算書関係） 

 営業外収益の「違約金収入」は重要性が高まったた

め、当連結会計年度より区分掲記することにいたしま

した。なお、前連結会計年度においては「売上高」に

456千円含まれております。

──────────

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）  

 前連結会計年度まで投資活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めておりました「保険積立金の

解約による収入」は、金額的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。なお、前連

結会計年度の「保険積立金の解約による収入」の金額

は、10,765千円であります。

──────────

【追加情報】

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)

 リース会社のリース契約取扱基準が厳格化されたこ

とに伴い、当連結会計年度より、リース会社へのＩＴ

パッケージ売上計上基準をより保守的に、顧客企業の

検収基準から、リース会社の検収基準に変更しており

ます。 

 これにより、従来の方法によった場合に比較して、

売上高が373,097千円減少し、営業損失及び税金等調整

前純損失が268,629千円増加しております。

──────────

株式会社ＳＢＲ(2759)平成21年３月期　決算短信

- 26 -



 

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(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      ─────────

 

※１ たな卸資産の内訳は次のとおりであります。

商品及び製品 77,975 千円

原材料及び貯蔵品 14,212 千円

計 92,188 千円

 

※２ 担保に供している資産

 定期預金 113,000千円

    上記預金のうち、70,000千円については東日本
電信電話株式会社へ、5,000千円については西日
本電信電話株式会社へ、20,000千円についてはサ
クサビジネスシステム株式会社へ、10,000千円に
ついてはシャープドキュメントシステム株式会社
へ、8,000千円についてはダイワボウ情報システ
ム株式会社へ営業保証金として預託しておりま
す。

 

※２ 担保に供している資産及び対応する債務

（１）担保に供している資産
  現金及び預金       552,757千円 
  投資有価証券       579,744千円 
  破産更正債権等     3,706,469千円 
    計         4,838,971千円 
 上記の他、連結上消去される連結子会社株式
759,621千円及び短期貸付金3,873,500千円を担保
に供しております。

（２）担保に係る債務
  買掛金            51千円 
  短期借入金       2,480,000千円 
        計         2,480,051千円

※３ 営業立替金は、売上債権早期資金化サービスに伴
う顧客の売上代金及び仕入代金の立替払いであり
ます。

※３        同左

※４ 関連会社に対するものは、次のとおりでありま
す。

 投資有価証券（株式） 1,360,628千円  

※４         ──────────

（うち、共同支配企業 に対する投資の 金額
11,848千円）

※５ 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約

   当社及び一部の連結子会社においては、運転資金
の効率的な調達を行うため、取引銀行６行と当座貸
越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結し
ております。

   当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出
コミットメントラインに係る借入未実行残高は、次
のとおりであります。
当座貸越極度額及び貸出コミッ
トメントラインの総額

5,130,000千円

借入実行額 1,000,000千円

差引額 4,130,000千円

※５ 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約

  当社及び一部の連結子会社においては、運転資金
の効率的な調達を行うため、取引銀行４行と当座貸
越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結し
ております。

  当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出
コミットメントラインに係る借入未実行残高は、次
のとおりであります。
当座貸越極度額及び貸出コミッ
トメントラインの総額

2,200,000千円

借入実行額 1,100,000千円

差引額 1,100,000千円

  ６ 保証債務

   東京リース株式会社との業務提携契約に従い、連

結子会社の販売商品に係る東京リース株式会社のリ

ース契約先94件に対する未経過リース料総額

175,237千円の債務保証を行っております。
   また、三井住友ファイナンス＆リース株式会社と

の業務提携契約に従い、連結子会社の販売商品に係
る三井住友ファイナンス＆リース株式会社のリース
契約先39件に対する未経過リース料総額78,195千円
の債務保証を行っております。

  ６ 保証債務

   東京センチュリーリース株式会社との業務提携契

約に従い、連結子会社の販売商品に係る東京センチ

ュリーリース株式会社のリース契約先72件に対する

未経過リース料総額106,507千円の債務保証を行っ

ております。
  三井住友ファイナンス＆リース株式会社との業務
提携契約に従い、連結子会社の販売商品に係る三井
住友ファイナンス＆リース株式会社のリース契約先
56件に対する未経過リース料総額91,608千円の債務
保証を行っております。 
 また、三菱UFJリース株式会社との業務提携契約
に従い、連結子会社の販売商品に係る三菱UFJリー
ス株式会社のリース契約先21件に対する未経過リー
ス料総額38,100千円の債務保証を行なっておりま
す。
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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)

 ７ ローンコミットメント契約

   当社連結子会社株式会社テレウェイヴリンクス

は、中小企業向け不動産担保融資債権を買取る事業

を行う合同会社Expanding Investment Co.(Ex社)の

金融機関からの借入に関して、Ex社の債務不履行や

資金不足が生じた場合、Ex社または銀行に対して

5,000百万円を限度として資金を融資するローンコ

ミットメント契約を締結しております。契約期間は

平成18年９月22日から平成21年９月22日までであ

り、当連結会計年度末における対象借入金額は

4,864百万円ですが、実行残高はありません。 

 なお、当社及び当社連結子会社は、議決権のある

出資等を有しておらず、役員や従業員の派遣もあり

ません。

 ７     ─────────

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 ８ 財務制限条項

 イ．当社の短期借入金合計額のうち500,000千円に

は、以下の財務制限条項が付されており、各条項の

いずれかに抵触した場合には、当該借入金の借入先

に対し該当する借入金額を一括返済することがあり

ます。

（1） 終の決算期におけるインタレストカバレッジレ

シオを１以下としないこと。なお、インタレストカ

バレッジレシオとは、以下の算式で算出されるもの

をいいます。

  インタレストカバレッジレシオ＝（営業利益＋受取

利息）÷支払利息

（2） 終の決算期及びその前の決算期において、損益

計算書における当期利益が２期連続して当期赤字と

ならないこと。

（3） 新の決算期の貸借対照表において、債務超過

（負債が資産を上回る状態）にならないこと。

（4） その他取引条件の見直しを必要と認める客観的な

事由が生じた場合。

 ８     ─────────
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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)

 ロ．上記６に記載のとおり、当社連結子会社株式会社

テレウェイヴリンクスは、中小企業向け不動産担保

融資債権を買取る事業を行う合同会社Expanding 

Investment Co.(Ex社)の金融機関からの借入に関し

て、下記の事由が発生した場合、Ex社または金融機

関に対して5,000百万円を限度として資金を融資す

るローンコミットメント契約を締結しております。

以下の各条項に抵触した場合には、当該借入金の借

入先に対し該当する借入金額を一括返済することが

あります。

（1） Ex社の債務不履行及び資金不足により、２営業日

以内に金融機関からの借入金元利金返済がなされな

い場合

（2） 債務者が当該貸付債権について期限の利益を喪失

した後90日が経過した場合

（3） 株式会社テレウェイヴリンクスの単体財務諸表及

び当社の連結財務諸表において、ａ又はｂの状態に

陥った場合

ａ．直近の決算期の貸借対照表の純資産の部の金額

が、その前の決算期の貸借対照表の純資産の部の金

額の80%を下回ったことが判明した場合

ｂ．直前とその前の決算期の損益計算書上の経常利

益につき、２期連続して赤字となったことが判明し

た場合
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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 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

従業員給与手当 5,404,852千円

賞与 195,244

雑給 389,184

旅費交通費 688,429

地代家賃 1,002,943

法定福利費 692,777

貸倒引当金繰入額 171,861

賞与引当金繰入額 35,023

解約負担引当金繰入額 296,552

のれん償却額 311,755

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

従業員給与手当 4,950,546千円

賞与 33,197

雑給 655,532

旅費交通費 623,018

地代家賃 978,351

法定福利費 626,511

貸倒引当金繰入額 20,142

賞与引当金繰入額 23,441

解約負担引当金繰入額 199,955

のれん償却額 260,435

 

※２ 固定資産売却益は、次のとおりであります。

車両運搬具 615千円

賃貸用建物 5,381千円

賃貸用工具、器具 
及び備品

859千円

計 6,857千円

※２ 固定資産売却益は、次のとおりであります。

車両運搬具 279千円

工具、器具及び備品 110千円

貸与資産 21,759千円

ソフトウェア 33,196千円

計 55,345千円

  

 

