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1.  21年6月期の連結業績（平成20年7月1日～平成21年6月30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6月期 206 △60.4 △176 ― △170 ― △246 ―
20年6月期 521 26.5 △272 ― △271 ― △516 ―

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6月期 △2,383.74 ― △118.9 △52.8 △85.5
20年6月期 △5,000.05 ― △88.8 △32.5 △52.2

（参考） 持分法投資損益 21年6月期  △2百万円 20年6月期  △4百万円

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6月期 306 104 32.4 960.11
20年6月期 339 323 92.7 3,048.17

（参考） 自己資本   21年6月期  99百万円 20年6月期  314百万円

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6月期 △140 8 105 98
20年6月期 △52 △63 △29 125

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6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
21年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年6月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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

470 941.6 △99 ― △100 ― △101 ― 553.00

通期 1,369 562.3 △47 ― △48 ― △50 ― △273.76
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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、23ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、39ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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6月期 103,240株 20年6月期 103,240株
② 期末自己株式数 21年6月期  ―株 20年6月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年6月期の個別業績（平成20年7月1日～平成21年6月30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6月期 14 △54.8 △109 ― △109 ― △234 ―
20年6月期 31 △71.4 △84 ― △82 ― △588 ―

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6月期 △2,269.66 ―
20年6月期 △5,697.72 ―

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6月期 277 162 56.7 1,523.74
20年6月期 411 400 95.2 3,793.40

（参考） 自己資本 21年6月期  157百万円 20年6月期  391百万円

2.  22年6月期の個別業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  １株当たり予想当期純利益は、本資料発表日現在の発行済株式数182,640株を基に算出しております。 
  また、上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等
は、業況の変化等により、上記予想値と異なる場合があります。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

17 217.8 △60 ― △61 ― △62 ― △339.47

通期 35 143.9 △114 ― △114 ― △116 ― △635.13
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(1）経営成績に関する分析 

  当連結会計年度におけるわが国経済は、米国の金融危機に端を発した世界経済の悪化は 悪期を脱したものの、企

業収益及び設備投資の減少や雇用情勢の悪化など、引き続き厳しい状況が続いております。 

  特に当社グループの重要なマーケットの一つである北海道においては公共事業の減少、個人消費の低迷、企業倒産

の増加、金融不安の影響による資金繰りの悪化などが顕著であり、経済全体が低迷しております。 

  このような状況のもと、当社は当社グループ全体として財務体質の強化、事業運営の改善を図ることに注力してま

いりましたが、誠に遺憾ではございますが、当連結会計年度の業績は以下のような結果となりました。 

   各セグメント別の業績は以下のとおりとなっております。 

     情報技術事業につきましては、事業の再構築として、医療系機器開発・販売などを計画しておりましたが、薬事

認可の取得が当初予定していた時期より遅れていることから成果を上げることが出来ませんでした。しかしなが

ら、予定していなかった海外在住日本人向けのメディアパソコンが販売につながりました。その結果、売上高5,446

千円（前年同期 394千円）、営業損失17,124千円（前年同期 営業損失 1,772千円）となっております。 

       コンサルティング事業につきましては、東京支社を新たに立ち上げ、これまでの会計業務全般にわたるコンサル

ティングサービスのほか、今後の事業の大きな柱の構築のため、特に飲食業界に特化した財務改善コンサルティン

グを戦略事業として位置付けました。そして、新たな業界への積極的なアプローチを図るとともに、経営資源を集

中し、マーケティング活動とノウハウ構築に努めてまいりましたが、通期にわたって業績に貢献することが出来ま

せんでした。その結果、売上高197,814千円(前年比43.4％増)、営業損失44,689千円(前年同期 営業損失 67,404千

円)となっております。 

     投資事業につきましては、株式市場全体に株価が低迷しており、投資事業の上場株式等に対する直接投資、Ｍ＆

Ａ・ファイナンスの仲介、投資助言業務等を行うことが厳しい状況でありました。その結果、売上高－千円(前年比

－％)、営業損失8,924千円(前年同期 営業損失106,915千円)となりました。  

(2）財政状態に関する分析 

    ①キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、主として、税金等調整前当期純損失

243,182千円、短期借入れによる収入105,300千円、仕入債務の増加額83,199千円等により、全体では前連結会計年度

末と比較して26,826千円減少し、当連結会計年度末では98,981千円となりました。 

   (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

  営業活動により使用した資金は、140,757千円となりました。これは主に税金等調整前当期純損失243,182千円、仕

入債務の増加額83,199千円、貸倒引当金の増加額11,105千円等によるものであります。 

   (投資活動によるキャッシュ・フロー)  

     投資活動により得られた資金は、8,630千円となりました。これは主に、定期預金等の払戻しによる収入10,001千

円等によるものであります。 

   (財務活動によるキャッシュ・フロー)  

  財務活動により得られた資金は、105,300千円となりました。これは短期借入による収入によるものであります。 

  

１．経営成績

 売上高 千円 206,710 (前年同期比  ％減)  60.4

 営業損失 千円 176,696 (前年同期 営業損失 千円) 272,570

 経常損失 千円 170,379 (前年同期 経常損失 千円)  271,686

 当期純損失 千円 246,097 (前年同期 当期純損失 千円)   516,204
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  (参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 (注)１．各指標の算出方法は、以下のとおりです。 

     ・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／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 

    ２．いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

    ３．株式時価総額は、期末株式終値×期末発行済株式数により算出しております。 

    ４．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。 

    ５．有利子負債は、連結貸借対照表上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債務を対象として

おります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

    ６．平成19年６月期から平成21年６月期の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

シオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当  

 株主への利益分配に関する当社の基本的な方針は、成長を継続的に目指し、会社の内部留保の充実に努めると同時

に、成長に応じた適正な利益還元を株主に継続的に配当として実施することを目標としております。 

 当社は現在まで、営業活動、開発活動、資本の充実等の経営基盤の強化を図ることを 優先しておりましたので、

創立以来配当実績はございませんが、上記方針に基づき、今後は内部留保の充実を図るとともに、可能な限り株主還

元を実施する所存であります。ただし、今期におきましても、利益を確保することができなかったことから、無配と

する方針であります。 

  

(4）事業等のリスク 

 決算短信に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性の

ある事項には、以下のようなものがあります。 

    

（当社及び当社グループにおける事業等のリスク） 

   ①事業規模拡大策について 

 当社グループは事業ポートフォリオの 適化を常に考え、業務提携や資本提携を含む事業拡大を行ってまいりま

す。事業規模拡大策については、当社グループの既存事業と経営資源の結集による相乗効果を期待しておりますが、

業務提携先や資本提携先の業績に依存する部分もあり、必ずしも予定通りの収益があげられる保証はありません。ま

た当該企業と当社グループとの提携や当社グループへの傘下入りの際、企業風土や経営戦略面においての融合には相

当の時間を要すると想定しておりますが、予想以上に長期化した場合には、双方の事業運営に支障が生じ、当社グル

ープの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

    

 ②小規模な経営組織であること 

   当社は純粋持株会社であり、子会社の管理・運営を業としております。平成21年６月末現在における当社グループ

全体においても役員および従業員数が約20名と小規模であることから、それを管理する当社も少数精鋭の小規模企業

として位置しており、各グループ企業自体も小規模企業の集団となっております。当社グループ全体として、事業規

模を拡大し、社内体制を整備しつつ優秀な人員を確保し、企業価値及び連結企業価値向上に資する所存ですが、予定

通り事業や人員の採用が進まなかった場合は、経営活動に支障が生じる可能性があります。そのようなリスクを 低

限に軽減するため、事業進捗の管理強化や、優秀な人員確保のための組織作り、一部アウトソーシングによる機能の

効率化などを図ってまいります。 

  

  平成18年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期 平成21年６月期  

 自己資本比率 % 82.0 % 63.7 % 92.7 % 32.4

 時価ベースの自己資本比率 % 286.8 % 60.8 % 75.4 % 92.7

 キャッシュ・フロー対有利子負債比

率 
年 0.4  －  －  －

 インタレスト・カバレッジ・レシオ 倍 406.7  －  －  －
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 ③顧客情報に関するリスク 

   当社グループでは、取引先に関する個人情報および法人情報を取得・保有しており適切に取扱うことが重要であり

ます。個人情報保護法および関係法令の遵守だけではなく、個人・法人ともに情報漏洩による被害防止を行う必要が

あります。万が一、外部からの不正アクセス等により、当社および当社グループが有する個人や法人の情報が社外に

漏洩した場合には、損害賠償請求・社会的な信用失墜などにより当社グループの財政状態および経営成績に影響を及

ぼす可能性があります。 

   

④継続企業の前提に関する重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 当社グループは、当連結会計年度及び過去２連結会計年度において営業損失を計上し、継続企業の前提に関する重

要な疑義が存在しています。 

 当該状況を解消すべく、当社グループは、事業の選択と集中を含めた経営及び事業の再構築を進めております。ま

た、今般実施する第三者割当による募集株式の発行は、財務基盤を安定化させ、事業再生の施策に必要な運転資金に

充当することにより収益力の向上につながり、早期の収益改善に資するものと見込んでおります。 

  

⑤株式の希薄化 

 当社は、平成21年７月15日開催の取締役会において、株式会社中小企業助成会（東京都港区）に対して第三者割当

による79,400株の新株発行を行うことを決議いたしました。今回の第三者割当増資による新株発行により、有価証券

届出書提出日（平成21年７月15日）現在の発行済株式総数103,240株に76.90％の希薄化が生じることになり、当社株

価形成に影響を与える可能性があります。 

 しかしながら、現在当社グループが置かれている財務状況を鑑みますと、早期の資金調達が必要不可欠であり、今

回調達を予定している資金の規模についても、安定的な会社運営を行っていくために必要不可欠な規模であるため、

発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断しております。 

 また、今回の第三者割当増資は、財務基盤を強化し、事業再生の施策に必要な運転資金を確保するとともに、割当

予定先との関係強化により業績改善の早期実現の可能性が高まるものであり、これにより企業価値・株主価値の向上

が見込まれます。 

 従って、発行数量及び株式の希薄化の規模は、既存株主の保有している株式の経済的価値を必ずしも毀損するもの

ではなく、合理性を有していると判断しております。 

  

