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1.  21年7月期の連結業績（平成20年8月1日～平成21年7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7月期 14,687 △7.5 △472 ― △716 ― △2,446 ―

20年7月期 15,872 △17.9 △834 ― △1,122 ― △3,516 ―

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7月期 △372.68 ― △125.2 △7.0 △3.2

20年7月期 △3,095.98 ― △100.8 △8.9 △5.3

（参考） 持分法投資損益 21年7月期  △0百万円 20年7月期  △0百万円

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7月期 9,822 2,372 14.6 184.49
20年7月期 10,731 2,728 23.0 1,124.35

（参考） 自己資本   21年7月期  1,438百万円 20年7月期  2,469百万円

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7月期 △343 △1,092 1,675 661
20年7月期 △1,069 378 511 422

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7月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

21年7月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年7月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年7月期の連結業績予想（平成21年8月1日～平成22年7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

7,300 1.7 2 ― △110 ― 30 ― 3.85

通期 15,000 2.1 25 ― △230 ― 70 ― 8.98
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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、40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7月期  7,795,456株 20年7月期  2,196,395株

② 期末自己株式数 21年7月期  445株 20年7月期  439株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年7月期の個別業績（平成20年8月1日～平成21年7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7月期 146 △78.7 △517 ― △745 ― △2,641 ―

20年7月期 687 △79.5 △988 ― △1,247 ― △3,577 ―

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7月期 △402.38 ―

20年7月期 △3,149.71 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年7月期 7,045 1,681 23.9 215.74
20年7月期 8,625 3,020 33.8 1,329.24

（参考） 自己資本 21年7月期  1,681百万円 20年7月期  2,918百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想には、本資料発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想が含まれており、実際は、様々なリスク要因や不確実な要因により記載の予想
と異なる可能性があります。 
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当連結会計年度におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発する金融不安に加えて、個

人消費は低下し景気の先行きに減速感が増してまいりました。  

当社グループは、当社の主要な収益であったシステム販売（システム＆インベストメント事業）を大

幅に縮小いたしました。当該事業は、システム販売による収益は計上されると同時に中小企業向けの投

資を伴うため多額な投資資金が必要となります。また、投資回収が長期に渡ると共に減損損失、投資損

失引当金等の計上リスクが増大するなど当社損益への影響が大きいなどの理由により当連結会計期間か

ら大幅に縮小いたしました。それに伴い、システム販売にかわる新事業の展開が急務となっておりま

す。このことから当社は、2008年10月に経営体制を刷新し、中小企業信用機構株式会社を中心とする

「中小企業振興ネットワーク」に加入し、その事業シナジーを 大限に活かすことにより、事業再構築

のスピードアップをはかり早期の収益の安定化及び財務体質の健全化を図ってまいりました。また、新

規事業として投資事業（主に上場企業向け）、融資保証事業及びＭ＆Ａ関連事業を開始しております。

なお、資本効率の観点から既存事業の見直しを行い子会社株式の売却等による連結範囲の見直しも同

時に行いました。 

当社グループは、事業再構築の過程にあり当連結会計年度におきましては、販売費及び一般管理費の

削減を行うと同時に連結範囲の見直しにより前連結会計年度より販売費及び一般管理費が694,494千円

減少しましたが、売上高の減少を吸収するに至らず営業損失を計上しております。なお、営業損失を計

上したこと及び支払利息を251,890千円計上したことにより、当期につきましても経常損失を計上して

おります。また、投資有価証券売却益31,878千円、関係会社株式売却益707,036千円、債務免除益

1,145,124千円の特別利益を計上したものの、昨今の経済状況及び市場環境等を鑑み、将来的な減損リ

スクの回避を目的として健全性及び保守的な観点に立ち、投資先の個別の損益状況、純資産価値など総

合的に再評価した結果、投資有価証券評価損1,291,996千円及び投資損失引当金繰入額1,687,277千円及

び投資有価証券売却損857,429千円を計上したことにより当期純損失を計上しております。  

以上の結果、当連結会計年度における業績は連結売上高が14,687,174千円（前年同期比7.5％減）と

なり、連結営業損失は472,559千円（前年同期は営業損失834,983千円）、連結経常損失は716,512千円

（前年同期は経常損失1,122,679千円）、連結当期純損失は2,446,062千円（前年同期は当期純損失

3,516,823千円）となりました。 

  