※３ 固定資産除却損は、次のとおりであります。

建物及び構築物 3,714千円

工具、器具及び備品 3,217千円

賃貸用建物 23,782千円

賃貸用工具、器具 
及び備品

6,634千円

車両運搬具 105千円

ソフトウエア 587,000千円

計 624,454千円

※３ 固定資産除却損は、次のとおりであります。

建物及び構築物 120,559千円

工具、器具及び備品 7,045千円

車両運搬具 106千円

貸与資産 162,599千円

ソフトウェア 255,431千円

電話加入権 1,672千円

長期前払費用 51,707千円

計 599,121千円

※４ 固定資産売却損は、次のとおりであります。

賃貸用建物 2,856千円

賃貸用工具、器具 
及び備品

1,682千円

計 4,538千円

 

※４ 固定資産売却損は、次のとおりであります。

貸与資産（建物） 13,427千円
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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)

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)

※５ 減損損失 ※５ 減損損失 

 

   当連結会計年度において当社グループは以下の資
産グループについて減損損失を計上しております。

 （１）減損損失を認識した主な資産 

（千円）

用途 種類 場所/会社名 金額

賃貸用 
店舗資産

賃貸用建
物、賃貸用
工具器具備
品

東京都台東区 21,381千円

東京都目黒区 4,131千円

千葉県船橋市 10,297千円

賃貸用工具
器具備品

千葉県印西市 3,863千円

子会社 のれん
株式会社   
キュアリアス

182,904千円

計 222,578千円

  当連結会計年度において当社グループは以下の資
産グループについて減損損失を計上しております。

 （１）減損損失を認識した主な資産 

（千円）

用途 種類 場所/会社名 金額

貸与資産
建物、工具
器具備品

東京都新宿区 29,374千円

東京都中野区 6,565千円

東京都世田谷
区

6,469千円

株式会社テレウ
ェイヴリンクス

387,881千円

ロイヤルハウス
株式会社

644,811千円

エンパワーヘル
スケア 株式会
社

378,172千円

子会社 のれん
株式会社築地魚
河岸やっちゃば
倶楽部

64,063千円

株式会社アペッ
クス・インター
ナショナル

56,000千円

株式会社ドリー
ムエナジーコン
サルティング

20,524千円

株式会社キュア
リアス

28,859千円

自社利用 ソフトウェア ─ 13,320千円

計 1,636,042千円

 

（２）減損損失の認識に至った経緯 

 賃貸店舗資産につきましては、収益性の著しい低

下によるものであり、また子会社ののれんにつきま

しては、事業計画と実績の著しい乖離によるもので

あります。   

 （３）減損損失の内訳 

賃貸用建物 34,412千円

賃貸用工具、器具及び備品 5,261千円

のれん 182,904千円

計 222,578千円

（４）資産のグルーピングの方法 
 当社グループは減損会計の適用に当たって、事業
の種類別セグメント毎にグルーピングしているほ
か、投資先別にグルーピングしております。  

 （５）回収可能価額の算定方法

   減損損失の測定に使用した回収可能価額は、賃貸
用店舗資産につきましては正味売却価額、また子会
社ののれんにつきましては使用価値であり、将来キ
ャッシュフローを10.5％で割り引いて算定しており
ます。

 

（２）減損損失の認識に至った経緯 

 貸与資産及びソフトウェアにつきましては、収益

性の著しい低下によるものであり、また子会社のの

れんにつきましては、事業計画と実績の著しい乖離

によるものであります。   

 （３）減損損失の内訳 

貸与資産（建物） 41,104千円

貸与資産（工具、器具及び備
品）

1,304千円

のれん 1,580,312千円

ソフトウェア 13,320千円

計 1,636,042千円

（４）資産のグルーピングの方法 
 当社グループは減損会計の適用に当たって、事業
の拠点別セグメント毎にグルーピングしているほ
か、投資先別にグルーピングしております。  

 （５）回収可能価額の算定方法

  減損損失の測定に使用した回収可能価額は、貸与
資産及びソフトウェアにつきましては正味売却価
額、また子会社ののれんにつきましては使用価値で
あり、将来キャッシュフローを10.6％で割り引いて
算定しております。
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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 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 平成19年６月～12月 新株予約権（ストックオプション）の行使による新株発行     456株 

  
２ 自己株式に関する事項 

   
  

３ 新株予約権等に関する事項 

    

 
  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
 (注) 平成20年６月27日開催の定時株主総会で報告された会社法計算書類に基づくものであります。 

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 515,650 456 ― 516,106

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 748 ― ― 748

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
(千円)前連結

会計年度末
増加 減少

当連結 
会計年度末

提出会社
ストックオプシ
ョンとしての 
新株予約権

─ ─ ─ ─ ─ 37,721

連結子会社
ストックオプシ
ョンとしての 
新株予約権

─ ─ ─ ─ ─ 5,250

連結子会社
ストックオプシ
ョンとしての 
新株予約権

─ ─ ─ ─ ─ （210,697)

合計 ─ ─ ─ ─
42,971

（210,697)

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 128,725 250 平成19年３月31日 平成19年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式
利益剰余金 

(注)
128,839 250 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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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） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 平成20年５月～７月 新株予約権（ストックオプション）の行使による新株発行     48株 

  
２ 自己株式に関する事項 

   
  

３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項ありません。 
  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
(注) 配当原資は利益剰余金であり、平成20年６月27日開催の定時株主総会で報告された会社法計算 
   書類に基づくものであります。 

  

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 516,106 48 ─ 516,154

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 748 ─ ─ 748

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 128,839 250 平成20年３月31日 平成20年６月30日

     該当事項ありません。
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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
に掲記されている科目の金額との関係

(平成20年３月31日現在)

現金及び預金勘定 4,687,804千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △156,772

別段預金 △9,172

現金及び現金同等物 4,521,859

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年３月31日現在)

現金及び預金勘定 3,519,107千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △95,000

別段預金 △12,214

現金及び現金同等物 3,411,892

 

※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社
の資産及び負債の内訳 
株式の取得により新たに株式会社フーディーズを連
結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳
並びに同社株式の取得価額と株式取得による収入と
の関係は次の通りであります。

流動資産 330,406千円

固定資産 612,138

流動負債 △416,052

固定負債 △308,708

負ののれん △38,559

少数株主持分 △104,623

新株予約権 △5,250

新規連結子会社の取得価額 69,349

新規連結子会社の現金及び 
現金同等物

117,879

差引：新規連結子会社取得 
   による収入

48,529
 

※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社
の資産及び負債の内訳 
株式の取得により新たに株式会社テンポリノベーシ
ョンを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負
債の内訳並びに同社株式の取得価額と株式取得によ
る支出との関係は次の通りであります。

流動資産 124,370千円

固定資産 949,327

流動負債 △220,551

固定負債 △484,132

負ののれん △177,450

新規連結子会社の取得価額 191,564

新規連結子会社の現金及び
現金同等物

62,482

差引：新規連結子会社取得
   による支出

129,082

 

 

※３．株式の売却により連結子会社でなくなった会社の
資産及び負債の内訳 
株式の売却により株式会社ウェブ・ワークス及びア
イ・モバイル株式会社が連結子会社でなくなったこ
とに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに２社の
売却価額と株式売却による収入及び株式売却による
支出との関係は次の通りであります。
①株式会社ウェブ・ワークス

流動資産 787,392千円

固定資産 35,896

流動負債 △624,958

少数株主持分 △49,582

株式売却益 871,252

当該会社株式の売却価額 1,020,000

当該会社の現金及び 
現金同等物

127,665

差引：当該会社株式の売却 
   による収入

892,334

②アイ・モバイル株式会社

流動資産 179,197千円

固定資産 51,216

流動負債 △194,059

株式売却損 △11,354

当該会社株式の売却価額 25,000

当該会社の現金及び 
現金同等物

40,789

差引：当該会社株式の売却 
   による支出

15,789

 

※３．株式の売却により連結子会社でなくなった会社の
資産及び負債の内訳 
株式の売却により株式会社アントレプレナー及び株
式会社フーディーズが連結子会社でなくなったこと
に伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに２社の売
却価額と株式売却による支出との関係は次の通りで
あります。

 ①株式会社アントレプレナー

流動資産 383,705千円

固定資産 52,390

流動負債 △77,891

固定負債 △200

負ののれん △168

少数株主持分 △192,428

株式売却益 △34,707

当該会社株式の売却価額 130,700

当該会社の現金及び
現金同等物

204,019

差引：当該会社株式の売却
   による支出

73,319

②株式会社フーディーズ
流動資産 540,506千円

固定資産 828,431

流動負債 △660,868

固定負債 △463,310

負ののれん △32,775

少数株主持分 △117,902

新株予約権 △5,250

株式売却益 10,169

当該会社株式の売却価額 99,000

当該会社の現金及び
現金同等物

256,275

差引：当該会社株式の売却
   による支出

157,275
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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．連結範囲の変更により連結子会社となった会社の