⑥割当先が筆頭株主になることについて 

 前記のとおり、株式会社中小企業助成会は、本第三者割当増資にて43.47％の当社株式を保有することにより当社

の「その他の関係会社」並びに筆頭株主となります。株式会社中小企業助成会には、当社グループにおける長期的な

成長戦略の方向性についてご理解を頂いており、また、その有するネットワークを通じた業務提携や新規事業展開の

ご提案により、今後継続的に当社グループの発展に協力して頂き、新株式発行完了後も株主様、債権者様、長年当社

を支持していただいている皆様の期待に応えるべく、当社グループ事業を推進することができると判断しておりま

す。 

  

⑦当社株式の時価総額について 

 当社は、平成20年８月の月末時価総額が２億円未満となり、札幌証券取引所株券上場廃止基準第２条の２第２号

（上場時価総額）では、９か月（事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他札幌証券取引所が必要と認める事

項を記載した書面を３か月以内に札幌証券取引所に提出しない場合にあっては、３か月）以内に、毎月の月間平均時

価総額及び月末時価総額が２億円以上とならないときは、上場廃止になる旨規定されております（本年12月までの

間、札幌証券取引所の株券上場廃止基準は時価総額１億２千万円未満の取扱いとなっております）。当社は平成20年

10月以降、月間平均時価総額及び月末時価総額が２億円以上を維持しておりますが、今後とも、業績の拡大、財務内

容の強化に取り組み、引き続き札幌証券取引所での上場を維持するよう努めてまいる所存であります。しかしなが

ら、経営及び事業の再構築の実施状況並びに株式市場の動向等により上場時価総額が再度２億円未満となった場合、

上場廃止基準への抵触により当社株式が上場廃止となる可能性があり、株価及び株式の流動性について重大な影響が

生じる可能性があります。 

  

（コンサルティング事業における事業等のリスク） 

 ①会計基準の国際化について 

   金融商品会計、減損会計、税効果会計、企業結合会計等、日本の企業会計の環境は急速に国際会計基準対応へ推移

しております。企業のグローバル化等により日本が国際標準へ平仄を合わせざるを得なくなっている事情によるもの

です。会計基準の変更に伴い、日本の会計基準も、より複雑かつ専門化しております。そのような状況へのキャッチ

アップ及びクライアント企業への対応が遅れた場合は、コンサルティング事業の競争力が落ちるとともに、当社グル
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ープの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 ②新規上場マーケットの縮小リスク 

   金融商品取引法の内部統制報告制度の導入、コンプライアンス強化の流れによる監査法人による監査の厳格化およ

び株式市場の低迷等により、平成20年に日本の新興市場において新規上場を果たした企業は42社と、平成19年に比し

て60%減少致しております。この減少傾向が今後も続いた場合は、新規上場を目指す企業のマーケットも縮小となる

可能性があり当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

（投資・投資銀行事業における事業等のリスク） 

 ①株式保有に関するリスク 

   投資有価証券として上場株式等を保有しておりますが、株式市場における株価の下落は当社グループの財政状態及

び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、一部未上場株式等も保有しておりますが、未上場株式等への投

資には、上記の株価下落（株式価値減少）に加えまして、以下のようなリスクが存在します。 

・上場株式以上に株価（株式価値）変動幅が大きいこと 

・株式上場時期や株式売却時期が当初予定より変動する可能性があること 

・上場株式に比べて流動性が著しく劣り、上場やＭ＆Ａによる株式売却以外の売却先を見つけることが難しいこと 

 ②規制について 

   株式会社アルファ・イノベーションズは金融商品取引法第28条第３項に規定される投資助言・代理業の登録をして

おり、金融商品取引法及び関係法令により規制を受けております。また、投資銀行業務遂行において、投資助言・代

理業に基づかない業務においても金融商品取引法をはじめとする法規制があります。これらの法規制の強化や新たな

規制が設けられた場合には、事業領域が限定される可能性が生じ、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

  

（情報技術事業における事業等のリスク） 

 ①業界の参入障壁と技術革新 

   ＩＴ業界全体が成長途上であり業界領域が格段に広がっていることに加え、参入障壁がそれ程高くないことから、

ある程度の資本力、技術力をもった会社の参入は否めません。またＩＴ業界においてはハード面及びソフト面双方の

技術革新のスピードが速く、それに伴うサービスモデルの変更や、新機能に対応したソフトウェア開発の必要が生じ

るなど、変化の激しい業界です。このように、競合他社の参入に対する競争力及び技術革新へのキャッチアップを継

続維持するためには、研究開発費等の費用負担が多大に発生したり、競争力や技術革新についていけない場合は競争

力低下を招く可能性があります。その場合、当社グループの財政状態及び経営成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、持株会社体制のもと、「情報技術事業」（株式会社アルファ・テクノロジー）、「コンサルティン

グ事業」（株式会社プライムファーム）、「投資事業」（株式会社アルファ・イノベーションズ）、「ＩＴセールス・

プロモーション事業」（株式会社アクシコ、株式会社アクシコエンターテインメント）を有しております。 

 当社グループの事業は、独立単発的な役務提供ではなく、グループ会社が一体となり各社の持つノウハウを駆使し、

顧客企業へ総合的にコンサルティングを行い、継続的にサポートし、顧客企業が抱える経営課題の問題解決に向けて行

動して行くことが特徴であります。  

 当社グループの資本関係を図に示すと以下のとおりとなります。 

  

 
  

以下、当社グループ各社の現在の事業内容は、次のとおりであります。 

  

(１)情報技術事業（連結子会社 ㈱アルファ・テクノロジー）  

  当該事業は、ＷＥＢ関連ソフトウェアを中心とした受託開発であります。受託開発は、大手企業から中小企業までの

システム開発を幅広く手掛けるソリューションです。クライアントからの要望・要求を打合せ段階からじっくりと話し

合い、整理した情報をもとにプロジェクト単位で開発を行っております。また、受託開発に付随して、システムのみな

らず、デザインの運用・運営・保守メンテナンス、そして、そのままインターネットマーケティングにまで範囲を広

げ、トータル的なサービスを提供しております。 

２．企業集団の状況
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(２)コンサルティング事業（連結子会社 ㈱プライムファーム） 

  当該事業は、会計業務全般にわたるコンサルティングサービス及び経営に関するコンサルティングサービスを主要業

務としており、下記のようになっております。  

①財務会計処理の代行及び財務書類の作成 

 顧客企業の財務会計処理を受託する場合には、会計伝票の起票から、月次試算表の作成、月次比較・予算比較・対前

年比較等の分析資料の作成及び決算書類の作成を受託しており、経営者の意思決定に有用な会計情報・環境を提供して

おります。顧客規模につきましては、小規模個人事業から株式上場企業まで広範囲に渡り、企業規模に応じたコンサル

ティングを行っております。また、顧客企業の業種につきましては、飲食業、建設業、不動産業、医業、調剤薬局、コ

ンピュータ業、弁護士、司法書士等多岐に渡っております。 

さらに、業務処理につきまして、国際業務標準でありますISO9001:2000の認証を英国のユーカス社より取得し、顧客満

足の向上に努めております。 

②戦略的財務コンサルティング 

 顧客企業の直面している経営課題に対して、下記の業務をとおして顧客企業の意思決定を支援する戦略的会計情報を

提供しております。 

 ・事業計画書の作成 

 ・株価算定 

 ・Ｍ＆Ａのための企業価値評価 

 ・株式公開支援 

 ・法人設立支援 

③直接金融支援コンサルティング 

 ・資本政策の立案及び資本政策の実施に関する指導助言 

 ・株式上場のために必要な関係会社の整理案の立案 

 ・株式上場のため必要な社内管理体制整備等の指導助言 

 ・上場申請書類の作成及びそれに付随する事項に関する指導助言 

 ・金融商品取引法、取引所規則、その他の法令に基づくディスクロージャーに関する指導助言           

 ④経営コンサルティング                                          

・飲食業界に特化したコンサルティング 

   サービスの提供として、食材の購買代行業務で「安心・安全」や「コスト削減」などの食材を安定調達できる仕

入ネットワーク確立。また、メニュー提案、店舗展開、食材物流、財務改善などを提供しております。 

  

(３)投資事業（連結子会社 ㈱アルファ・イノベーションズ） 

  当該事業は、下記の業務を行っております。 

①上場株式等に対する直接投資 

  上場株式と未上場株式を投資対象とし、事業資金を直接的に投資する事業であります。上場株式については、主 に

増資引受と流通市場にて取得いたします。未上場株式についてはグリーンシート、シーズ、アーリーステージの未上場

企業のファイナンスを対象として投資いたします。収益項目はキャピタルゲイン、有価証券評価益及び運用益となりま

す。 

②Ｍ＆Ａ、ファイナンスの仲介を含めた投資銀行業務 

③投資助言業務 

 投資助言業務における営業全般に関する企画・起案及び顧客との投資顧問契約に基づく有価証券の価値等の分析に基

づく投資判断に関して助言を行う。 

  

(４)ＩＴセールス・プロモーション事業（関連会社 ㈱アクシコ、㈱アクシコエンターテインメント） 

  当該事業は、セールスプロモーション(以下SPという)に特化した広告企画・制作を中心に展開しております。 

 も得意とし、また、今後力を入れていく事業領域は、SPの分野の中でも「ルートメディア」と呼ばれる従来の広告

業においてフォーカスされていなかった新しいマーケットであります。 

 「ルートメディア」とは、SPの手法の一つであり、広告依頼主が提供したい商品・サービスを、購入する可能性が高

いと思われるセグメントされたターゲット層にピンポイントかつダイレクトな販売促進活動を行うことを可能にする媒

体です。端的に言うと、広告依頼主がその商品・サービスを売り込もうとするターゲット層へ商品・サービスを直接リ

ーチさせ認知させるプロモーション手法であります。 

 従来のマスコミ4媒体広告（新聞、雑誌、テレビ、ラジオ）は、依然として高いシェアを誇っておりますが、広告依

頼主にとってこれらの手法は幅広くマスで商品・サービスを認知させる手法である一方でコストが膨大にかかり、費用

対効果として も効率の良い方法とは言えないという指摘がなされております。 
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また、近年は消費の多様化が進行しており、それに伴い広告依頼主のニーズも従来のマスコミ4媒体広告のみでな