当連結会計年度における各事業の概況は、以下のとおりであります。文章中の売上高は、「外部顧客

に対する売上高」を記載しております。 

  

当連結会計年度における青果卸売事業は、個人消費の低下により、小売店頭での荷動きが重い状況

が続き、非常に厳しい状況が続いております。また、九州地方におきましては梅雨時期の長雨・日照

不足・低温等の影響により、単価高で推移いたしましたが取り扱い数量が減少した事により売上高が

減少いたしました。そのような状況のなかで、販売費及び一般管理費等の削減及び業務の効率化など

によりコスト削減を行ってまいりましたが、売上高の減少を吸収するまでには至りませんでした。  

 その結果、売上高は14,159,615千円（前年同期比1.0％減）、営業利益は46,389千円（前年同期比

59.1％減）となりました。  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

① 青果卸売事業

中小企業投資機構㈱（2318)平成21年７月期決算短信
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当連結会計年度におけるシステム販売事業は、システム販売の主力商品であった繁盛ネットＢ２Ｂ

システムの販売を縮小するとともに、それに拘るアライアンス企業への投資も同時に縮小しておりま

す。 

 その結果、売上高は92,697千円（前年同期比87.0％減）、営業損失は390,965千円（前年同期は営

業損失986,300千円）となりました。 

  

当連結会計年度における店舗企画・設計事業におきましては、事業の強みである製菓・製パン店に

特化した店舗の新装及び改装についてのノウハウや経験を活かして受注活動を行いましたが、売上高

の減少を吸収するまでには至りませんでした。 

 その結果、売上高は80,547千円（前年同期比70.7％減）、営業損失は27,364千円（前年同期は営業

損失364千円）となりました。なお、キューブプランニング株式会社は株式譲渡により連結子会社か

ら除外しております。 

  

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

産管理事業は安定した売上高及び営業収益を計上しております。また、Ｍ＆Ａ関連事業、財務・業務

支援及びコンサルティング事業を開始しております。  

 その結果、売上高は354,313千円（前年同期比39.1％減）、営業損失は109,791千円（前年同期は営

業利益25,198千円）となりました。 

 なお、アイティヴィジョン株式会社（システムスタッフ請負派遣事業）及び株式会社カーフー（中

古車販売店向けＡＳＰ提供事業）は株式譲渡により連結子会社から除外しております。 

  

 ①資産・負債・純資産の状況 

当連結会計年度末における流動資産は、現金及び預金が前期末より321,863千円増加したこと等に

より1,212,457千円（前期末1,137,883千円、前期末比74,574千円増）となりました。 

当連結会計年度末における固定資産の残高は、8,610,305千円（同9,593,716千円、同983,411千円

減）となりました。これは主に、上場株式等の投資有価証券の取得による903,021千円の増加要因があ

りましたが、「システム＆インベストメント」事業モデルの縮小及び投資損失引当金の計上に伴い、

前期末より投資損失引当金が1,684,098千円増加したこと等によるものです。 

当連結会計年度末における流動負債は、短期借入金が前期末より1,842,301千円増加しましたが、

預り金が996,738千円減少及び一年内返済予定の長期借入金が501,868千円減少したことにより、

5,315,931千円（同5,467,220千円、同151,289千円減）となりました。 

② システム販売事業

③ 店舗企画・設計事業

④ その他の事業

(2) 財政状態に関する分析

(流動資産)

(固定資産)

(流動負債)

中小企業投資機構㈱（2318)平成21年７月期決算短信
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当連結会計年度末における固定負債は、長期借入金が前期末より683,521千円減少したこと等によ

り、2,133,891千円（同2,535,452千円、同401,560千円減）となりました。 

当連結会計年度における純資産は、有価証券時価情報に記載のとおり時価のある上場株式の含み益

が701,206千円となり、それに伴う繰延税金負債控除後の評価・換算差額等合計額を405,328千円計上

しましたが、当期純損失となったこと等により、2,372,940千円（同2,728,927千円、同355,986千円

減）となりました。これにより自己資本比率は14.6％（前期末23.0％）となりました。 

  