資産及び負債の内訳 

合同会社Expanding Investment Co.は、当連結会計

年度において資金支援による当社の影響力が増した

ため、新たに連結しております。

流動資産 39,034千円

固定資産 1,093,500

固定負債 3,873,500
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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) 

    当社グループは、前連結会計年度において情報通信機器事業から、より事業将来性の高いソリュー

ション事業への経営リソースの集中化を実施しており、前連結会計年度でソリューション事業へのシ

フトが完了いたしました。 

 これにより、事業区分としては単一セグメントとなったため、当連結会計年度より事業の種類別セ

グメント情報は作成しておりません。 
  

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) 

    当社グループ事業はソリューション事業の単一事業であります。従いまして、開示対象とな

     るセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要

な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、投

資有価証券評価損214,084千円を計上しております。 

  

２．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) 

  

 
  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

  

 
(注) 当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損84,580千円を計上しております。 

(有価証券関係)

前連結会計年度（平成20年３月31日現在）

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 ― ― ―

(2）債券

 ① 国債・地方債等 ― ― ―

 ② 社債 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

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 372,434 315,780 △56,654

(2）債券

 ① 国債・地方債等 ― ― ―

 ② 社債 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

小計 372,434 315,780 △56,654

合計 372,434 315,780 △56,654

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

485,951 30,696 11,990

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

   非上場株式 390,319

   投資事業組合等出資金 381,087

   その他 22,000
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１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、投

資有価証券評価損283,710千円を計上しております。 

  

２．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) 

  

 
  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

  

 
(注) 当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損163,575千円を計上しております。 

当連結会計年度（平成21年３月31日現在）

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 ― ― ―

(2）債券

 ① 国債・地方債等 ― ― ―

 ② 社債 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

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 379,081 327,859 △51,222

(2）債券

 ① 国債・地方債等 ― ― ―

 ② 社債 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

小計 379,081 327,859 △51,222

合計 379,081 327,859 △51,222

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

14,421 ― 59,297

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

   非上場株式 330,455

   投資事業組合等出資金 89,322

   その他 22,000
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(注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 
  

(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 25,571.16円 １株当たり純資産額 6,911.09円

１株当たり当期純損失 12,495.88円 １株当たり当期純損失 18,524.90円

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、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については、１

株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

当連結会計年度末
（平成21年３月31日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 13,346,200 3,594,063

普通株式に係る純資産額（千円） 13,178,300 3,562,019

差額の主な内訳（千円）

 新株予約権 △167,726 －

  少数株主持分 335,626 32,044

普通株式の発行済株式数（株） 516,106 516,154

普通株式の自己株式数（株） 748 748

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（株）

515,358 515,406
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２．１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

  

 
  

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株当たり当期純損失

当期純損失（千円） 6,437,288 9,547,715

普通株主に帰属しない金額の主な内訳（千円） ─ －

普通株式に係る当期純損失（千円） 6,437,288 9,547,715

期中平均株式数（株） 515,901 515,399

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

当期純利益調整額（千円） ― －

（子会社の新株予約権） ( ―) ( －)

普通株式増加数（株） ― －

（うち新株予約権） ( ―) ( －)

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

①当社の新株予約権３種類

(新株予約権の数 5,117個)

②連結子会社の新株予約権

10種類

(新株予約権の数 533,111

個)

③持分法適用関連会社の新株

 予約権      ９種類

 (新株予約権の数 2,379個)

①当社の新株予約権５種類

(新株予約権の数 5,541個)

②連結子会社の新株予約権

４種類

(新株予約権の数 303,441

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)

（株式会社テンポリノベーションの株式取得（子会

社））
               ──────────

当社は平成20年１月31日開催の取締役会において、

株式会社テンポリノベーションの株式の取得及び子会

社化について決議し、平成20年５月８日付で子会社と

致しました。 

１．株式取得の理由

 開業支援に関する営業・管理ノウハウを有する同社

が当社グループに加わることは当社グループにとりま

しても新たなサービスの拡充となります。

２．株式会社テンポリノベーションの概要  

 （平成20年３月31日現在）

 (a)商号     株式会社テンポリノベーション

 (b)代表者    代表取締役社長 相原 広通

 (c)所在地    東京都港区六本木1-8-7

 (d)設立年月   平成19年11月

 (e)主な事業内容 リノベーション事業・店舗施工事 

       業・問屋流通事業

 (f)資本金       10,000千円

 (g)純資産      369,014千円

 (h)総資産    1,282,444千円

 (i)発行済株式  200株

 

３．株式譲受の概要

 (a)株式取得数  200株 

   （議決権） （100％）

 (b)取得日    平成20年５月８日

 (c)取得金額   191,564千円

 (d)異動前後の所有株式の状況

所有株式数 議決権比率

異動前 －株 －％

異動後 200株 100.0％
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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)

（当社従業員ならびに当社連結子会社の取締役および

従業員に対するストックオプションの件）
               ──────────

平成20年６月27日開催の当社定時株主総会におい
て、「当社従業員ならびに当社連結子会社の取締役
および従業員に対しストックオプションとして発行
する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に
委任する件」を決議致しました。

(1) 新株予約権の割当対象者

当社従業員ならびに当社連結子会社の取締役お
よび従業員

(2) 新株予約権の目的たる株式の種類および数

当社普通株式7,600株を上限とする。

(3) 発行する新株予約権の総数

7,600個を上限とする。

(4) 新株予約権の発行価額

無償とする。

(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に
おける増加する資本金及び資本準備金の額
 新株予約権の行使により株式を発行する場合
において増加する資本金の額は、会社計算規則
第40条第１項に従い算出される資本金等増加限
度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未
満の端数が生じたときは、その端数を切り上げ
るものとする。また、この場合、増加する資本
準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から
増加する資本金の額を減じた額とする。

(6) 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金
額

 

 

 新株予約権の行使に際してする出資の目的は
金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際
して払込をすべき１株当たりの金額（以下「行
使価額」という）に各新株予約権の目的である
株式の数を乗じた価額とする。行使価額は、新
株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各
日（取引が成立しない日を除く）における株式
会社ジャスダック証券取引所が公表する当社普
通株式の 終価格（以下、「 終価格」とい
う）の平均値に1.30を乗じて得た金額とし、１
円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額
が新株予約権を割り当てる日の 終価格（当日
に 終価格がない場合は、それに先立つ直近日
の 終価格）を下回る場合は、新株予約権を割
り当てる日の 終価格を払い込み金額とする。
 なお、割当日以降、当社が株式分割又は株式
併合を行う場合、次の算式により払込価額を調
整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り
上げる。

調整後
＝

調整前
×

1

行使価額 行使価額 分割・併合の比率

 また、割当日以降、当社が時価を下回る価額
で当社普通株式につき、新株式を発行または自
己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に
よる場合を除く。）は、次の算式により調整
し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上
げる。

既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×
１株当たり

払込価額

調整後
＝
調整前

×
１株当たりの時価

行使価額 行使価額 既発行株式数＋新規発行株式数
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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)

 上記算式において、「既発行株式数」とは当
社の発行済普通株式数から当社が保有する自己
株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行
う場合には、「新規発行株式数」を「処分する
自己株式数」、「１株当たり払込価額」を「１
株当たり処分金額」に各々読み替えるものとす
る。
 さらに、割当日以降、当社が合併等を行う場
合、株式の無償割り当てを行う場合、その他こ
れらの場合に準じた払込価額の調整を必要とす
る事由が生じたときには、それぞれの条件等を
勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整す
るものとする。

(7）新株予約権の権利行使期間
付与決議（取締役会決議）の日後２年を経過し
た日から当該付与決議の日後６年を経過する日
まで

(8）新株予約権の行使の条件
① 新株予約権を行使するためには、その割当
てを受けた時から権利行使時に至るまでの間、
継続して当社または当社連結子会社の取締役ま
たは従業員のいずれかに在任または在職するこ
とを要する。ただし、任期満了による退任、定
年退職、その他取締役会が正当な理由があると
認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権の割当てを受けた者が上記(7)の
新株予約権を行使することができる期間中に死
亡した場合、相続人がその権利を承継するもの
とする。
③ その他の条件については、取締役会決議に
基づき当社と新株予約権者との間で締結する新
株予約権割当契約の定めるところによる。