く、広告依頼主のニーズを詳細に捉えた形のピンポイントのSPが求められております。そこで新しく誕生したSPの媒体

が「ルートメディア」であります。従来のマスコミ4媒体広告がマスを対象としているのとは対照的に、広告依頼主か

らの要望やニーズを踏まえて、ピンポイントにセグメントされた属性に対して、迅速かつ効果の高いダイレクトなSPを

実現しております。 

 この「ルートメディア」にいち早く着目し、特化した事業戦略を明確に打ち出す事により、広告業界の中で他社には

ない独自のポジショニングの構築に成功しております。膨大なルートメディア情報は、A.R.M.S.(アームス 

AXICO Route Media network System)と呼ばれる社内システムにより蓄積・管理されると同時に、広告依頼主からのセ

ールスプロモーションの進捗やプロセス管理も行い、他者には模倣できない迅速かつ効果的なセールスプロモーション

を実現しております。 

  

 〔事業系統図〕 

  事業の系統図は以下のとおりであります。 
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(1) 会社の経営の基本方針 

  社会環境、経済環境そしてテクノロジー環境など、当社グループを取り巻くあらゆる外部環境は常に変化をしつづ

けており、変化対応への遅れが、企業経営にとって時として壊滅的なダメージをもたらすこともあります。一方、変

化をうまく受入れ、対応することにより、飛躍的な成長を遂げる企業も少なくありません。 

 当社グループは、外部環境の変化への対応を柔軟に行い、成長と安定を目指すお客様に対し、抱える問題、課題の

解決そして目的の達成のために有効なツール、情報及びサービスを的確に提供することが基本的な使命であると認識

しております。そしてこれらが、各事業主体で個別に提供されることはもちろんのこと、グループ全体のインテグレ

ートを図り、お客様の戦略立案及び実行に役立つアイデアやノウハウを総合的に提供することが当社グループとして

の使命であります。 

 従って、制度やルールの理解を深め、技術力を磨くのはもちろんのこと、外部環境を見極め、判断するスキルを身

につけること、我々自身が柔軟に変化対応できる体制にあること、そしてグループとして総合力を高めることを経営

の基本方針として掲げております。 

(2) 目標とする経営指標 

  当社グループは、実質的な活動を始めて歴史が浅く、事業領域自体もまだまだ流動的であること、ならびに他上場

企業等と比較して事業規模並びに資本規模等が小さいことなどから、現時点において、目標とする経営指標を具体

化・固定化する段階にはないものと判断しております。 

  

(3) 中長期的な会社の経営戦略  

  会社の経営方針にも記載しましたとおり、お客様の戦略立案及び実行に役立つアイデアやノウハウを総合的に提供

することが当社グループとしての使命であり、このための経営戦略の実行が中長期的になされなければなりません。

情報技術事業、飲食業界に特化した物流コンサルティング事業及び投資・不動産事業の３つの事業を当社グループの

中核とし、各事業会社が有機的に連携し顧客の経営戦略に応えるというビジネスシステムを基盤とし、事業の成長を

図ってまいります。 

  

(4) 会社の対処すべき課題 

  当社及びグループ各社が対処すべき課題及び対処方針は以下のとおりです。 

      株式会社アルファ・トレンド・ホールディングスにおける課題及び対処方針 

        今後の事業展開 

       当事業年度におきましては、引き続き各事業会社における専門性の向上、各事業部門のシナジー効果の 大化を

目的に経営を推進してまいりました。その結果、更なる成長ステージへの移行実現段階に入りつつあります。 

 次期におきましては、事業の選択と集中を含めた経営及び事業の再構築を推進すること、安定的なキャッシュ・

フローの創出を実現できる経営基盤を確立すること、企業としての信用力を回復して資金繰りを安定化するための

財務基盤を強化することが 重要課題で認識しており、各子会社が抱える課題の解消に向け中心的な役割を持っ

て、企業価値を一層高め、株主様、従業員、クライアント先を含めたステークホルダーの皆様の期待に添えるよ

う、課題の解消に邁進していく方針でございます。  

  

      株式会社アルファ・テクノロジーにおける課題及び対処方針 

 経営及び事業の再構築に向けて、改めて原点回帰を行い、ＷＥＢアプリケーションやソフトウェアの開発を中心

としたインターネット関連商品の受託開発に注力してまいります。昨今、インターネット市場は、まだまだ伸びて

いる業種でありますので、受託開発のみならず、定期的なコンサルティングを行っていくビジネスモデルを検討し

ております。しかしながら、そのためには、スキルの高い人員を一定の規模で確保する必要があります。今期も引

き続きスキルの高い人員を確保を図り、顧客開拓から納品、アフターフォローまでの一貫した営業体制の構築のた

めに魅力ある企業体を作り上げる努力を行う方針であります。 

       

      株式会社プライムファームにおける課題及び対処方針 

      当事業年度におきまして、東京支社を立ち上げ、会計全般に渡るコンサルティングサービスのほか、物流等のコ

ンサルティングを行い道外へ事業進出することが出来ましたが、通期に渡り業績に貢献するまでに至ることが出来

ませんでした。今後の事業の大きな柱の構築のため、特に飲食業界に特化した財務改善コンサルティングを戦略事

業として位置付けて、新たな業界への積極的アプローチを図るとともに、営業人員の増強を図ります。人員増強に

よって経営資源を集中し、この財務改善コンサルティングに当社の強みである会計財務コンサルティングを組み合

わせ、コストダウンと資金繰り改善により顧客の財務体質を改善・強化するビジネスモデルを検討しており、これ

によりコンサルティング事業の収益性及び成長性の安定化を図り、より効果的な営業活動を行う方針であります。

３．経営方針
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株式会社アルファ・イノベーションズにおける課題及び対処方針 

  投資事業につきましては、投資企業の倒産といった事態に代表されるような固有のリスクが存在するものと認識

しており、このリスクを軽減することが重要な課題であると認識しております。これにつきましては、投資対象及

び投資比率を比較的リスクの少ない上場企業を中心とすることや、十分な投資先及びマーケット状況の情報収集を

経て投資決定にあたり、時には迅速な判断をすることで対処する方針です。 

   

 (5）その他、会社の経営上重要な事項 

   該当事項はありません。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 135,809 98,981

受取手形及び売掛金 29,983 72,873

未収入金 30,872 28,345

その他 6,224 10,944

貸倒引当金 △19,989 △28,480

流動資産合計 182,900 182,664

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 870 －

減価償却累計額 △181 －

建物及び構築物（純額） 689 －

機械装置及び運搬具 258 －

減価償却累計額 △248 －

機械装置及び運搬具（純額） 10 －

その他 6,618 5,364

減価償却累計額 △4,592 △3,785

その他（純額） 2,025 1,579

有形固定資産合計 2,725 1,579

無形固定資産   

ソフトウエア 307 1,371

その他 84 84

無形固定資産合計 391 1,455

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  144,607 ※1  97,451

差入保証金 12,050 20,285

その他 9,198 17,839

貸倒引当金 △12,387 △15,003

投資その他の資産合計 153,468 120,572

固定資産合計 156,584 123,607

資産合計 339,484 306,271
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 675 83,874

短期借入金 － 105,300

未払法人税等 3,137 3,594

その他 11,780 8,580

流動負債合計 15,593 201,349

固定負債   

繰延税金負債 － 167

固定負債合計 － 167

負債合計 15,593 201,516

純資産の部   

株主資本   

資本金 617,207 617,207

資本剰余金 522,663 522,663

利益剰余金 △794,885 △1,040,982

株主資本合計 344,985 98,888

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △30,292 232

評価・換算差額等合計 △30,292 232

新株予約権 ※2  9,198 ※2  5,634

純資産合計 323,891 104,755

負債純資産合計 339,484 306,271
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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７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 521,685 206,710

売上原価 369,871 164,677

売上総利益 151,813 42,033

販売費及び一般管理費 ※1  424,384 ※1  218,729

営業損失（△） △272,570 △176,696

営業外収益   

受取利息 3,221 664

受取配当金 605 30

持分法による投資利益 － 2,636

受取手数料 － 1,264

税金等還付金 － 3,002

その他 1,873 2,360

営業外収益合計 5,699 9,959

営業外費用   

支払利息 4,139 3,036

雑損失 677 15

その他 － 589

営業外費用合計 4,816 3,642

経常損失（△） △271,686 △170,379

特別利益   

投資有価証券売却益 4,054 －

前期損益修正益 － 3,851

固定資産売却益 ※2  15 ※2  －

貸倒引当金戻入額 736 2,551

新株予約権戻入益 － 3,564

特別利益合計 4,806 9,966

特別損失   

前期損益修正損 9,999 －

投資有価証券評価損 146,286 58,422

投資有価証券売却損 1,334 7,633

固定資産売却損 ※3  － ※3  8

固定資産除却損 ※4  5,252 ※4  －

貸倒引当金繰入額 17,325 13,656

自己新株予約権評価損 29,757 －

事務所移転損失 5,997 3,047

持分変動損失 44,153 －

特別損失合計 260,106 82,769

税金等調整前当期純損失（△） △526,986 △243,182

法人税、住民税及び事業税 3,068 2,915

法人税等合計 3,068 2,915

少数株主損失（△） △13,850 －

当期純損失（△） △516,204 △246,097
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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７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 617,207 617,207