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失

2,411,879千円となり、投資損失引当金1,684,098千円、投資有価証券評価損1,292,296千円の増加額

の非資金項目によるキャッシュ・フローの増加要因もありましたが、債務免除益による1,145,124千

円のキャッシュフローの減少要因があり343,851千円のキャッシュ・フローの減少となりました。 

  

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、子会社株式の売却による収入

1,424,379千円の増加要因もありましたが、投資有価証券の取得による支出3,305,780千円のキャッシ

ュ・フローの減少があり、1,092,312千円のキャッシュ・フローの減少となりました。  

  

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額2,539,301

千円のキャッシュ・フローの増加があり、長期借入金の返済による支出1,474,139千円のキャッシ

ュ・フローの減少がありましたが、1,675,027千円のキャッシュ・フローの増加となりました。  

  

以上の結果、キャッシュ・フローの合計は238,863千円のキャッシュ・フローの増加となり、当連結

会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、661,805千円となりました(前期末残高は422,942

千円)。 

  

(3)重要事象について 

継続企業の前提に関する注記についての分析・検討内容は同項目に記載したとおりであり、当社とし

ましては当該事象を解消すべく以下の諸施策を実施しております。 

 ①収益基盤の確立 

当社グループは、投資効率の観点から既存事業の見直しを行い、子会社株式の売却等による事業の

見直しをおこなっております。 

また、青果卸売事業及び不動産管理事業は安定した収益を計上しており、新規事業として融資保証業

務及びＭ＆Ａ関連事業を開始し収益基盤の確立を行ってまいります。 

(固定負債)

(純資産)

 ② キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

(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)

中小企業投資機構㈱（2318)平成21年７月期決算短信
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 ②経費の削減 

当社グループは販売費及び一般管理費の削減を行うと同時に連結範囲の見直しにより販売費及び一

般管理費が前連結会計年度より694,494千円の削減を実施いたしました。 

これらによる経費の圧縮により会社資源を集中しております。 

 ③財務面について 

日本振興銀行株式会社から特殊当座借越契約及び中小企業保証機構株式会社から極度借入基本契約

の締結を行っております。 

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

をしております。これにより、すべての金融機関において利益の期限を喪失した金銭消費貸借契約書

は解消しております。 

  

当社は、株主への利益還元を経営の重要な課題として位置付けており、各期の経営成績や事業展開等

を総合的に判断し利益配当による株主還元を実施する基本方針を持っておりますが、当期におきまして

は当期純損失を計上したため無配を予定しております。また、次期につきましても事業の再構築過程に

あり、大変遺憾ではございますが無配を予定しております。 

  

当社グループの熊青西九州青果株式会社は、熊本県において地方卸売市場を運営しております。同

市場は主として青果、果実や輸入果実を取り扱っております。青果及び果実につきましては、その年

の産地の気候によって収穫量及び品質が変化するほか、台風及び地震等の自然災害によっても収穫量

が急変する可能性があり、かかる場合農産物価格の乱高下により、当社グループの収益に影響を与え

る可能性があります。 

  

当社グループの熊青西九州青果株式会社が運営する地方卸売市場は、取扱農産物の料率等において

法的な規制がなされております。当社は、当該法的規制については緩和ないし撤廃される方向である

と認識しておりますが、地方卸売市場の運営にかかる法的規制が何らかの理由により強化された場

合、当社グループの競争力や収益に影響を与える可能性があります。 

  

近年、地方卸売市場を取巻く問題点として市場外流通の増加と仲卸業者の減少と経営悪化が考えら

れます。青果の流通形態は卸売市場を経由するものと経由しないものに大別され、この卸売市場を経

由しない市場外流通が年々増加しており卸売市場自体の取扱高が減少する傾向にあります。市場外取

引の増加に対しては、仕入及び販売チャネルの多様化が一段と進展する中で、商機を的確に捉え生産

者や出荷者に提供することにより取引先の信頼を高め取扱高を高めるように努めておりますが、地方

卸売市場を取巻く環境の変化により当社グループの収益に影響を与える可能性があります。 

  