(9）譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社
取締役会の承認を要する。

  (注) 上記新株予約権については、当社による無償取  

 得による消却を行うことを平成20年12月16日の取 

 締役会で決議し実行しております。
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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)

（当社取締役に対するストックオプション報酬額およ

び内容の件）
               ──────────

平成20年６月27日開催の当社定時株主総会におい
て、「当社取締役に対しストックオプションとして
割り当てる新株予約権に関する報酬額およびその内
容の決定の件」を決議致しました。 
 会社法第361条第１項第３号に規定される報酬等
のうち金銭でないものである新株予約権に関する報
酬等の額として、下記の内容のとおり新株予約権を
割り当てるものであります。
(1) 新株予約権の割当対象者

当社取締役

(2) 新株予約権の目的たる株式の種類および数

当社普通株式7,000株を上限とする。

(3) 発行する新株予約権の総数

7,000個を上限とする。

(4) 新株予約権の発行価額

無償とする。

(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に
おける増加する資本金及び資本準備金の額
 新株予約権の行使により株式を発行する場合
において増加する資本金の額は、会社計算規則
第40条第１項に従い算出される資本金等増加限
度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未
満の端数が生じたときは、その端数を切り上げ
るものとする。また、この場合、増加する資本
準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から
増加する資本金の額を減じた額とする。

(6) 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金
額   

 

 

 新株予約権の行使に際してする出資の目的は
金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際
して払込をすべき１株当たりの金額（以下「行
使価額」という）に各新株予約権の目的である
株式の数を乗じた価額とする。行使価額は、新
株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各
日（取引が成立しない日を除く）における株式
会社ジャスダック証券取引所が公表する当社普
通株式の 終価格（以下、「 終価格」とい
う）の平均値に1.30を乗じて得た金額とし、１
円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額
が新株予約権を割り当てる日の 終価格（当日
に 終価格がない場合は、それに先立つ直近日
の 終価格）を下回る場合は、新株予約権を割
り当てる日の 終価格を払い込み金額とする。
 なお、割当日以降、当社が株式分割又は株式
併合を行う場合、次の算式により払込価額を調
整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り
上げる。

調整後
＝

調整前
×

1

行使価額 行使価額 分割・併合の比率

 また、割当日以降、当社が時価を下回る価額
で当社普通株式につき、新株式を発行または自
己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に
よる場合を除く。）は、次の算式により調整
し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上
げる。

既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×
１株当たり

払込価額

調整後
＝
調整前

×
１株当たりの時価

行使価額 行使価額 既発行株式数＋新規発行株式数
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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)

 上記算式において、「既発行株式数」とは当
社の発行済普通株式数から当社が保有する自己
株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行
う場合には、「新規発行株式数」を「処分する
自己株式数」、「１株当たり払込価額」を「１
株当たり処分金額」に各々読み替えるものとす
る。

            

 さらに、割当日以降、当社が合併等を行う場
合、株式の無償割り当てを行う場合、その他こ
れらの場合に準じた払込価額の調整を必要とす
る事由が生じたときには、それぞれの条件等を
勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整す
るものとする。

(7）新株予約権の権利行使期間
付与決議（取締役会決議）の日後２年を経過し
た日から当該付与決議の日後９年を経過する日
まで

(8）新株予約権の行使の条件
① 新株予約権を行使するためには、その割当
てを受けた時から権利行使時に至るまでの間、
継続して当社または当社連結子会社の取締役ま
たは従業員のいずれかに在任または在職するこ
とを要する。ただし、任期満了による退任、定
年退職、その他取締役会が正当な理由があると
認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権の割当てを受けた者が上記(7)の
新株予約権を行使することができる期間中に死
亡した場合、相続人がその権利を承継するもの
とする。
③ その他の条件については、取締役会決議に
基づき当社と新株予約権者との間で締結する新
株予約権割当契約の定めるところによる。

(9）譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社
取締役会の承認を要する。

  (注) 上記新株予約権については、当社による無償取
   得による消却を行うことを平成20年12月16日の取 
   締役会で決議し実行しております
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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)

               ────────── （連結子会社の吸収合併について）
当社は、平成21年２月４日開催の取締役会におい

て、100％連結子会社である 株式会社テレウェイヴリ
ンクスを吸収合併することを決議し、平成21年３月31
日開催の当社臨時株主総会において承認され、平成21
年４月１日に合併し、株式会社ＳＢＲに社名を変更い
たしました。  
(1) 合併の目的  
 当社グループは、純粋持株会社である株式会社テレウ
ェイヴの下、中核事業会社である株式会社テレウェイ
ヴリンクスを中心に、Ｍ＆Ａ等により多数の企業を傘
下におさめグループ運営を行っておりますが、当連結
会計年度より「選択と集中」をテーマに、収益性を基
準とした取り組み優先順位の厳格化を行い、グループ
再編を実行しております。当連結会計年度におきまし
ては、連結子会社間の合併、連結子会社株式の売却、
持分法適用関連会社の売却を積極的に行ってまいりま
した。結果、グループ会社数は、前連結会計年度末か
ら５社減少し、グループ規模のコンパクト化を実現す
ることができました。  
 このような中、経営の意志・方針伝達の迅速化と重
複する間接コストの極小化のメリットを 大限に享受
するため、中核事業会社である株式会社テレウェイヴ
リンクスと吸収合併することを決定いたしました。こ
れにより、営業による受注活動及びホームページ制作
活動の更なる効率化を図りつつ、並行してオペレーシ
ョン効率・コスト効率の大幅改善を実現することによ
り、グループ利益の 大化を図ってまいる所存であり
ます。  
 

(2) 合併の日程 
    合併決議取締役会     平成21年２月４日 
    合併契約締結       平成21年２月４日 
    臨時株主総会基準日公告  平成21年２月５日 
    臨時株主総会基準日    平成21年２月20日 
    合併承認臨時株主総会   平成21年３月31日 
     ※なお、株式会社テレウェイヴリンクスについ 
   ては、会社法第784条第１項に定める略式合併 
   であるため、臨時株主総会は開催しておりませ 
   ん。 
    合併期日         平成21年４月１日 
    合併登記         平成21年４月１日 
(3) 合併方式 
    当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社
   テレウェイヴリンクスは解散いたします。 
(4) 合併比率並びに合併交付金 
     100％出資の子会社との合併であるため、合併比
   率の取り決めはありません。また、合併による新
   株発行及び資本金の額の増加もありません。 
(5) 消滅会社の権利義務 
   当社は、合併期日における消滅会社の一切の権利
  義務を引き継いでおります。 
(6) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関 
  する取扱い 
     株式会社テレウェイヴリンクスは、新株予約権 
  及び新株予約権付社債は発行しておりません。 
(7) 合併当事会社の概要（平成21年３月期） 
   ①商号    株式会社テレウェイヴリンクス 
   ②本店所在地 東京都新宿区西新宿二丁目４番 
         １号   
   ③代表者   代表取締役社長 齋藤 真織 
   ④資本金       280百万円 
   ⑤純資産の額 △9,875百万円 
   ⑥総資産の額   6,005百万円 
   ⑦売上高    11,645百万円 
   ⑧当期純損失  9,468百万円 
   ⑨事業の内容 ＩＴパッケージの販売及び経営支 
   援サービスの提供
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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)

               ────────── （金融支援サービス事業からの撤退）
 当社は、平成21年５月11日開催の取締役会において、
金融支援サービス事業からの撤退を決議しました。
 (1) 撤退理由
    金融支援サービス事業は、運転資金の回転率向上を
  希望される小企業を対象に売上債権早期資金化サービ 
  スの提供及び手数料収入を目的に不動産担保融資債権 
  を買取る事業を行うＳＰＣに対する保証を実行するス 
  キームへの参画をしてまいりました。
     しかしながら、昨今の経済停滞、金融危機等の状況 