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 617,207 617,207

資本剰余金   

前期末残高 522,663 522,663

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 522,663 522,663

利益剰余金   

前期末残高 △283,837 △794,885

当期変動額   

連結除外に伴う利益剰余金の増加額 5,156 －

当期純損失（△） △516,204 △246,097

当期変動額合計 △511,048 △246,097

当期末残高 △794,885 △1,040,982

株主資本合計   

前期末残高 856,034 344,985

当期変動額   

連結除外に伴う利益剰余金の増加額 5,156 －

当期純損失（△） △516,204 △246,097

当期変動額合計 △511,048 △246,097

当期末残高 344,985 98,888

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △8,612 △30,292

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21,679 30,525

当期変動額合計 △21,679 30,525

当期末残高 △30,292 232

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △8,612 △30,292

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21,679 30,525

当期変動額合計 △21,679 30,525

当期末残高 △30,292 232
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

新株予約権   

前期末残高 △20,559 9,198

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 29,757 △3,564

当期変動額合計 29,757 △3,564

当期末残高 9,198 5,634

少数株主持分   

前期末残高 150,223 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △150,223 －

当期変動額合計 △150,223 －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 977,086 323,891

当期変動額   

連結除外に伴う利益剰余金の増加額 5,156 －

当期純損失（△） △516,204 △246,097

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △142,146 26,961

当期変動額合計 △653,194 △219,135

当期末残高 323,891 104,755
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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７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30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（△） △526,986 △243,182

減価償却費 3,939 2,157

のれん償却額 2,858 －

負ののれん償却額 △146 －

為替差損益（△は益） 55 589

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,999 11,105

受取利息及び受取配当金 △3,826 △694

支払利息 4,139 3,036

投資有価証券売却益 △4,054 －

投資有価証券売却損 1,334 7,633

投資有価証券評価損益（△は益） 146,286 58,422

固定資産除却損 5,252 －

自己新株予約権評価損 29,757 △3,564

持分法による投資損益（△は益） － △2,636

事務所移転損失 5,997 3,047

売上債権の増減額（△は増加） 92,971 △42,889

たな卸資産の増減額（△は増加） 92,857 －

前渡金の増減額（△は増加） △300 300

有価証券の減少額（増加額） 112,701 －

その他の流動資産の増減額（△は増加） 50,277 △4,498

差入保証金の増減額（△は増加） △14,599 －

長期前払費用の増減額（△は増加） 28,984 △4,205

仕入債務の増減額（△は減少） △32,040 83,199

破産更生債権の減少額（増加額） 14,700 －

未払金の増減額（△は減少） 1,538 △6,242

未払費用の増減額（△は減少） △7,359 348

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,747 △632

その他の流動負債の増減額（△は減少） △7,274 968

その他 △36,791 △578

小計 △45,476 △138,314

利息及び配当金の受取額 3,826 694

利息の支払額 △4,139 －

法人税等の支払額 △6,387 △3,137

営業活動によるキャッシュ・フロー △52,176 △140,757
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 10,001

貸付けによる支出 △25,450 △107,000

貸付金の回収による収入 5,600 107,434

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  5,156 ※2  －

投資有価証券の取得による支出 △61,822 －

投資有価証券の売却による収入 21,410 14,422

有形固定資産の取得による支出 △1,816 △1,112

無形固定資産の取得による支出 △10,000 △1,429

子会社株式の取得による支出 △1,641 －

差入保証金の差入による支出 － △13,771

差入保証金の回収による収入 － 75

その他 5,131 10

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,431 8,630

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 － 105,300

長期借入金の返済による支出 △29,387 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △29,387 105,300

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △144,995 △26,826

現金及び現金同等物の期首残高 398,688 ※1  125,808

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △127,884 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  125,808 ※1  98,981
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前連結会計年度（自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日） 

 当社グループは平成19年６月期において営業損失415,072千円を計上し、前連結会計年度においては272,570千円の営

業損失、271,686千円の経常損失、516,204千円の当期純損失を計上しております。また、前連結会計年度においては営

業活動によるキャッシュ・フローが52,176千円のマイナス、投資活動によるキャッシュ・フローが63,431千円のマイナ

ス、財務活動によるキャッシュ・フローが29,387千円のマイナスとなりました。 

 これらの状況により、当社グループは、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 この主たる要因といたしましては、株式市場の低迷等により、当社及び投資・投資銀行事業において保有している株

式の価値下落による評価損の計上が多額に発生したこと、コンサルティング事業及び情報技術事業において、事業再構

築やリストラを進めておりますが、前連結会計年度においてはその効果が現れるまでに至らなかったこと等が挙げられ

ます。 

 当社グループは、当該状況を解決すべく、事業の選択と集中を含めた経営及び事業の再構築を進めております。当該

再構築過程において、財務内容の健全化・磐石化策も検討・実行してまいる所存です。また、これらと並行して、グル

ープ全体における情報や管理体制のインフラを整備しつつ経営の効率化を追求することで、収益力のアップとコストダ

ウンを図り業績の向上へ活かしてまいります。 

 連結財務諸表は継続企業を前提に作成されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映しておりま

せん。 

当連結会計年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

 当社グループは、前連結会計年度まで２期連続して営業損失、経常損失及び当期純損失を計上し、営業キャッシュ・

フローも２期連続してマイナスになっております。当連結会計年度においては176,696千円の営業損失、170,379千円の

経常損失、246,097千円の当期純損失を計上し、営業キャッシュ・フローのマイナスを140,763千円計上しております。

 これらの状況により、当社グループは、前連結会計年度から引き続いて継続企業の前提に関する重要な疑義が存在し

ております。 

 当社は、当該状況を解決すべく、情報技術事業、コンサルティング事業、投資事業において以下のような事業の再構

築をさらに推し進め、安定収益を実現できる経営基盤の確立に取り組んで参ります。 

 ①情報技術事業において受託開発のみならず定期的なコンサルティングを行うビジネスモデルを確立するために必要

なスキルの高い人員を15名程度増強して参ります。原点回帰を行い、ＷＥＢアプリケーションやソフトウェアの開発

を行うとともに、デジタルコンテンツの開発、各種教育システムを提供するヒューマンリソース事業、優秀なエンジ

ニアを出向型人材派遣により質の高いサービスを提供するヒューマンクリエイト事業等の新しい分野にも注力して参

ります。 

 ②コンサルティング事業においては、当期より東京支社を立ち上げ一定の成果を上げておりますが、営業力強化のた

めに更に５名程度の人員を増強し、飲食業界に特化した物流コンサルティングに重点を置き営業展開をして参りま

す。また、当社の強みである経営及び会計財務コンサルティングともあわせ、収益・資金繰りの改善やイベント、メ

ニューの提案等、クライアントのニーズに合わせた幅広いコンサルティングサービスの提供を行って参ります。 

 ③投資事業につきましては株価低迷により投資環境が厳しく、投資先企業の倒産に代表されるリスクについて十分に

管理を行い、投資助言代理業を中心として展開して参ります。また、今後については不動産事業の新しい分野でも人

員を増強し、不動産物件の賃貸及び売買の仲介等の事業にも注力して参ります。  

 現時点では、安定収益の実現までには、相当の期間を要する見込みから、継続企業の前提に関する重要な不確実性が

認められます。なお、連結財務諸表は継続企業を前提に作成されており、このような重要な不確実性の影響を連結財務

諸表には反映しておりません。 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

１．連結の範囲に関する

事項 

(1）連結子会社の数 ３社 

株式会社プライムファーム 

株式会社アルファ・イノベーションズ 

株式会社アルファ・テクノロジー 

 従来連結の範囲に含めていた株式会社ＧＳ

コンサルティングを、平成20年３月１日に株

式会社プライムファームが吸収合併しまし

た。また、平成20年２月25日に株式会社アク

シコが株主割当による新株発行を行い、当社

が株主割当増資の引受を行わなかった結果、

同社の当社に対する議決権比率が低下したた

め、株式会社アクシコ及び株式会社アクシコ

エンターテインメントは連結子会社から持分

法適用関連会社となりました。なお、持分法

適用とする時期は、平成20年１月１日からで

あります。 

(1）連結子会社の数 ３社 

株式会社プライムファーム 

株式会社アルファ・イノベーションズ 

株式会社アルファ・テクノロジー 

  

  (2）主要な非連結子会社の名称等 

 当社はすべての子会社を連結しており、非

連結子会社はありません。 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

同左 

２．持分法の適用に関す

る事項 

(1)持分法適用の非連結子会社及び関連会社 

株式会社アクシコ 

株式会社アクシコエンターテインメント 

  平成20年２月25日に株式会社アクシコが株

主割当による新株発行を行い、当社が株主割

当増資の引受を行わなかった結果、同社の当

社に対する議決権比率が低下したため、株式

会社アクシコ及び株式会社アクシコエンター

テインメントは連結子会社から持分法適用会

社となりました。なお、持分法適用とする時

期は、平成20年１月１日からであります。 

(1)持分法適用の非連結子会社及び関連会社 

株式会社アクシコ 

株式会社アクシコエンターテインメント 

   

(2)持分法非適用の非連結子会社及び関連会

社 

 該当事項はありません。 

(2)持分法非適用の非連結子会社及び関連会

社 

同左 

(3)     ―――――― (3)持分法適用会社のうち、決算日が連結決

算日と異なる会社については、各社の事業年

度に係る財務諸表を使用しております。 

３．連結子会社の事業年

度等に関する事項 

 連結子会社の決算日は連結決算日と一致し

ております。 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30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 有価証券 

  (イ）売買目的有価証券 

 時価法（売却原価は総平均法により算

定）を採用しております。 

イ 有価証券 

(イ）売買目的有価証券 

      ――――――  

   （ロ）その他有価証券 

    時価のあるもの 

 連結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、売却原価は総平均法により算

定）を採用しております。 

 （ロ）その他有価証券 

    時価のあるもの 

同左 

        時価のないもの 

総平均法による原価法を採用しており

ます。 

      時価のないもの 

同左 

  

  ロ たな卸資産 

 (イ）商品 

  月次移動平均法による原価法を採用し

ております。 

ロ たな卸資産 

 (イ）商品 

―――――― 

   (ロ）仕掛品 

 個別法による原価法を採用しておりま

す。 

 (ロ）仕掛品 

―――――― 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

(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 

 ａ平成19年３月31日以前に取得したもの

旧定率法によっております。 

 ｂ平成19年４月１日以後に取得したもの

定率法によっております。 

 （ただし、当社及び国内連結子会社は平

成10年４月１日以降に取得した建物（附属

設備を除く）は旧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 10年

工具器具及び備品 ４～12年

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

        同左 

  