(4）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(5) 事業等のリスク

① 事業内容について

ア 天候不順等による収益への影響について

イ 卸売市場に関する法的規制について

ウ 地方卸売市場を取巻く環境について
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当社におきまして、当連結会計年度より融資保証事業を開始しております。融資保証事業に関しま

しては、社内の専門部署における十分な審査の後に実行するというコーポレート・ガバナンスに則っ

た手続きを一層強化しております。また、保証リスクを 小限にするために、融資保証後につきまし

ても、保証先の業況等のヒアリングを行いリスクの軽減を徹底しております。しかしながら、今後の

経済環境がさらに悪化し保証先の経営状態が悪化した場合は保証関連費用が増加し当社の財政状態及

び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 

  

当社グループは、業容拡大を図るためＭ＆Ａを経営の重要な手段として位置づけてきております。

Ｍ＆Ａの遂行につきましては、当社グループ内のシナジー効果が期待できること、将来の収益力向

上、グループ活性化等の長期的なグループ戦略を判断基準としております。そのため、対象企業の財

務内容や契約関係について綿密なデューデリジェンスを行うことにより、買収によるリスクを極力回

避することが必要と考えております。しかしながら、対象企業が価値算定時に期待した収益等を計上

できない場合や、デューデリジェンス時に検出できなかった偶発債務や未認識債務等が顕在化した場

合には、当社グループの業績等に影響を与える可能性があります。 

  

当社は、当社制作の「繁盛ネット」等のシステムを購入したアライアンス先等に対し、企業の専門

性や営まれる事業の将来性を勘案の上、当該アライアンス企業に出資を行い、一定の経営権を取得す

ることを原則としております。当該アライアンス先の事業が不振に陥った場合等においては、出資に

対する引当金の計上や減損等の損失を計上する可能性があります。 

さらに、当該アライアンス企業は多くが未公開企業であるため、その株式に関しては流動性が低い

こと、株式の公開や流動化等に至らずに破綻すること、売却金額が投資金額を下回ること、投資資金

の回収期間が長期化する等のリスクを有しております。 

 なお、システム販売事業の縮小に伴いシステムを購入したアライアンス先に対する新たな投融資は

減少しております。また、未公開株式の流動化につきましては、これを当社の重要な経営課題と考

え、専任の担当組織をつくり、機関投資家等と連携して投資資金の早期回収、投資利益の確保に尽力

しております。 

 それに対して、キャピタルゲインが見込まれる上場株式及び今後の当社として事業提携において事

業の成長が見込まれる場合は投融資を行い収益力の向上、グループの活性化等の長期的なグループ戦

略を行ってまいりますが、上場株式においては、市況の状況により引当金の計上や減損損失を計上す

る可能性があります。また、投融資を行う場合は第三者による株価算定書の入手、信用調査、事業提

携先のトップとの面談を行い、当社グループ内に設置した株価算定会議や出資委員会における十分な

議論の後、取締役会で承認するというコーポレート・ガバナンスに則った手続きを一層強化し、減損

リスクを 小限にするために 大限の努力をする所存であります。 

  

エ 融資保証事業について

オ Ｍ＆Ａについて

カ 投融資について
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当社グループは、有形固定資産として土地等、無形固定資産としてソフトウェア等を有しておりま

す。また、事業モデルの一環としてアライアンス企業への投資を行っており、未公開企業の投資有価

証券及び上場株式を有しております。これら資産につきましては、当該資産から得られる収益や投資

有価証券の価値に基づいて定期的に評価を行っておりますが、十分な収益を生み出さないと判断され

た場合、あるいは投資有価証券の価値が一定以上下落したと判断された場合及び市場価値が下落した

場合は減損および引当金の計上により、当社グループの収益に影響を与える可能性があります。 

  

当社グループは、営業活動に必要な資金調達を第三者割当増資や新株予約権等のエクイティーファ

イナンスと金融機関からのデットファイナンスにより調達しておりますが、株式市況の変動や当社グ

ループの与信低下、金利上昇等により、当社グループの資金調達の動向や業績に影響を与える可能性

があります。 

  

偶発債務につきましては、連結財務諸表注記(連結貸借対照表関係)及び財務諸表注記(貸借対照表

関係)に記載のとおり、取引に伴う偶発債務が発生する可能性があります。 

（１）債務保証 

単位(千円) 