   により、事業の縮小に着手し、取締役会においても、 

  早期縮小方針を決定しておりました。

   当社では、今回の不適切な会計処理が行われたこと 

  を重いものと受け止め、改めて金融支援サービス事業 

  からの完全撤退を決議し、同事業を清算することを決 

  定いたしました。

   なお、翌連結会計年度における損失見込額はありま 

  せん。

 (2) 事業の内容及び規模

 ①事業内容 金融支援サービス事業

 ②売上高  377百万円（当連結会計年度）

 ③債権額 7,849百万円（当連結会計年度末日時点）

 うち貸倒引当額 6,516百万円（当連結会計年度末
日時点）
(3) 撤退時期
 平成21年５月

（連結子会社の株式譲渡について）
当社は、平成21年７月16日開催の取締役会決議に基

づき、連結子会社である株式会社テンポリノベーショ
ンの全株式を譲渡いたしました。 
 なお、本取引後、当該会社は当社の連結子会社より
除外されます。

(1) 譲渡の理由
当社グループは、純粋持株会社である株式会社テレ

ウェイヴの下、中核事業会社である株式会社テレウェ
イヴリンクスを中心に、Ｍ＆Ａ等により多数の企業を
傘下におさめグループ運営を行っておりますが、当連
結会計年度より「選択と集中」をテーマに、収益性を
基準とした取り組み優先順位の厳格化を行い、グルー
プ再編を実行しております。当連結会計年度におきま
しては、連結子会社間の合併、連結子会社株式の売
却、持分法適用関連会社の売却を積極的に行ってまい
りました。結果、グループ会社数は、前連結会計年度
末から５社減少し、グループ規模のコンパクト化を実
現することができました。 
 このような中、当社グループの事業戦略における関
連性を検討した結果、テンポリノベーション株式を譲
渡することを決定いたしました。

(2) 異動する連結子会社の概要
①商号     株式会社テンポリノベーション
②所在地    東京都港区芝公園二丁目４番１号
③代表者    代表取締役 北本 聖
④設立年月日  平成19年11月27日
⑤主な事業内容 飲食店出店・閉店支援事業
⑥資本金の額  10百万円
⑦事業年度の末日３月31日
⑧従業員数   22名（平成21年3月31日現在、派 

            遣社員含む）
⑨当社の出資比率 100％
⑩ 近事業年度における業績の動向
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(開示の省略） 

 リース取引、関連当事者情報、税効果会計、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプショ 

 ン等及び企業結合等に関する注記事項については、決算短信における必要性が大きくないと考えら 

 れるため開示を省略いたします。 

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)

                （単位：百万円）

 

平成20年12月期 平成21年3月期

売上高 1,051 299

経常利益 39 56

当期純利益 32 26

総資産 1,320 1,279

純資産 443 470

(注)平成21年3月期は、決算期変更による３ヶ月決算と
なっております。
(3) 株式の譲渡先
①商号    株式会社クロップス
②所在地   愛知県名古屋市中村区名駅四丁目23

         番9号  
③代表者   代表取締役 前田 博史
④設立年月日 昭和52年11月2日
⑤主な事業内容 au携帯電話の販売及び付随するサ 

         ービス全般 
⑥資本金の額  243百万円
⑦当社との関係 資本関係：ありません 

         人的関係：ありません 
         取引関係：ありません
(4) 株式譲渡の概要
 ①異動前の所有株式数 200株（所有割合 100.0%） 
  ②異動株式数     200株 
 ③異動後の所有株式数  0株（所有割合  0.0%）
（5）日程 

平成21年7月16日 取締役会決議及び株式譲渡契約締結

平成21年7月16日 株式譲渡 
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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 2,127,981 924,467 

売掛金 ※1 51 ※1 109,838 

前払費用 64,232 84,850 

短期貸付金 ※1 6,403,000 ※1 10,290,000 

未収入金 ※1 51,115 ※1 126,024 

未収還付法人税等 30,310 － 

その他 ※1 91,591 ※1 161,940 

貸倒引当金 △380,457 △9,972,338 

流動資産合計 8,387,824 1,724,784 

固定資産 

有形固定資産 

建物 135,027 7,366 

減価償却累計額 △51,637 △3,448 

建物（純額） 83,389 3,918 

工具、器具及び備品 196,405 198,850 

減価償却累計額 △112,704 △141,181 

工具、器具及び備品（純額） 83,701 57,669 

有形固定資産合計 167,090 61,587 

無形固定資産 

のれん 61,019 － 

ソフトウエア 236,700 307,827 

施設利用権 2,648 1,110 

無形固定資産合計 300,368 308,937 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,104,187 769,637 

関係会社株式 4,777,240 739,823 

関係会社新株予約権 210,697 － 

長期貸付金 22,864 133,106 

関係会社長期貸付金 2,836,854 178,705 

長期未収入金 14,541 － 

破産更生債権等 130,000 － 

長期前払費用 10 431 

敷金及び保証金 391,528 581,645 

その他 6,423 6,423 

貸倒引当金 △2,855,541 △26,354 

投資その他の資産合計 6,638,807 2,383,418 

固定資産合計 7,106,266 2,753,943 

資産合計 15,494,090 4,478,727 

株式会社ＳＢＲ(2759)平成21年３月期　決算短信

- 49 -



  

(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 

短期借入金 ※2 1,000,000 ※2 900,000 

未払金 ※1 333,459 ※1 104,340 

未払費用 39,391 57,999 

未払法人税等 － 16,632 

前受金 ※1 204,940 － 

預り金 4,895 5,876 

移転損失引当金 － 159,527 

その他 67 22,449 

流動負債合計 1,582,754 1,266,824 

固定負債 

固定負債合計 － － 

負債合計 1,582,754 1,266,824 

純資産の部 

株主資本 

資本金 7,744,040 7,744,094 

資本剰余金 

資本準備金 2,141,128 2,141,182 

その他資本剰余金 5,700,474 5,700,474 

資本剰余金合計 7,841,602 7,841,656 

利益剰余金 

利益準備金 1,430 1,430 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 △1,535,365 △12,258,861 

利益剰余金合計 △1,533,934 △12,257,430 

自己株式 △65,195 △65,195 

株主資本合計 13,986,512 3,263,124 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △112,898 △51,222 

評価・換算差額等合計 △112,898 △51,222 

新株予約権 37,721 － 

純資産合計 13,911,336 3,211,902 

負債純資産合計 15,494,090 4,478,727 
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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) 

営業収入 

受取マネジメントフィー 827,387 1,112,872 

営業収入合計 ※1 827,387 ※1 1,112,872 

売上総利益 827,387 1,112,872 

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 802,680 ※1, ※2 1,195,635 

営業利益又は営業損失（△） 24,706 △82,763 

営業外収益 

受取利息 ※1 160,641 ※1 208,608 

受取保険料 17,160 － 

受取配当金 ※1 20,770 ※1 27,613 

受取手数料 9,588 7,973 

その他 1,779 2,495 

営業外収益合計 209,941 246,691 

営業外費用 

支払利息 12,941 18,263 

株式交付費 1,560 － 

投資事業組合損失 63,730 48,407 

貸倒引当金繰入額 － 14,046 

その他 2,888 1,120 

営業外費用合計 81,120 81,837 

経常利益 153,527 82,090 

特別利益 

投資有価証券売却益 30,696 － 

新株予約権戻入益 － 110,110 

関係会社株式売却益 1,032,000 41,974 

特別利益合計 1,062,696 152,084 

特別損失 

固定資産除却損 ※3 18,478 ※3 77,062 

投資有価証券売却損 11,882 59,297 

投資有価証券評価損 297,462 447,285 

関係会社株式評価損 2,680,492 2,731,894 

関係会社株式売却損 － 186,504 

貸倒引当金繰入額 3,209,149 6,893,188 

移転損失引当金繰入額 － 159,527 

事務所移転損失 42,785 294 

その他 － 269,977 

特別損失合計 6,260,250 10,825,031 

税引前当期純損失（△） △5,044,026 △10,590,856 

法人税、住民税及び事業税 15,357 3,800 

法人税等調整額 749,936 － 

法人税等合計 765,293 3,800 

当期純損失（△） △5,809,320 △10,594,656 
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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 7,740,757 7,744,040 

当期変動額 

新株の発行 3,283 54 

当期変動額合計 3,283 54 

当期末残高 7,744,040 7,744,094 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 7,837,845 2,141,128 

当期変動額 

新株の発行 3,282 54 

準備金から剰余金への振替 △5,700,000 － 

当期変動額合計 △5,696,717 54 

当期末残高 2,141,128 2,141,182 

その他資本剰余金 

前期末残高 474 5,700,474 

当期変動額 

準備金から剰余金への振替 5,700,000 － 

当期変動額合計 5,700,000 － 

当期末残高 5,700,474 5,700,474 

資本剰余金合計 

前期末残高 7,838,319 7,841,602 

当期変動額 

新株の発行 3,282 54 

準備金から剰余金への振替 － － 

当期変動額合計 3,282 54 

当期末残高 7,841,602 7,841,656 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 1,430 1,430 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,430 1,430 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 4,402,680 △1,535,365 