  

  

ロ 無形固定資産 

 当社及び連結子会社は定額法を採用して

おります。 

 なお、市場販売目的のソフトウェアにつ

いては、原則３年以内の残存有効期間によ

る見込販売収益に基づく償却方法を採用

し、自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に基づ

く償却方法を採用しております。 

ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

(3）重要な引当金の 

計上基準 

   貸倒引当金 

  売上債権、貸付金等の貸倒損失に備える

ため、当社及び連結子会社は一般債権につ

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

検討し回収不能見込額を計上しておりま

す。 

   貸倒引当金 

同左 

(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

表作成のための重

要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 

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、

５年間の均等償却を行っております。 

同左 

７．連結キャッシュ・フ

ロー計算書における

資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から

なっております。 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

──────  （リース取引に関する会計基準等） 

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、当連結会計年度より、「リース

取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成

５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年

３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６

年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））を適用しておりま

す。 

なお、リース取引開始日が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を

適用しております。 

これに伴う損益に与える影響はありません。  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

（連結貸借対照表） 

  「未収入金」は、前連結会計年度まで、流動資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計

年度において、資産の総額の100分の５を超えたため区分

掲記しました。 

 なお、前連結会計年度末の「未収入金」は33,216千円

であります。 

―――――――― 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（平成21年６月30日） 

※１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※１ 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） 千円91,217 投資有価証券（株式） 千円93,854

※２        ―――――― ※２ 新株引受権（24千円）は、「新株予約権」に含めて

表示しております。 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30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。 

※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。 

役員報酬 千円69,344

給与手当 千円100,185

支払報酬  千円31,252

貸倒引当金繰入額 千円2,158

減価償却費 千円3,939

のれん償却額 千円2,858

支払手数料 千円75,910

役員報酬 千円58,466

給与手当 千円40,301

支払報酬  千円10,500

減価償却費 千円2,157

支払手数料 千円56,524

※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

その他 千円15

計 千円15

※２             ────── 

      

      

※３             ────── ※３ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

      

      

機械装置及び運搬具 千円0

その他 千円7

計 千円8

※４  固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物 千円4,743

その他 千円508

計 千円5,252

※４        ────── 

株式会社アルファ・トレンド・ホールディングス（4352）平成21年6月期　決算短信

－24－



 前連結会計年度（自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日） 

１．発行済株式総数の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  

３．配当に関する事項 

 （１）配当金支払額 

    該当事項はありません。 

 （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 

    該当事項はありません。 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
  

前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度 
 増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

発行済株式数         

  普通株式  103,240  －  －  103,240

   合計  103,240  －  －  103,240

自己株式  －  －  －  －

  普通株式  －  －  －  －

   合計  －  －  －  －

    

区分 
新株予約権の 
内訳 

新株予約権の
目的となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計年度
末残高（千円）前連結会計 

年度末  
当連結会計 
年度増加 

当連結会計 
年度減少 

当連結会計 
年度末 

提出会社 

（親会社） 

第１回新株引

受権附社債の

新株引受権

（注） 

普通株式  20  －  －  20  24

  

第１回 

新株予約権

（注１） 

 (ストック

オプション) 

普通株式  1,320  －  －  1,320  －

  

第２回 

新株予約権

（注１,２） 

 (ストック

オプション) 

(自己新株予

約権） 

普通株式 
 

（4,578）

16,830  －  

 

－  

（4,578）

16,830  

（－）

5,610

  

第４回 

新株予約権

（注１） 

 (ストック

オプション) 

普通株式  2,430  －  －  2,430  3,564

  

第５回 

新株予約権

（注１） 

 (ストック

オプション) 

普通株式  270  －  －  270  －

合計 

 (自己新株予約権) 
－ 

 

（4,578）

20,870  

（－）

－  

（－）

－  

（4,578）

20,870  

（－）

9,198

（注）１.上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 

２.自己新株予約権の取得は、平成18年10月16日付取締役会決議によるものであります。 
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 当連結会計年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

１．発行済株式総数の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  

３．配当に関する事項 

 （１）配当金支払額 

    該当事項はありません。 

 （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 

    該当事項はありません。 

  
  

前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度 
 増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

発行済株式数         

  普通株式  103,240  －  －  103,240

   合計  103,240  －  －  103,240

自己株式                        

  普通株式  －  －  －  －

   合計  －  －  －  －

    

区分 
新株予約権の 
内訳 

新株予約権の
目的となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計年度
末残高（千円）前連結会計 

年度末  
当連結会計 
年度増加 

当連結会計 
年度減少 

当連結会計 
年度末 

提出会社 

（親会社） 

第１回新株引

受権附社債の

新株引受権

（注） 

普通株式  20  －  －  20  24

  

第１回 

新株予約権

（注１） 

 (ストック

オプション) 

普通株式  1,320  －  －  1,320  －

  

第２回 

新株予約権

（注１,２） 

 (ストック

オプション) 

(自己新株予

約権） 

普通株式 
 

（4,578）

16,830  －  

 

－  

（4,578）

16,830  

（－）

5,610

  

第４回 

新株予約権

（注１） 

 (ストック

オプション) 

普通株式 
 2,430  －  

 

2,430  －  －

  

第５回 

新株予約権

（注１） 

 (ストック

オプション) 

普通株式  270  －  －  270  －

合計 

 (自己新株予約権) 
－ 

 

（4,578）

20,870  

（－）

－  

（－）

－  

（4,578）

18,440  

（－）

5,634

（注）１.上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 

２.自己新株予約権の取得は、平成18年10月16日付取締役会決議によるものであります。 

３.第４回新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の行使期間満了によるものであります。  
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度  
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係 

（平成20年６月30日現在） （平成21年６月30日現在）

  

    (千円)

現金及び預金勘定 135,809  

預入期間が３か月を超える定期

預金等 
△10,001

  

現金及び現金同等物 125,808  
 

    (千円)

現金及び預金勘定 98,981  

預入期間が３か月を超える定期

預金等 
－
  

現金及び現金同等物 98,981  

※２  連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な

内訳 

       所有比率の低下による連結除外 

    株式会社アクシコ 

    株式会社アクシコエンターテインメント 

    (千円)

流動資産 286,533  

固定資産 246,410  

資産合計 532,944  

流動負債 102,993  

固定負債 182,928  

負債合計 285,921  

※２         ──────        
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（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  

取得価額
相当額 
  
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
  
（千円） 

その他（工具
器具備品） 

 5,714  4,881  832

ソフトウェア  7,611  7,441  169

合計  13,325  12,323  1,002

  

取得価額
相当額 
  
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
  
（千円） 

その他（工具
器具備品） 

 3,122  3,010  111

ソフトウェア  509  441  67

合計  3,631  3,452  179

(2）未経過リース料期末残高相当額  (2）未経過リース料期末残高相当額  

１年内 千円951

１年超 千円215

合計 千円1,166

１年内 千円215

１年超 千円－

合計 千円215

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 千円2,861

減価償却費相当額 千円2,338

支払利息相当額 千円179

支払リース料 千円690

減価償却費相当額 千円547

支払利息相当額 千円38

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 
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   前連結会計年度 （自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日） 

 １．売買目的有価証券 

 ２．その他有価証券で時価のあるもの 

 ３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 ４. 時価評価されていない主な有価証券の内容 

（有価証券関係）

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

 －  △64,141

  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  1,600  1,880  280

小計  1,600  1,880  280

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  3,386  2,484  △902

小計  3,386  2,484  △902

合計  4,986  4,364  △622

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

 24,165  4,054  1,334

 内容 連結貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式  3,096

非上場の外国投資信託  57,600

合計  60,696
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   当連結会計年度 （自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

  １．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について2,765千円減損処理を行っております。 

   なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行

い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っておりま

す。  

  

 ２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 ３. 時価評価されていない主な有価証券の内容 

前連結会計年度（自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日）  

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日）  

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日） 

 当社グループは、退職給付制度を設定していないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

 当社グループは、退職給付制度を設定していないため、該当事項はありません。 

  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  1,600  2,000  400

小計  1,600  2,000  400

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  621  621  －

小計  621  621  －

合計  2,221  2,621  400

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

 14,422  －  7,633

 内容 連結貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式  976

非上場の外国投資信託  －

合計  976

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

株式会社アルファ・トレンド・ホールディングス（4352）平成21年6月期　決算短信

－30－



（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産（流動）  

未払事業税 千円149

貸倒引当金 千円5,164

貸倒損失 千円7,239

その他 千円259

繰延税金資産小計 千円12,812

評価性引当額 千円△12,812

繰延税金資産合計 千円－

繰延税金資産（固定）  

 投資有価証券評価損 千円83,714

 減損損失 千円1,110

 自己新株予約権評価損 千円12,108

 貸倒損失 千円6,699

 繰越欠損金 千円333,165

 繰延税金資産小計 千円436,797

 評価性引当額 千円△436,797

繰延税金資産合計 千円－

繰延税金資産（流動）  

未払事業税 千円276

貸倒引当金 千円12,392

その他 千円667

繰延税金資産小計 千円13,336

評価性引当額 千円△13,336

繰延税金資産合計 千円－

繰延税金資産（固定）  

 貸倒引当金 千円21,670

 投資有価証券評価損 千円218,395

 自己新株予約権評価損 千円12,108

 減価償却超過額 千円367

 一括償却資産 千円70

 その他 千円1,026

 繰越欠損金 千円410,067

 繰延税金資産小計 千円663,705

 評価性引当額 千円△663,705

繰延税金資産合計 千円－

繰延税金負債（固定） 

その他有価証券評価差額金 千円△167

繰延税金負債合計 千円△167

繰延税金負債の純額 千円△167

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

の差異の原因となった主な項目別の内訳 

  当連結会計年度は税金等調整前当期純損失が計上され

ているため、記載しておりません。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

の差異の原因となった主な項目別の内訳 

  当連結会計年度は税金等調整前当期純損失が計上され

ているため、記載しておりません。 
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前連結会計年度（自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日） 