 
    （２）保証業務に係る保証債務残高 

 

当社グループは、青果等の卸売、システム販売事業において対象となる顧客が小規模の企業が多く

売掛金が回収遅延、回収不能になる可能性があります。当社は顧客の分散、与信管理の強化、与信枠

の規定化など十分な与信管理を行い貸倒発生のリスク軽減に努めております。 

  

当社グループは、組織及び事業の再構築を行っており、優秀な人材の確保及び社員のモチベーシ

ョン向上が組織の活性化及び事業の再構築を加速させるために不可欠であると認識しております

が、当社グループの求める人材が充分に確保できない場合は、当社グループの業績に影響を与える

可能性があります。 

キ 資産の減損について

ク 資金調達について

ケ 偶発債務発生について

保証先 連結会計年度末 事業年度末 内容

㈱カメラネット 5,521 5,521 仕入債務

中小企業保証機構㈱ 27,342 27,342 リース債務

中小企業農業機構㈱ 2,400,000 － 借入債務

計 2,432,863 32,863

保証債務 288,208

債務保証損失引当金 △58,351

保証債務残高 229,856

② その他のリスクについて

ア 貸倒リスクについて

イ 組織体制について

１）人材の確保について
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当社グループは、第８期有価証券報告書を金融商品取引法の期限であります平成19年10月31日に

提出できず、平成19年11月27日に遅延提出となりました。当該事象は、当社グループの信用及び業

績に多大なる悪影響を及ぼしております。 

当社グループは、組織の見直し、規程の整備、内部統制の強化及び社員教育等を行い、法定開示

書類等の提出遅延の再発防止及び法令遵守の態勢の整備を行ってまいりますが、充分な整備及び強

化ができなかった場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  

顧客情報等の内部情報流出につきましては、近年多数の実例が発生し、企業の情報管理体制に対す

る見方も厳しさを増しております。当社グループにおきましても、顧客等に関する情報の取り扱いに

は充分に留意し、情報漏洩を防止するためのシステム作り、社内教育、資格の獲得等の組織的な活動

を強化しております。現在のところ顧客情報が漏洩した事例はありませんが、万一上記措置を講じた

にも拘らす顧客情報が漏洩した場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

「継続企業の前提に関する注記」において記載しておりますとおり、当社グループは継続企業の前

提に関する重要な疑義が下記のとおり生じております。 

 当社グループは、収益面において前連結会計年度3,516,823千円、当連結会計年度2,446,062千円の

当期純損失を計上しております。 

当該状況の解消を図るべく当社グループとして対策を講じてまいりますが、これらの対策が計画通

りに進捗しなかった場合は、予想していた収益が確保できない可能性があります。 

なお、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況のあるリスク詳細及び対応につきまし

ては、連結財務諸表注記、財務諸表注記の「継続企業の前提に関する注記」に記載のとおりでありま

す。 

  

当社グループは、アライアンス先に対してＢ２Ｂポータルサイトやサービス提供のためのサイトを

制作、販売いたしております。当該システムの制作過程においては第三者の産業財産権を侵害しない

よう細心の注意を払うと同時に、当社グループで制作したシステムに関する産業財産権についてはこ

れを当社グループにおいて留保できるよう契約書等に記載し、その保護に努めておりますが、将来的

に当社グループ事業に関連した産業財産権がどのように法的に保護または規制されるかは不透明な部

分があり、第三者が当社グループ制作のシステムと類似した特許権、意匠権等を取得した場合、当該

第三者との間で産業財産権をめぐる使用差し止めや損害賠償請求等の訴訟が提起される可能性があり

ます。 

  

２）開示体制について

ウ 顧客情報等の管理について

エ 継続企業の前提に関する注記について

オ 知的財産権について
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当社グループは、当社（中小企業投資機構株式会社）、連結４社（熊本青西九州青果株式会社、株式

会社ＳＥＩＳＨＩＮ、キーパーズ株式会社、西九州ハートフルサービス株式会社）及び持分法適用会社

１社（大同印岡山大同青果株式会社）により構成されております。 

なお、当連結会計年度におきまして、投資効率の観点から既存事業の見直しを行いアイティヴィジョ

ン株式会社、株式会社ウィンテグレータ、キューブプランニング株式会社及び株式会社カーフーの株式

譲渡を行い連結範囲の見直しを行っております。 

  