当期変動額 

剰余金の配当 △128,725 △128,839 

当期純損失（△） △5,809,320 △10,594,656 

当期変動額合計 △5,938,045 △10,723,495 

当期末残高 △1,535,365 △12,258,861 

利益剰余金合計 

前期末残高 4,404,111 △1,533,934 

当期変動額 

剰余金の配当 △128,725 △128,839 

当期純損失（△） △5,809,320 △10,594,656 

当期変動額合計 △5,938,045 △10,723,495 

当期末残高 △1,533,934 △12,257,430 
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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) 

自己株式 

前期末残高 △65,195 △65,195 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 △65,195 △65,195 

株主資本合計 

前期末残高 19,917,992 13,986,512 

当期変動額 

新株の発行 6,566 108 

剰余金の配当 △128,725 △128,839 

当期純損失（△） △5,809,320 △10,594,656 

当期変動額合計 △5,931,479 △10,723,387 

当期末残高 13,986,512 3,263,124 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 32,415 △112,898 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△145,313 61,675 

当期変動額合計 △145,313 61,675 

当期末残高 △112,898 △51,222 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 32,415 △112,898 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△145,313 61,675 

当期変動額合計 △145,313 61,675 

当期末残高 △112,898 △51,222 

新株予約権 

前期末残高 － 37,721 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 37,721 △37,721 

当期変動額合計 37,721 △37,721 

当期末残高 37,721 － 

純資産合計 

前期末残高 19,950,408 13,911,336 

当期変動額 

新株の発行 6,566 108 

剰余金の配当 △128,725 △128,839 

当期純損失（△） △5,809,320 △10,594,656 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △107,592 23,954 

当期変動額合計 △6,039,072 △10,699,433 

当期末残高 13,911,336 3,211,902 
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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】

(5)【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を採用し

ております。

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券

  時価のあるもの

   決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）を採用してお

ります。

(2）その他有価証券

  時価のあるもの

同左

  時価のないもの

   移動平均法による原価法を採用

しております。

   なお、金融商品取引法第２条第

２項により有価証券とみなされる

投資事業組合等への出資持分につ

いては、 近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込む

方法によっております。

  時価のないもの

同左

   

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

  定率法（ただし建物（付属設備を

除く）については定額法）によって

おります。

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

  建物        ３年～18年

  工具、器具及び備品 ３年～10年

(1）有形固定資産

同左

（会計方針の変更） 

 法人税の改正((所得税法等の一部

を改正する法律 平成19年３月30日

法律第６号）及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令 平成19年３

月30日 政令第83号))に伴い、当会

計期間から、平成19年４月以降に取

得したものについては、改正後の法

人税法に基づく方法に変更しており

ます。 

 当該変更に伴う損益に与える影響

は軽微であります。 

（追加情報） 

 当会計期間から、平成19年３月31

日以前に取得したものについては、

残存簿価を償却可能限度額まで償却

が終了した翌年から５年間で均等償

却する方法によっております。 

 当該変更に伴う損益に与える影響

は、軽微であります。

──────────
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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)

(2）無形固定資産

  のれんについては、５年で均等償

却しております。

  自社利用のソフトウエアについて

は、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法で償却して

おります。

(2）無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備え

て、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個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) 移転損失引当金

  本社移転に伴い発生の可能性が高 

 い原状回復費等について、見積り計 

 上しております。 

  この移転損失引当金は、移転損失 

 の合理的な見積りが可能になったこ 

 とにより計上したものであります。 

  これにより税引前当期純損失は 

 159,527千円増加しております。

４．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）消費税等の会計処理

  消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。

(1) 消費税等の会計処理

同左
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(6)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

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)

 

※１．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。

売掛金 51千円

短期貸付金 6,203,000

未収入金 50,343

立替金 6,447

未収収益 61,586

未払金 33,699

前受金 204,940
 

 

※１．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。

売掛金 109,838千円

短期貸付金 10,155,000

未収入金 124,328

立替金 33,560

未収収益 115,470

未払金 11,801

 

※２．当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約

   当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行５行と当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントライン契約を締結しております。

   当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミ

ットメントラインに係る借入未実行残高は、次のと

おりであります。

当座貸越極度額及び貸出 
コミットメントラインの総額

4,000,000千円

借入実行額 1,000,000千円

差引額 3,000,000千円
  

※２．当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約

   当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントライン契約を締結しております。

   当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミ

ットメントラインに係る借入未実行残高は、次のと

おりであります。

当座貸越極度額及び貸出
コミットメントラインの総額

2,000,000千円

借入実行額 900,000千円

差引額 1,100,000千円

 

 ３．保証債務

   次の関係会社について、営業取引に係る仕入債務

に対し債務保証を行っております。

㈱テレウェイヴリンクス 48,098千円
  

 ３．保証債務

   当社連結子会社の株式会社テレウェイヴリンクス

に対し、下記の債務保証を行っております。

金融機関からの借入金
営業取引に係る仕入債務

2,480,000千円
259千円

 ４．財務制限条項

当社の短期借入金合計額のうち500,000千円に

は、以下の財務制限条項が付されており、各条項

のいずれかに抵触した場合には、当該借入金の借

入先に対し該当する借入金額を一括返済すること

があります。

（1） 終の決算期におけるインタレストカバレッ

ジレシオを１以下としないこと。なお、インタ

レストカバレッジレシオとは、以下の算式で算

出されるものをいいます。

インタレストカバレッジレシオ＝（営業利益＋

受取利息）÷支払利息

（2） 終の決算期及びその前の決算期において、

損益計算書における当期利益が２期連続して当

期赤字とならないこと。

（3） 新の決算期の貸借対照表において、債務超

過（負債が資産を上回る状態）にならないこ

と。

（4） その他取引条件の見直しを必要と認める客観

的な事由が生じた場合。

 ４．     ─────────
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(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．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。

営業収入

 受取マネジメントフィー 827,387千円

販売費及び一般管理費

 経費分担金収入 △1,171,355

 その他 21,581

受取利息 151,039

受取配当金 14,716
  

※１．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。

営業収入

受取マネジメントフィー 1,112,872千円

販売費及び一般管理費

経費分担金収入 △1,162,341

その他 1,198

受取利息 189,346

受取配当金 23,236

 

※２．費用は全て一般管理費であります。

   主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 55,434千円

従業員給料手当 227,020

従業員賞与 18,341

株式報酬費用 27,734

福利厚生費 10,463

地代家賃 145,997

外部委託費 106,966

旅費交通費 31,196

のれん償却額 30,509
 

 

※２．費用は全て一般管理費であります。

   主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 105,281千円

従業員給料手当 232,622

株式報酬費用 72,389

福利厚生費 5,887

地代家賃 210,108

外部委託費 113,459

旅費交通費 17,087

のれん償却額 15,234

 

 ※３．固定資産除却損は、次のとおりであります。

建物 2,727千円

工具、器具及び備品  2,137

ソフトウェア 13,613

    計 18,478

 

 ※３．固定資産除却損は、次のとおりであります。

建物 70,660千円

工具、器具及び備品 142

ソフトウェア 4,720

施設利用権 1,538

   計 77,062
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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） 

 自己株式に関する事項 

 
  

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)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 748 ― ― 748

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 748 ― ― 748

(有価証券関係)

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）

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）

関連会社株式 1,110,704 1,110,704 - - - -

合計 1,110,704 1,110,704 - - - -
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(注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 
２．１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

(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 26,920.34円 １株当たり純資産額 6,231.79円

１株当たり当期純損失 11,276.88円 １株当たり当期純損失 20,556.22円

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、 

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については、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）

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 13,911,336 3,211,902

普通株式に係る純資産額（千円） 13,873,614 3,211,902

差額の主な内訳（千円） 
 新株予約権

37,721 －

普通株式の発行済株式数（株） 516,106 516,154

普通株式の自己株式数（株） 748 748

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（株）

515,358 515,406

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株当たり当期純損失

当期純損失（△）（千円） △5,809,320 △10,594,656

普通株主に帰属しない金額の主な内訳（千円） ─ －

普通株式に係る当期純損失（△）（千円） △5,809,320 △10,594,646

期中平均株式数（株） 515,901 515,399

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

当期純利益調整額（千円） ― －

普通株式増加数（株） ― －

 （うち新株予約権） ― －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

新株予約権     ３種類

(新株予約権の数 5,117個)

新株予約権     ５種類

(新株予約権の数 5,541個)
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(重要な後発事象)

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)

（株式会社テンポリノベーションの株式取得（子会

社））

──────────

当社は平成20年１月31日開催の取締役会において、

株式会社テンポリノベーションの株式の取得及び子会

社化について決議し、平成20年５月８日付で子会社と

致しました。 

 