  1.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

    (1)ストック・オプションの内容 

 (注）１. 付与日現在の株式数に換算して記載しております。なお、平成17年９月５日付で株式１株を２株の株式分

割、平成17年12月１日付で株式１株を３株の株式分割をおこなったことに伴い、ストックオプション数が調

整されております。 

２. 第１回新株予約権は、平成15年６月30日付の株式交換により当社の完全子会社となりました㈱プライムファ

ームが平成14年６月10日開催の臨時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権を継承したものでありま

す。 

３. 第１回新株予約権の付与対象者の区分及び数は、新株予約権付与日現在のものであります。なお、平成15年

５月、新株予約権者である㈱プライムファーム取締役３名は当社取締役に、㈱プライムファーム監査役１名

は当社監査役にそれぞれ就任しております。 

４. 第１回新株予約権に関する権利行使の条件は以下の通りです。 

 ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社及び当社子会社の取締役又は監査役であること

を要する。 

 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。 

 ③新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。 

 ④その他の権利行使の条件は、㈱プライムファームと新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に

定めるところによる。 

５. 第２回新株予約権に関する権利行使の条件は以下の通りです。      

 ①新株予約権の割当を受けた者が当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員の場合は、権利行使

時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを条件とする。た

だし、任期満了により退任、定年退職または当社の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新株予約権の払込時点に当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員でない新株予約権者が権利

を行使するときは、取締役会の承認を得るものとする。      

 ③新株予約権の行使にあたっては、一部行使はできないものとする。      

 ④その他の条件は、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に定

めるところによる。      

 ⑤相続が発生した場合は新株予約権の行使は認めない。      

（ストック・オプション等関係）

  
 第１回新株予約権 
（注２） 

第２回新株予約権  第４回新株予約権  第５回新株予約権  

付与対象者の区分及び数 

 ㈱プライムファーム

取締役 ３名 

㈱プライムファーム監

査役 １名 

（注）３ 

当社取締役  ６名 

子会社取締役 ２名 

当社従業員  ３名 

社外協力者  14名 

 当社取締役  ３名 

 社外協力者  ５名 

当社取締役   ２名

当社監査役   １名

当社従業員   ７名

子会社取締役  ３名

子会社従業員  18名

ストック・オプションの数

（注）1 
 普通株式 2,750株  普通株式 4,750株  普通株式 1,000株   普通株式 150株 

付与日  平成14年６月10日  平成17年６月29日  平成17年９月26日  平成17年10月７日  

権利確定条件 定めなし   定めなし  定めなし  定めなし 

対象勤務期間 定めなし  定めなし   定めなし  定めなし 

権利行使期間 
平成16年6月11日から

平成24年6月10日 

平成18年1月1日から 

平成22年12月31日 

平成17年11月26日か

ら平成20年11月25日 

平成19年10月1日から

平成27年9月29日 

権利行使条件  （注）４  （注）５  （注）６   （注）７  
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６. 第４回新株予約権に関する権利行使の条件は以下の通りです。      

 ①新株予約権の発行日時点に当社または当社子会社の取締役、監査役並びに従業員でない新株予約権者が権

利を行使するときは、取締役会の承認を得るものとする。      

 ②１個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。      

       ③新株予約権の譲渡、質入、その他の処分を行った場合は行使を認めない。また、相続が発生した場合に 

       行使は認めない。 

 ④その他の条件は、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に定

めるところによる。      

７. 第５回新株予約権に関する権利行使の条件は以下の通りです。      

 ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締役、監査役又は従業

員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準

ずる正当な理由のある場合はこの限りではない。      

 ②新株予約権の相続は、これを認めない。      

 ③新株予約権の譲渡、質入、その他の処分は認めない。      

 ④その他の条件については、第９回定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締

結する新株予約権割当契約に定めるところによる。      

       

２.ストック・オプションの規模及びその変動状況        

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

数に換算して記載しております。        

①ストック・オプションの数  

  

  

 ②単価情報 

（注）平成17年９月５日付で株式１株を２株の株式分割、平成17年12月１日付で株式１株を３株の株式分割を実施

致しました。権利行使価格は分割後の金額で記載しております。 

  

  第１回新株予約権  第２回新株予約権  第４回新株予約権   第５回新株予約権  

権利確定前 （株）                        

前連結会計年度末  －  －  －  270

付与  －  －  －  －

分割による増加  －  －  －  －

失効  －  －  －  －

権利確定  －  －  －  270

未確定残  －  －  －  －

権利確定後 （株）                        

前連結会計年度末  1,320  16,830  2,430  －

権利確定  －  －  －  270

分割による増加  －  －  －  －

権利行使  －  －  －  －

失効  －  －  －  －

未行使残  1,320  16,830  2,430  270

  第１回新株予約権  第２回新株予約権  第４回新株予約権  第５回新株予約権 

権利行使価格        

（円）（注）  4,167  15,334  54,334  132,598

権利行使時の平均株価  

（円）  －  －  －  －

公正な評価単価（付与日） 

（円）  －  －  －  －

株式会社アルファ・トレンド・ホールディングス（4352）平成21年6月期　決算短信

－33－



当連結会計年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

 1.権利不行使による失効により利益として計上した金額 

   新株予約権戻入益 ３百万円  

  

  2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

    (1)ストック・オプションの内容 

 (注）１. 付与日現在の株式数に換算して記載しております。なお、平成17年９月５日付で株式１株を２株の株式分

割、平成17年12月１日付で株式１株を３株の株式分割をおこなったことに伴い、ストックオプション数が調

整されております。 

２. 第１回新株予約権は、平成15年６月30日付の株式交換により当社の完全子会社となりました㈱プライムファ

ームが平成14年６月10日開催の臨時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権を継承したものでありま

す。 

３. 第１回新株予約権の付与対象者の区分及び数は、新株予約権付与日現在のものであります。なお、平成15年

５月、新株予約権者である㈱プライムファーム取締役３名は当社取締役に、㈱プライムファーム監査役１名

は当社監査役にそれぞれ就任しております。 

４. 第１回新株予約権に関する権利行使の条件は以下の通りです。 

 ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社及び当社子会社の取締役又は監査役であること

を要する。 

 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。 

 ③新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。 

 ④その他の権利行使の条件は、㈱プライムファームと新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に

定めるところによる。 

５. 第２回新株予約権に関する権利行使の条件は以下の通りです。      

 ①新株予約権の割当を受けた者が当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員の場合は、権利行使

時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを条件とする。た

だし、任期満了により退任、定年退職または当社の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新株予約権の払込時点に当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員でない新株予約権者が権利

を行使するときは、取締役会の承認を得るものとする。      

 ③新株予約権の行使にあたっては、一部行使はできないものとする。      

 ④その他の条件は、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に定

めるところによる。      

 ⑤相続が発生した場合は新株予約権の行使は認めない。      

  
 第１回新株予約権 
（注２） 

第２回新株予約権  第４回新株予約権  第５回新株予約権  

付与対象者の区分及び数 

 ㈱プライムファーム

取締役 ３名 

㈱プライムファーム監

査役 １名 

（注）３ 

当社取締役  ６名 

子会社取締役 ２名 

当社従業員  ３名 

社外協力者  14名 

 当社取締役  ３名 

 社外協力者  ５名 

当社取締役   ２名

当社監査役   １名

当社従業員   ７名

子会社取締役  ３名

子会社従業員  18名

ストック・オプションの数

（注）1 
 普通株式 2,750株  普通株式 4,750株  普通株式 1,000株   普通株式 150株 

付与日  平成14年６月10日  平成17年６月29日  平成17年９月26日  平成17年10月７日  

権利確定条件 定めなし   定めなし  定めなし  定めなし 

対象勤務期間 定めなし  定めなし   定めなし  定めなし 

権利行使期間 
平成16年6月11日から

平成24年6月10日 

平成18年1月1日から 

平成22年12月31日 

平成17年11月26日か

ら平成20年11月25日 

平成19年10月1日から

平成27年9月29日 

権利行使条件  （注）４  （注）５  （注）６   （注）７  
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６. 第４回新株予約権に関する権利行使の条件は以下の通りです。      

 ①新株予約権の発行日時点に当社または当社子会社の取締役、監査役並びに従業員でない新株予約権者が権

利を行使するときは、取締役会の承認を得るものとする。      

 ②１個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。      

       ③新株予約権の譲渡、質入、その他の処分を行った場合は行使を認めない。また、相続が発生した場合に 

       行使は認めない。 

 ④その他の条件は、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に定

めるところによる。      

７. 第５回新株予約権に関する権利行使の条件は以下の通りです。      

 ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締役、監査役又は従業

員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準

ずる正当な理由のある場合はこの限りではない。      

 ②新株予約権の相続は、これを認めない。      

 ③新株予約権の譲渡、質入、その他の処分は認めない。      

 ④その他の条件については、第９回定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締

結する新株予約権割当契約に定めるところによる。      

       

２.ストック・オプションの規模及びその変動状況        

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

数に換算して記載しております。        

①ストック・オプションの数  

  

  

 ②単価情報 

（注）平成17年９月５日付で株式１株を２株の株式分割、平成17年12月１日付で株式１株を３株の株式分割を実施

致しました。権利行使価格は分割後の金額で記載しております。 

  

  第１回新株予約権  第２回新株予約権  第４回新株予約権  第５回新株予約権  

権利確定前 （株）                        

前連結会計年度末  －  －  －  －

付与  －  －  －  －

分割による増加  －  －  －  －

失効  －  －  －  －

権利確定  －  －  －  －

未確定残  －  －  －  －

権利確定後 （株）                        

前連結会計年度末  1,320  16,830  2,430  270

権利確定  －  －  －  －

分割による増加  －  －  －  －

権利行使  －  －  －  －

失効  －  －  2,430  －

未行使残  1,320  16,830  －  270

  第１回新株予約権  第２回新株予約権  第４回新株予約権  第５回新株予約権 

権利行使価格        

（円）（注）  4,167  15,334  54,334  132,598

権利行使時の平均株価  

（円）  －  －  －  －

公正な評価単価（付与日） 

（円）  －  －  －  －
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前連結会計年度（自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、提供するサービス及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業の主な内容 