当連結会計年度における各事業の概況は、以下のとおりであります。 

当社子会社の熊青西九州青果株式会社は、熊本県を中心とする地方卸売市場を営んでおり安定的な

収益を確保しております。しかしながら青果卸売事業を取巻く環境は、市場法の改正、需要及び価格

の低迷など厳しい状況が予想され収益への不安定要素も多く存在しております。 

そのため当社といたしましては、当社グループの多様なリソースを 大限に活用し市場関係者（生産

者、仲買人、小売人等）にとってメリットのある市場を創ることにより、安定した収益の確保に努め

てまいります。また、新たな分野としてブランド米である「夢の華」の委託生産、販売及び肥料等の

生産資材の販売を積極的に行ない同事業の収益の確保及び拡大を目指してまいります。 

当社は中小規模専門店に対する総合支援構想である「ショップサポート」を事業の中心として「シ

ステム＆インベストメント」をキーワードに事業展開をしてまいりました。しかしながら、当該事業

は先行的に多額な資金が必要となる投資を伴うビジネスモデルであるため、当社の著しい信用の低下

や財務状況の悪化などの要因により、当該事業の展開が困難な状況となり、システム販売の主力商品

であった繁盛ネットＢ２Ｂシステム販売を縮小しております。それに伴いシステム販売事業の収益は

著しく悪化しております。 

キューブプランニング株式会社が営んでおります店舗企画・設計事業は、製菓・製パン店に特化し

た店舗の新築及び改装について積極的な営業展開を行うと共にそのノウハウや経験を生かして新たに

高速道路のサービスエリアなどに関連する分野への展開を強化してまいりました。 

キューブプランニング株式会社は、当社グループの既存事業の見直しにより、投資効率の観点から

当連結会計年度におきまして、株式譲渡を行い連結の範囲から除外しております。 

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

産管理事業は安定した売上高及び営業収益を計上しております。 

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

 中古車販売店向けＡＳＰ提供事業を営む株式会社カーフー及びシステムスタッフ請負派遣事業を営

むアイティヴィジョン株式会社は株式譲渡により連結子会社から除外しております。 

  

以上の事業の概要を図示すれば、次ページの「企業系統図」のとおりであります。 

2. 企業集団の状況

① 青果卸売事業

② システム販売事業

③ 店舗企画・設計事業

④ その他の事業

中小企業投資機構㈱（2318)平成21年７月期決算短信

-10-



［企業系統図］ 

  
 

  

  

中小企業投資機構㈱（2318)平成21年７月期決算短信

-11-



当社グループは、中小規模専門店に対する総合支援である「ショップサポート」の推進をその事業目

的とし、その実現のため中小規模専門店が属する業界毎にＢ２Ｂポータルサイト「繁盛ネット」を構築

し当該業界に精通したアライアンス企業と提携のうえ「ショップサポート」構想を推進してまいりまし

た。 

しかしながら、平成19年７月度の定時株主総会の延期、有価証券報告書を法定提出期限に提出できなか

った事などから、当社グループの経営環境及び財務内容等が急激に悪化いたしました。そのため、主力

事業であったシステム販売事業（システム＆インベストメント事業）及びそれに伴うアライアンス企業

への投資を縮小しております。 

当社グループは、青果卸売事業、不動産管理事業など安定的な収益を確保している事業へ集中すると共

に、新規事業としてコンサルティング事業、財務・業務支援事業、Ｍ＆Ａ関連事業及び融資保証事業へ

新たに事業進出しております。 

また、資本効率の観点から既存事業の見直しを行いアイティヴィジョン株式会社、株式会社ウィンテグ

レータ、キューブプランニング株式会社及び株式会社カーフーの株式譲渡を行い連結範囲の見直しを行

っております。 

  

当社グループは、継続的に損失を計上しており、当社グループの信用は著しく低下しております。こ

れを打開するためにグループ再編、財務体質の強化、経費の削減、新事業の構築などを行ってまいりま

す。また、保有する投資有価証券の流動化促進及び営業収益の安定化によるキャッシュ・フローの改

善、株式価値の向上の目処付けをしてまいります。 

  