１．株式取得の理由

 開業支援に関する営業・管理ノウハウを有する同社

が当社グループに加わることは当社グループにとりま

しても新たなサービスの拡充となります。

２．株式会社テンポリノベーションの概要  

 （平成20年３月31日現在）

 (a)商号     株式会社テンポリノベーション

 (b)代表者    代表取締役社長 相原 広通

 (c)所在地    東京都港区六本木1-8-7

 (d)設立年月   平成19年11月  

 (e)主な事業内容 リノベーション事業・店舗施工事 

       業・問屋流通事業

 (f)資本金       10,000千円

 (g)純資産      369,014千円

 (h)総資産    1,282,444千円

 (i)発行済株式  200株

３．株式譲受の概要

 (a)株式取得数  200株 

   （議決権） （100％）

 (b)取得日    平成20年５月８日

 (c)取得金額   191,564千円

 (d)異動前後の所有株式の状況

所有株式数 議決権比率

異動前 －株 －％

異動後 200株 100.0％
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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)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（当社従業員ならびに当社連結子会社の取締役および

従業員に対するストックオプションの件）

──────────

平成20年６月27日開催の当社定時株主総会におい
て、「当社従業員ならびに当社連結子会社の取締役
および従業員に対しストックオプションとして発行
する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に
委任する件」を決議致しました。

(1) 新株予約権の割当対象者

当社従業員ならびに当社連結子会社の取締役お
よび従業員

(2) 新株予約権の目的たる株式の種類および数

当社普通株式7,600株を上限とする。

(3) 発行する新株予約権の総数

7,600個を上限とする。

(4) 新株予約権の発行価額

無償とする。

(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に
おける増加する資本金及び資本準備金の額
 新株予約権の行使により株式を発行する場合
において増加する資本金の額は、会社計算規則
第40条第１項に従い算出される資本金等増加限
度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未
満の端数が生じたときは、その端数を切り上げ
るものとする。また、この場合、増加する資本
準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から
増加する資本金の額を減じた額とする。

(6) 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金
額

 

 

 新株予約権の行使に際してする出資の目的は
金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際
して払込をすべき１株当たりの金額（以下「行
使価額」という）に各新株予約権の目的である
株式の数を乗じた価額とする。行使価額は、新
株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各
日（取引が成立しない日を除く）における株式
会社ジャスダック証券取引所が公表する当社普
通株式の 終価格（以下、「 終価格」とい
う）の平均値に1.30を乗じて得た金額とし、１
円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額
が新株予約権を割り当てる日の 終価格（当日
に 終価格がない場合は、それに先立つ直近日
の 終価格）を下回る場合は、新株予約権を割
り当てる日の 終価格を払い込み金額とする。
 なお、割当日以降、当社が株式分割又は株式
併合を行う場合、次の算式により払込価額を調
整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り
上げる。

調整後
＝

調整前
×

1

行使価額 行使価額 分割・併合の比率

 また、割当日以降、当社が時価を下回る価額
で当社普通株式につき、新株式を発行または自
己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に
よる場合を除く。）は、次の算式により調整
し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上
げる。

既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×
１株当たり

払込価額

調整後
＝
調整前

×
１株当たりの時価

行使価額 行使価額 既発行株式数＋新規発行株式数
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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)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 上記算式において、「既発行株式数」とは当
社の発行済普通株式数から当社が保有する自己
株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行
う場合には、「新規発行株式数」を「処分する
自己株式数」、「１株当たり払込価額」を「１
株当たり処分金額」に各々読み替えるものとす
る。
 さらに、割当日以降、当社が合併等を行う場
合、株式の無償割り当てを行う場合、その他こ
れらの場合に準じた払込価額の調整を必要とす
る事由が生じたときには、それぞれの条件等を
勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整す
るものとする。

(7）新株予約権の権利行使期間
付与決議（取締役会決議）の日後２年を経過し
た日から当該付与決議の日後６年を経過する日
まで

(8）新株予約権の行使の条件
① 新株予約権を行使するためには、その割当
てを受けた時から権利行使時に至るまでの間、
継続して当社または当社連結子会社の取締役ま
たは従業員のいずれかに在任または在職するこ
とを要する。ただし、任期満了による退任、定
年退職、その他取締役会が正当な理由があると
認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権の割当てを受けた者が上記(7)の
新株予約権を行使することができる期間中に死
亡した場合、相続人がその権利を承継するもの
とする。
③ その他の条件については、取締役会決議に
基づき当社と新株予約権者との間で締結する新
株予約権割当契約の定めるところによる。

(9）譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社
取締役会の承認を要する。

 (注）上記新株予約権については、当社による無償取 

 得による消却を行うことを平成20年12月16日の取 

 締役会で決議し実行しております。
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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)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（当社取締役に対するストックオプション報酬額およ
び内容の件）

──────────

平成20年６月27日開催の当社定時株主総会におい
て、「当社取締役に対しストックオプションとして
割り当てる新株予約権に関する報酬等の額および内
容の決定の件」を決議致しました。 
 会社法第361条第１項第３号に規定される報酬等
のうち金銭でないものである新株予約権に関する報
酬等の額として、下記の内容のとおり新株予約権を
割り当てるものであります。
(1) 新株予約権の割当対象者

当社取締役
 

(2) 新株予約権の目的たる株式の種類および数

当社普通株式7,000株を上限とする。

(3) 発行する新株予約権の総数

7,000個を上限とする。

(4) 新株予約権の発行価額

無償とする。

(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に
おける増加する資本金及び資本準備金の額
 新株予約権の行使により株式を発行する場合
において増加する資本金の額は、会社計算規則
第40条第１項に従い算出される資本金等増加限
度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未
満の端数が生じたときは、その端数を切り上げ
るものとする。また、この場合、増加する資本
準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から
増加する資本金の額を減じた額とする。

(6) 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金
額   

 

 

 新株予約権の行使に際してする出資の目的は
金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際
して払込をすべき１株当たりの金額（以下「行
使価額」という）に各新株予約権の目的である
株式の数を乗じた価額とする。行使価額は、新
株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各
日（取引が成立しない日を除く）における株式
会社ジャスダック証券取引所が公表する当社普
通株式の 終価格（以下、「 終価格」とい
う）の平均値に1.30を乗じて得た金額とし、１
円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額
が新株予約権を割り当てる日の 終価格（当日
に 終価格がない場合は、それに先立つ直近日
の 終価格）を下回る場合は、新株予約権を割
り当てる日の 終価格を払い込み金額とする。
 なお、割当日以降、当社が株式分割又は株式
併合を行う場合、次の算式により払込価額を調
整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り
上げる。

調整後
＝

調整前
×

1

行使価額 行使価額 分割・併合の比率

 また、割当日以降、当社が時価を下回る価額
で当社普通株式につき、新株式を発行または自
己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に
よる場合を除く。）は、次の算式により調整
し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上
げる。

既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×
１株当たり

払込価額

調整後
＝
調整前

×
１株当たりの時価

行使価額 行使価額 既発行株式数＋新規発行株式数
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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)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 上記算式において、「既発行株式数」とは当
社の発行済普通株式数から当社が保有する自己
株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行
う場合には、「新規発行株式数」を「処分する
自己株式数」、「１株当たり払込価額」を「１
株当たり処分金額」に各々読み替えるものとす
る。
 さらに、割当日以降、当社が合併等を行う場
合、株式の無償割り当てを行う場合、その他こ
れらの場合に準じた払込価額の調整を必要とす
る事由が生じたときには、それぞれの条件等を
勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整す
るものとする。

(7）新株予約権の権利行使期間
付与決議（取締役会決議）の日後２年を経過し
た日から当該付与決議の日後９年を経過する日
まで

(8）新株予約権の行使の条件
① 新株予約権を行使するためには、その割当
てを受けた時から権利行使時に至るまでの間、
継続して当社または当社連結子会社の取締役ま
たは従業員のいずれかに在任または在職するこ
とを要する。ただし、任期満了による退任、定
年退職、その他取締役会が正当な理由があると
認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権の割当てを受けた者が上記(7)の
新株予約権を行使することができる期間中に死
亡した場合、相続人がその権利を承継するもの
とする。
③ その他の条件については、取締役会決議に
基づき当社と新株予約権者との間で締結する新
株予約権割当契約の定めるところによる。