情報技術事業・・・・・・・・・・・・・ＩＴ部門 

コンサルティング事業・・・・・・・・・会計コンサルティング部門、直接金融コンサルティング部門 

            投資事業・・・・・・・・・・・・・・・投資事業部門 

            ＩＴセールス・プロモーション事業・・・ＩＴセールス・プロモーション事業部門 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は111,008千円であり、その主なもの

は、当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は169,471千円であり、その主なものは、当社で

の余剰運用資金（現金及び預金）及び投資有価証券であります。 

５．ＩＴセールス・プロモーション事業につきましては、株式会社アクシコ及び株式会社アクシコエンターテイ

ンメントが行って参りました事業ですが、連結子会社から持分法適用関連会社へ異動したため、資産が－円

になっております。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
情報技術事業 
（千円） 

コンサルティ
ング事業 
（千円） 

投資事業
（千円） 

ⅠＴセール
ス・プロモー
ション事業
（千円） 

計（千円）  消去又は全社 
（千円） 連結（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益                                         

売上高                                         

(1）外部顧客に対する

売上高 
 394  137,973  －  380,467  518,835  2,850  521,685

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  －  －  －  －  －  －

計  394  137,973  －  380,467  518,835  2,850  521,685

営業費用  2,166  205,378  106,915  396,799  711,260  82,995  794,255

営業損失  △1,772  △67,404  △106,915  △16,332  △192,425  △80,145  △272,570

Ⅱ．資産、減価償却費及び

資本的支出 
                                        

資産  46,073  50,500  73,439  －  170,013  169,471  339,484

減価償却費  －  1,486  227  1,318  3,032  907  3,939

資本的支出  －  －  －  10,000  10,000  1,501  11,501
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当連結会計年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、提供するサービス及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業の主な内容 

情報技術事業・・・・・・・・・・・・・ＩＴ部門 

コンサルティング事業・・・・・・・・・会計コンサルティング部門、経営コンサルティング部門 

            投資事業・・・・・・・・・・・・・・・投資事業部門 

        ３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は124,348千円であり、その主なもの

は、当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は179,991千円であり、その主なものは、当社で

の余剰運用資金（現金及び預金）及び投資有価証券であります。 

５. ＩＴセールス・プロモーション事業につきましては、株式会社アクシコ及び株式会社アクシコエンターテイ

ンメントが行って参りました事業ですが、前連結会計年度に連結子会社から持分法適用関連会社へ異動した

ため、当連結会計年度は区分掲記をしておりません。 

  
情報技術事業 
（千円） 

コンサルティ
ング事業 
（千円） 

投資事業
（千円） 計（千円） 

消去又は全社 
（千円） 連結（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益                                   

売上高                                   

(1）外部顧客に対する

売上高 
 5,446  201,264  －  206,710  －  206,710

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  －  －  －  －  －

計  5,446  201,264  －  206,710  －  206,710

営業費用  22,570  242,503  8,924  273,998  109,407  383,406

営業損失  △17,124  △41,239  △8,924  △70,738  △109,407  △176,696

Ⅱ．資産、減価償却費及び

資本的支出 
                                  

資産  19,321  101,755  5,203  126,280  179,991  306,271

減価償却費  357  1,187  71  1,615  541  2,157

資本的支出  1,428  －  －  1,428  －  1,428
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 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。 

     前連結会計年度（自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日） 

    該当事項はありません。 

     当連結会計年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

    該当事項はありません。 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（関連当事者情報）
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 （注）１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度  
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度  
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

て、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失

が計上されているため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 円3,048.17

１株当たり当期純損失 円5,000.05

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

て、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失

が計上されているため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 円960.11

１株当たり当期純損失 円2,383.74

  
前連結会計年度 

（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

１株当たり当期純損失            

 当期純損失（千円）  516,204  246,097

 普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

 普通株式に係る当期純損失（千円）  516,204  246,097

 期中平均株式数（株）  103,240  103,240

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 

第１回新株引受権附社債の新株引受

権（新株予約権の目的となる株式の

数20株）、第１回新株予約権（新株

予約権の目的となる株式の数1,320

株）、第２回新株予約権（新株予約

権の目的となる株式の数16,830

株）、第４回新株予約権（新株予約

権の目的となる株式の数2,430

株）、第５回新株予約権（新株予約

権の目的となる株式の数270株） 

第１回新株引受権附社債の新株引受

権（新株予約権の目的となる株式の

数20株）、第１回新株予約権（新株

予約権の目的となる株式の数1,320

株）、第２回新株予約権（新株予約

権の目的となる株式の数16,830

株）、第５回新株予約権（新株予約

権の目的となる株式の数270株） 
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（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

多額な資金の借入 

 当社は決算日後において、以下のとおり総額100,000千

円の借入を行いました。（平成20年９月17日開催の取締

役会決議に基づき、株式会社システム・ビットと金銭消

費貸借契約を締結し100,000千円の借入を行いました。）

第三者割当による新株式の発行について 

 当社は、平成21年７月15日開催の当社取締役会におい

て、株式会社中小企業助成会を引受先とする第三者割当

による新株式の発行を決議し、平成21年７月31日に払込

が完了いたしました。  

１.借入金額 100,000千円 

２.借入日 平成20年９月22日 

３.借入先 株式会社システム・ビット 

４.利  率 3.875％ 

５.返済方法 終期限に一括返済 

６.返済期限 平成21年９月18日 

７.資金の使途 運転資金 

８.担保提供資産又は

保証の有無 

該当事項はありません。 

第三者割当による新株式発行 

募集株式発行要領  

連結子会社の事業譲受け 

 当社は、平成21年８月５日開催の当社取締役会におい

て、当社子会社である株式会社アルファ・テクノロジー

が株式会社ＡＳＯＣ（本社：東京都渋谷区、代表取締

役：渡邉圭広、以下「ＡＳＯＣ」）の事業を譲り受ける

ことを決議いたしました。  

２.事業譲受けの目的 

  情報技術事業において、インターネット関連商品の

受託開発業務に注力ができることと、スキルの高い人

員を増強することであります。 

３.譲受事業の経営成績  

１.発行する株式の種類及

び数 
普通株式 79,400株 

２.発行価額 １株につき 2,520円 

３.発行価額の総額 200,088,000円 

４.資本組入額 １株につき 1,260円 

５.申込期日 平成21年７月31日（金） 

６.払込期日 平成21年７月31日（金） 

７.割当先及び割当株式数
株式会社中小企業助成会

79,400株 

８.資金の使途 
有利子負債返済及び運転

資金等  

９.割当新株式の譲渡報告に関する事項等 

   当社は、割当先が割当新株式を発行日から２

年以内に該当株式の全部または一部を譲渡する

場合は、当該内容を直ちに当社へ報告する旨の

確約を依頼する予定であります。  

１.事業譲受けの内容 ＡＳＯＣの全事業（デジ

タルコンテンツ事業、ヒ

ューマンリソース事業、

ヒューマンクリエイト事

業） 

項目 平成19年７月期 平成20年７月期

売上高 119百万円 177百万円

営業利益 1百万円 △10百万円

当期利益 0百万円 △3百万円

総資産 35百万円 41百万円

純資産 7百万円 3百万円

４.譲受価格 10百万円

５.事業譲受け日 平成21年８月５日（水） 
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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６月30日) 

当事業年度 
(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 62,579 71,926

売掛金 2,341 1,575

前払費用 1,740 4,100

短期貸付金 ※1  66,504 ※1  10,350

未収入金 3,071 2,627

未収消費税等 － 2,856

その他 2,606 596

貸倒引当金 － △1,200

流動資産合計 138,842 92,832

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 870 －

減価償却累計額 △181 －

建物及び構築物（純額） 689 －

工具、器具及び備品 1,638 1,403

減価償却累計額 △827 △1,032

工具、器具及び備品（純額） 810 371

有形固定資産合計 1,499 371

投資その他の資産   

投資有価証券 120 －

関係会社株式 264,031 167,982

差入保証金 6,975 1,214

敷金 － 14,071

関係会社長期貸付金 － 26,616

長期前払費用 － 1,005

貸倒引当金 － △26,616

投資その他の資産合計 271,127 184,273

固定資産合計 272,627 184,644

資産合計 411,470 277,477

負債の部   

流動負債   

短期借入金 － 105,300

未払金 8,086 2,623

未払費用 － 3,504

未払法人税等 1,900 2,211

その他 655 893

流動負債合計 10,641 114,532

負債合計 10,641 114,532
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年６月30日) 

当事業年度 
(平成21年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 617,207 617,207

資本剰余金   

資本準備金 122,663 122,663

その他資本剰余金 400,000 400,000

資本剰余金合計 522,663 522,663

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金 10,000 10,000

繰越利益剰余金 △758,240 △992,560

利益剰余金合計 △748,240 △982,560

株主資本合計 391,630 157,310

新株予約権 ※2  9,198 ※2  5,634

純資産合計 400,828 162,944

負債純資産合計 411,470 277,477
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 ※1  31,750 ※1  14,350

売上総利益 31,750 14,350

販売費及び一般管理費   

役員報酬 30,140 32,066

給料 15,315 15,591

法定福利費 2,960 4,934

旅費及び交通費 4,589 5,774

支払報酬 5,240 8,021

保険料 739 705

租税公課 415 329

減価償却費 907 541

賃借料 6,120 6,898

支払手数料 45,213 42,024

その他 4,413 7,460

販売費及び一般管理費合計 116,054 124,348

営業損失（△） △84,304 △109,998

営業外収益   

受取利息 1,234 470

雑収入 － 4,128

その他 441 －

営業外収益合計 1,675 4,598

営業外費用   

支払利息 － 3,036

為替差損 － 589

雑損失 19 15

営業外費用合計 19 3,642

経常損失（△） △82,649 △109,042

特別利益   

投資有価証券売却益 1,861 －

新株予約権戻入益 － 3,564

特別利益合計 1,861 3,564
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

特別損失   

固定資産売却損 ※2  － ※2  3

固定資産除却損 ※3  4,905 ※3  －

投資有価証券評価損 48,858 120

投資有価証券売却損 654 －

関係会社株式評価損 419,701 96,049

自己新株予約権評価損 29,757 －

事務所移転損失 1,646 2,952

貸倒引当金繰入額 － 27,816

特別損失合計 505,522 126,941

税引前当期純損失（△） △586,310 △232,419

法人税、住民税及び事業税 1,922 1,900

法人税等合計 1,922 1,900

当期純損失（△） △588,233 △234,319
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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７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 617,207 617,207