当社グループが中長期的に達成すべき目標 

① 収益体質への転換 

② 収益の安定成長 

③ キャッシュ・フローの改善 

④ 株式価値の向上施策 

の４点を 重要事項として位置付け、これを実現する考えであります。 

収益体質への転換といたしまして下記の施策を行っております。 

1.青果卸売事業の積極的な展開による収益の向上を目指してまいります。 

a)平成１８年より事業展開を開始した米卸売事業（夢の華の種苗権を取得）における外食チェーン

への販売、アジア地区への販路拡大、種苗権を保有する「夢の華」のライセンス提供によるイン

センティブ収益の拡大展開等を積極的に行ってまいります。 

ｂ)青果卸売事業の展開は九州地区を中心に行っておりますが既存の産地からの集荷物以外に他の地

域からより多くの青果物の確保が今後の収益拡大に直結いたします。 

そのため他の地域市場との事業提携又は資本提携等を積極的に行い、集荷物の量的拡大を行うこ

とにより収益力の強化を図ってまいります。 

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
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2.新規事業への展開強化 

 当社の主要事業であったシステム販売事業の収益は当社の信用状況、資金調達などの悪化から

売上は著しく低下いたしました。当社は当該事業に変わる収益事業を確保するため様々な試みを

行っております。 

 具体的には、コンサルティング事業、財務・業務支援事業、Ｍ＆Ａ関連事業及び融資保証事業

を開始しております。しかしながら安定的な収益の確保及び事業拡大の目処付けなどは出来てお

らず損失を計上するに至っております。今後は当該事業の収益確保の目処付けを行うと共に新た

な収益事業の展開及びＭ＆Ａも視野に入れた収益確保も積極的に行ってまいります。 

  

①財務体質の健全化 

財務面におきましては、財務基盤の安定化を図るため、資本増強、投資先の企業価値の向上施策によ

る投資有価証券の売却推進、採算を重視した既存事業の見直しのほか、人件費及び地代家賃等の経費に

おいてもより一層の削減により財務体質の健全化を図ります。 

なお、当社グループは、継続企業の前提に関する重要な疑義が生じております。詳細の状況と解消策に

つきましては「継続企業の前提に関する注記」に記載のとおりであります。当社グループは財務体質の

健全化及び基盤強化を行い早急の黒字化を目指してまいります。 

②組織管理体制の強化 

当社グループは、収益の柱であったシステム販売事業において主力商品のＢ２Ｂシステム（繁盛ネッ

ト）の販売を縮小したことから営業収益が悪化しております。そのため、従来の商品に代わる新商品の

投入を行い収益改善に努めております。 

新商品の販売による収益の向上を図るため、組織を抜本的に見直し、営業体制の再構築を行い、少数精

鋭の組織体制を構築してまいります。また、開示態勢及び内部管理体制につきましても強化してまいり

ます。 

③当社グループの再編と集中と選択 

当社グループが営む事業のうち、アイティヴィジョン株式会社、株式会社ウィンテグレータ、キュー

ブプランニング株式会社及び株式会社カーフーの株式譲渡を行いグループ事業の見直しによる再編を行

ってまいりました。また、青果卸売事業及び不動産管理事業など安定的な収益が確保できる事業に人的

及び資金リソースを集中し収益の向上を目指します。 

また、当社グループの組織再編を推進し生産性を追求し収益体質を改善するため事業計画と連動した利

益数値目標に対する意識の向上と情報の共有を図ってまいります。 

  

  

(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７月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年７月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 ※2 437,442 ※2 759,305 

売掛金 357,090 261,551 

たな卸資産 90,205 － 

商品及び製品 － 58,201 

原材料及び貯蔵品 － 1,539 

短期貸付金 5,005 398 

未収入金 137,001 102,489 

その他 116,216 31,009 

貸倒引当金 △5,077 △2,037 

流動資産合計 1,137,883 1,212,457 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 869,372 888,593 