(9）譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社
取締役会の承認を要する。

 (注) 上記新株予約権については、当社による無償取
   得による消却を行うことを平成20年12月16日の取 
   締役会で決議し実行しております。

               ────────── （連結子会社の吸収合併について）
当社は、平成21年２月４日開催の取締役会におい

て,100％連結子会社である 株式会社テレウェイヴリン
クスを吸収合併することを決議し、平成21年３月31日
開催の当社臨時株主総会において承認され、平成21年
４月１日に合併し、株式会社ＳＢＲに社名を変更いた
しました。  
(1) 合併の目的  
当社グループは、純粋持株会社である株式会社テレウ
ェイヴの下、中核事業会社である株式会社テレウェイ
ヴリンクスを中心に、Ｍ＆Ａ等により多数の企業を傘
下におさめグループ運営を行っておりますが、当事業
年度より「選択と集中」をテーマに、収益性を基準と
した取り組み優先順位の厳格化を行い、グループ再編
を実行しております。当事業年度におきましては、連
結子会社間の合併、連結子会社株式の売却、持分法適
用関連会社の売却を積極的に行ってまいりました。結
果、グループ会社数は、前事業年度末から５社減少
し、グループ規模のコンパクト化を実現することがで
きました。  
 このような中、経営の意志・方針伝達の迅速化と重
複する間接コストの極小化のメリットを 大限に享受
するため、中核事業会社である株式会社テレウェイヴ
リンクスと吸収合併することを決定いたしました。こ
れにより、営業による受注活動及びホームページ制作
活動の更なる効率化を図りつつ、並行してオペレーシ
ョン効率・コスト効率の大幅改善を実現することによ
り、グループ利益の 大化を図ってまいる所存であり
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)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(2) 合併の日程
    合併決議取締役会     平成21年２月４日 
    合併契約締結       平成21年２月４日 
    臨時株主総会基準日公告  平成21年２月５日 
    臨時株主総会基準日    平成21年２月20日 
    合併承認臨時株主総会   平成21年３月31日 
     ※なお、株式会社テレウェイヴリンクスについ 
   ては、会社法第784条第１項に定める略式合併 
   であるため、臨時株主総会は開催しておりませ 
   ん。 
    合併期日         平成21年４月１日 
    合併登記         平成21年４月１日 
(3) 合併方式 
    当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社
   テレウェイヴリンクスは解散いたします。 
(4) 合併比率並びに合併交付金 
     100％出資の子会社との合併であるため、合併比
   率の取り決めはありません。また、合併による新
   株発行及び資本金の額の増加もありません。 
(5) 消滅会社の権利義務 
   当社は、合併期日における消滅会社の一切の権利
  義務を引き継いでおります。 
(6) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関 
  する取扱い 
     株式会社テレウェイヴリンクスは、新株予約権 
  及び新株予約権付社債は発行しておりません。 
(7) 合併当事会社の概要（平成21年３月期） 
   ①商号    株式会社テレウェイヴリンクス 
   ②本店所在地 東京都新宿区西新宿二丁目４番 
   １号   
   ③代表者   代表取締役社長 齋藤 真織 
   ④資本金       280百万円 
   ⑤純資産の額 △9,875百万円 
   ⑥総資産の額   6,005百万円 
   ⑦売上高    11,645百万円 
   ⑧当期純損失  9,468百万円 
   ⑨事業の内容 ＩＴパッケージの販売及び経営支 
   援サービスの提供

               ────────── （金融支援サービス事業からの撤退）
当社は、平成21年５月11日開催の取締役会において、
金融支援サービス事業からの撤退を決議致しました。
(1) 撤退理由
  金融支援サービス事業は、運転資金の回転率向

   上を希望される小企業を対象に売上債権早期資金 
   化サービスの提供及び手数料収入を目的に不動産 
   担保融資債権を買取る事業を行うＳＰＣに対する 
   保証を実行するスキームへの参画をしてまいりま 
   した。
  しかしながら、昨今の経済停滞、金融危機等の

   状況により、事業の縮小に着手し、取締役会にお 
   いても、早期縮小方針を決定しておりました。
  当社では、今回の不適切な会計処理が行われた

   ことを重いものと受け止め、改めて金融支援サー 
   ビス事業からの完全撤退を決議し、同事業を清算 
   することを決定いたしました。
  なお、翌事業計年度における損失見込額はあ 

   りません。
(2) 事業の内容及び規模
① 事業内容  金融支援サービス事業
② 売上高  377百万円（当事業年度）
③ 債権額 7,849百万円（当事業年度末日時点）

    うち貸倒引当額 6,516百万円（当事業年度末日 
                   時点） 
     なお、上記金額は連結子会社である株式会社テ 
   レウェイヴリンクスの数値であります。同社は平 
   成21年４月１日に当社が吸収合併しております。
(3) 撤退時期
  平成21年５月
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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)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

               ────────── （連結子会社の株式譲渡について）
当社は、平成21年７月16日開催の取締役会決議に基

づき、連結子会社である株式会社テンポリノベーショ
ンの全株式を譲渡いたしました。 
 なお、本取引後、当該会社は当社の連結子会社より
除外されます。

(1) 譲渡の理由
当社グループは、純粋持株会社である株式会社テレ

ウェイヴの下、中核事業会社である株式会社テレウェ
イヴリンクスを中心に、Ｍ＆Ａ等により多数の企業を
傘下におさめグループ運営を行っておりますが、当事
業年度より「選択と集中」をテーマに、収益性を基準
とした取り組み優先順位の厳格化を行い、グループ再
編を実行しております。当事業年度におきましては、
連結子会社間の合併、連結子会社株式の売却、持分法
適用関連会社の売却を積極的に行ってまいりました。
結果、グループ会社数は、前事業年度末から５社減少
し、グループ規模のコンパクト化を実現することがで
きました。 
 このような中、当社グループの事業戦略における関
連性を検討した結果、テンポリノベーション株式を譲
渡することを決定いたしました。

 

(2) 異動する連結子会社の概要
①商号     株式会社テンポリノベーション
②所在地    東京都港区芝公園二丁目４番１号
③代表者    代表取締役 北本 聖
④設立年月日  平成19年11月27日
⑤主な事業内容 飲食店出店・閉店支援事業
⑥資本金の額  10百万円
⑦事業年度の末日３月31日
⑧従業員数   22名（平成21年3月31日現在、派 

            遣社員含む）
⑨当社の出資比率 100％
⑩ 近事業年度における業績の動向

                （単位：百万円）

平成20年12月期 平成21年3月期

売上高 1,051 299

経常利益 39 56

当期純利益 32 26

総資産 1,320 1,279

純資産 443 470

(注)平成21年3月期は、決算期変更による３ヶ月決算と
なっております。
(3) 株式の譲渡先
①商号    株式会社クロップス
②所在地   愛知県名古屋市中村区名駅四丁目23

         番9号  
③代表者   代表取締役 前田 博史
④設立年月日 昭和52年11月2日
⑤主な事業内容 au携帯電話の販売及び付随するサ 

         ービス全般 
⑥資本金の額  243百万円
⑦当社との関係 資本関係：ありません 

         人的関係：ありません 
         取引関係：ありません
(4) 株式譲渡の概要
 ①異動前の所有株式数 200株（所有割合 100.0%） 
  ②異動株式数     200株 
 ③異動後の所有株式数  0株（所有割合  0.0%）
（5）日程
平成21年7月16日 取締役会決議及び株式譲渡契約締結
平成21年7月16日 株式譲渡 
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１．代表取締役の異動 

平成21年７月９日をもって、代表取締役齋藤真織が辞任したことに伴い、取締役高梨宏史が代表

取締役に就任いたしました。 

２．その他の役員の異動 

①就任 

平成20年６月27日開催の第11回定時株主総会において、新たに浅野義文、宮崎彰伸、野田直樹  

 および高梨宏史が取締役に、藤巻隆史および相川光生が監査役にそれぞれ選任され就任いたし 

 ました。 

 平成21年７月30日開催の第12回定時株主総会において、新たに大谷淳志が取締役に選任されまし

た。なお、取締役大谷淳志は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

②退任 

平成20年６月27日開催の第11回定時株主総会終結の時をもって取締役岩﨑伸介、監査役五十嵐  

 道明および監査役浜辺陽一郎は任期満了により退任いたしました。 

 平成21年７月30日開催の第12回定時株主総会終結の時をもって取締役宮崎彰伸、若山健彦は任期満

了により退任いたしました。 

③辞任 

平成21年１月20日をもって、取締役山名正人は辞任により退任いたしました。 

 平成21年７月９日をもって、代表取締役齋藤真織及び取締役野田直樹は辞任により退任いたしまし

た。 

  

該当事項はありません。 

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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