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 617,207 617,207

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 122,663 122,663

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 122,663 122,663

その他資本剰余金   

前期末残高 400,000 400,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 400,000 400,000

資本剰余金合計   

前期末残高 522,663 522,663

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 522,663 522,663

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 10,000 10,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,000 10,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 △170,007 △758,240

当期変動額   

当期純損失（△） △588,233 △234,319

当期変動額合計 △588,233 △234,319

当期末残高 △758,240 △992,560

利益剰余金合計   

前期末残高 △160,007 △748,240

当期変動額   

当期純損失（△） △588,233 △234,319

当期変動額合計 △588,233 △234,319
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当期末残高 △748,240 △982,560

株主資本合計   

前期末残高 979,863 391,630

当期変動額   

当期純損失（△） △588,233 △234,319

当期変動額合計 △588,233 △234,319

当期末残高 391,630 157,310

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △12,092 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,092 －

当期変動額合計 12,092 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △12,092 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,092 －

当期変動額合計 12,092 －

当期末残高 － －

新株予約権   

前期末残高 △20,559 9,198

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 29,757 △3,564

当期変動額合計 29,757 △3,564

当期末残高 9,198 5,634

純資産合計   

前期末残高 947,212 400,828

当期変動額   

当期純損失（△） △588,233 △234,319

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 41,849 △3,564

当期変動額合計 △546,384 △237,883

当期末残高 400,828 162,944
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前事業年度（自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日） 

 当社は平成19年６月期において営業損失41,244千円を計上し、前事業年度においては84,304千円の営業損失、82,649

千円の経常損失、588,233千円の当期純損失を計上しております。 

 これらの状況により、当社は、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 この主たる要因といたしましては、子会社株式の評価損及び株式市場の低迷等により、当社において保有している株

式の価値下落による損失の計上が多額に発生したこと等が挙げられます。 

 当社は、当該状況を解決すべく、事業の選択と集中を含めた経営及び事業の再構築を進めております。当該再構築過

程において、財務内容の健全化・磐石化策も検討・実行してまいる所存です。また、これらと並行して、情報や管理体

制のインフラを整備しつつ経営の効率化を追求することで、収益力のアップとコストダウンを図り業績の向上へ活かし

てまいります。 

 個別財務諸表は継続企業を前提に作成されており、このような重要な疑義の影響を個別財務諸表には反映しておりま

せん。  

当事業年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

 当社は、前事業年度まで２期連続して営業損失、経常損失及び当期純損失を計上しております。 

当社は平成20年６月期において営業損失84,304千円を計上し、当事業年度においては109,998千円の営業損失、109,042

千円の経常損失、234,319千円の当期純損失を計上しております。 

 これらの状況により、当社は、前事業年度から引き続いて継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

 当社は、当該状況を解決すべく、事業の選択と集中を含めた経営及び事業の再構築を推進すること、安定的なキャッ

シュ・フローの創出を実現できる経営基盤を確立すること、企業としての信用力を回復して資金繰りを安定化するため

の財務基盤を強化することが 重要課題であると考えております。また、情報及び管理体制のインフラを整備しつつ経

営の効率化を追求することで、収益力のアップとコストダウンを図り業績の向上へ活かしてまいります。  

  現時点では、安定収益の実現までには、相当の期間を要する見込みから、継続企業の前提に関する重要な不確実性が

認められます。なお、個別財務諸表は継続企業を前提に作成されており、このような重要な不確実性の影響を個別財務

諸表には反映しておりません。 

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
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重要な会計方針

項目 
前事業年度  

（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度  
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式 

 総平均法による原価法を採用しており

ます。 

(1）子会社株式 

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 

 総平均法による原価法を採用してお

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 

 ａ平成19年３月31日以前に取得したも

の 

旧定率法によっております。 

 ｂ平成19年４月１日以後に取得したも

の 

定率法によっております。 

 （ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物（附属設備を除く）については

定額法） 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。  

建物 10年

工具器具及び備品 ４～８年

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

        同左 

３．引当金の計上基準 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について個

別に回収可能性を検討し回収不能見込額を

計上しております。 

貸倒引当金 

同左 
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項目 
前事業年度  

（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度  
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

４．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．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。 

消費税等の会計処理 

同左 

会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

                    ―――――― （リース取引に関する会計基準等） 

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、当事業年度より、「リース取引

に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年

６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月

30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１

月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平

成19年３月30日改正））を適用しております。 

なお、リース取引開始日が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を

適用しております。 

これに伴う損益に与える影響はありません。  

株式会社アルファ・トレンド・ホールディングス（4352）平成21年6月期　決算短信

－49－



     自己株式の種類及び株式数に関する事項  

     該当事項はありません。  

  

 前事業年度（平成20年６月30日）及び当事業年度（平成21年６月30日）における子会社株式及び関連会社株式で

時価のあるものはありません。   

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

――――― 

（貸借対照表） 

 前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しておりま

した「未収消費税」は、当期において、資産の総額の100

分の１を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前期末の「未収消費税」は2,606千円でありま

す。 

 前期まで投資その他の資産の「差入保証金」に含めて表

示しておりました「敷金」は、当期において、資産の総額

の100分の１を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前期末の「敷金」は6,961千円であります。 

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年６月30日） 

当事業年度 
（平成21年６月30日） 

※１ 関係会社項目 

 関係会社に対する資産は次のものがあります。 

※１ 関係会社項目 

 関係会社に対する資産は次のものがあります。 

短期貸付金 千円66,504 短期貸付金 千円10,350

※２        ―――――― ※２ 新株引受権（24千円）は、「新株予約権」に含めて

表示しております。 

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30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。 

※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。 

関係会社への売上高 千円31,750 関係会社への売上高 千円10,900

※２         ――――― ※２ 固定資産売却損は工具器具及び備品が3千円であり

ます。         

※３ 固定資産除却損は建物及び構築物が4,743千円、工

具器具及び備品が161千円であります。 

※３         ――――― 

（株主資本等変動計算書関係）

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。 

（有価証券関係）
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（税効果会計関係）

前事業年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産（固定）  

 投資有価証券評価損 千円19,880

 子会社株式評価損 千円228,965

 自己新株予約権評価損 千円12,108

 繰越欠損金 千円99,893

 繰延税金資産小計 千円360,847

 評価性引当額 千円△360,847

繰延税金資産合計 千円－

繰延税金資産（流動） 

未払事業税 千円126

貸倒引当金 千円488

繰延税金資産小計 千円615

評価性引当額 千円△615

繰延税金資産合計 千円－

繰延税金資産（固定）  

 貸倒引当金 千円10,830

 投資有価証券評価損 千円1,220

 子会社株式評価損 千円268,047

 自己新株予約権評価損 千円12,108

 減価償却超過額 千円210

 一括償却資産 千円41

 その他 千円1,026

 繰越欠損金 千円142,269

 繰延税金資産小計 千円435,754

 評価性引当額 千円△435,754

繰延税金資産合計 千円－

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった項目別の内訳 

    当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、

記載しておりません。 

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった項目別の内訳 

    当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、

記載しておりません。 
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 （注） １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 円3,793.40

１株当たり当期純損失 円5,697.72

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

１株当たり純資産額   円1,523.74

１株当たり当期純損失 円2,269.66

  
前事業年度 

（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

１株当たり当期純損失            

 当期純損失              （千円）  588,233  234,319

 普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

 普通株式に係る当期純損失（千円）  588,233  234,319

 期中平均株式数（株）  103,240  103,240

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 

第１回新株引受権附社債の新株引

受権（新株予約権の目的となる株

式の数20株）、第１回新株予約権

（新株予約権の目的となる株式の

数1,320株）、第２回新株予約権

（新株予約権の目的となる株式の

数16,830株）、第４回新株予約権

（新株予約権の目的となる株式の

数2,430株）、第５回新株予約権

（新株予約権の目的となる株式の

数270株） 

第１回新株引受権附社債の新株引

受権（新株予約権の目的となる株

式の数20株）、第１回新株予約権

（新株予約権の目的となる株式の

数1,320株）、第２回新株予約権

（新株予約権の目的となる株式の

数16,830株）、第５回新株予約権

（新株予約権の目的となる株式の

数270株） 
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（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

多額な資金の借入 

 当社は決算日後において、以下のとおり総額100,000千

円の借入を行いました。（平成20年９月17日開催の取締

役会決議に基づき、株式会社システム・ビットと金銭消

費貸借契約を締結し100,000千円の借入を行いました。）

第三者割当による新株式の発行について 

 当社は、平成21年７月15日開催の当社取締役会におい

て、株式会社中小企業助成会を引受先とする第三者割当

による新株式の発行を決議し、平成21年７月31日に払込

が完了いたしました。  

１.借入金額 100,000千円 

２.借入日 平成20年９月22日 

３.借入先 株式会社システム・ビット 

４.利  率 3.875％ 

５.返済方法 終期限に一括返済 

６.返済期限 平成21年９月18日 

７.資金の使途 運転資金 

８.担保提供資産又は

保証の有無 

該当事項はありません。 

第三者割当による新株式発行 

募集株式発行要領  

１.発行する株式の種類及

び数 
普通株式 79,400株 

２.発行価額 １株につき 2,520円 

３.発行価額の総額 200,088,000円 

４.資本組入額 １株につき 1,260円 

５.申込期日 平成21年７月31日（金） 

６.払込期日 平成21年７月31日（金） 

７.割当先及び割当株式数
株式会社中小企業助成会

79,400株 

８.資金の使途 
有利子負債返済及び運転

資金等  

９.割当新株式の譲渡報告に関する事項等 

   当社は、割当先が割当新株式を発行日から２

年以内に該当株式の全部または一部を譲渡する

場合は、当該内容を直ちに当社へ報告する旨の

確約を依頼する予定であります。 
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