減価償却累計額 △485,063 △522,640 

建物及び構築物（純額） 384,308 365,953 

機械装置及び運搬具 306,981 309,560 

減価償却累計額 △230,266 △244,376 

機械装置及び運搬具（純額） 76,714 65,184 

工具、器具及び備品 130,114 78,330 

減価償却累計額 △102,581 △62,339 

工具、器具及び備品（純額） 27,533 15,991 

土地 2,888,019 2,888,019 

有形固定資産合計 ※2 3,376,575 ※2 3,335,147 

無形固定資産 

ソフトウエア 61,040 19,503 

ソフトウエア仮勘定 2,287 － 

その他 99,971 89,825 

無形固定資産合計 163,298 109,329 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※1, ※2 6,859,583 ※1, ※2 7,762,604 

長期貸付金 6,507 1,849 

差入保証金 149,666 68,628 

破産更生債権等 173,249 176,398 

その他 36,789 22,299 

貸倒引当金 △165,467 △175,365 

投資損失引当金 △1,006,487 △2,690,585 

投資その他の資産合計 6,053,841 5,165,828 

固定資産合計 9,593,716 8,610,305 

資産合計 10,731,600 9,822,763 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年７月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年７月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 259,450 124,336 

短期借入金 ※2 2,280,318 ※2 4,122,620 

1年内返済予定の長期借入金 ※2 841,272 ※2 339,404 

1年内償還予定の社債 8,000 － 

未払金 321,571 173,506 

未払法人税等 39,428 29,424 

預り金 1,393,519 396,781 

賞与引当金 － 9,186 

債務保証損失引当金 － 58,351 

その他 323,658 62,320 

流動負債合計 5,467,220 5,315,931 

固定負債 

社債 16,000 － 

長期借入金 ※2 1,734,052 ※2 1,050,531 

長期預り金 － 137,044 

繰延税金負債 586,193 882,094 

退職給付引当金 59,903 61,420 

役員退職慰労引当金 400 2,800 

その他 138,903 － 

固定負債合計 2,535,452 2,133,891 

負債合計 8,002,672 7,449,822 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,899,422 6,389,147 

資本剰余金 2,827,005 3,316,730 

利益剰余金 △6,225,108 △8,659,737 

自己株式 △13,419 △13,372 

株主資本合計 2,487,900 1,032,767 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △18,885 405,328 

評価・換算差額等合計 △18,885 405,328 

新株予約権 102,020 － 

少数株主持分 157,892 934,844 

純資産合計 2,728,927 2,372,940 

負債純資産合計 10,731,600 9,822,763 
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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８月１日 
至 平成20年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日) 

売上高 15,872,280 14,687,174 

売上原価 14,242,794 13,389,760 

売上総利益 1,629,485 1,297,414 

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 2,464,468 ※1, ※2 1,769,974 

営業損失（△） △834,983 △472,559 

営業外収益 

受取利息 2,832 6,419 

受取配当金 81 1,060 

持分法による投資利益 － 524 

雑収入 － 28,576 

その他 92,978 3,777 

営業外収益合計 95,891 40,357 

営業外費用 

支払利息 251,328 251,890 

株式交付費 14,420 7,076 

持分法による投資損失 488 881 

その他 117,350 24,461 

営業外費用合計 383,587 284,310 

経常損失（△） △1,122,679 △716,512 

特別利益 

投資有価証券売却益 49,584 31,878 

関係会社株式売却益 － 707,036 

債務免除益 － 1,145,124 

その他 3,480 268,086 

特別利益合計 53,065 2,152,125 

特別損失 

固定資産処分損 ※3 57,987 ※3 6,773 

投資有価証券売却損 146,996 857,429 

投資有価証券評価損 1,448,255 1,291,996 

投資損失引当金繰入額 404,647 1,687,277 

貸倒損失 138,253 3,147 

貸倒引当金繰入額 6,294 － 

その他 193,651 868 

特別損失合計 2,396,086 3,847,493 

税金等調整前当期純損失（△） △3,465,700 △2,411,879 

法人税、住民税及び事業税 45,742 36,978 

法人税等合計 45,742 36,978 

少数株主利益 5,380 △2,795 

当期純損失（△） △3,516,823 △2,446,062 
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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８月１日 
至 平成20年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 5,286,206 5,899,422 

当期変動額 

新株の発行 613,216 489,725 

当期変動額合計 613,216 489,725 

当期末残高 5,899,422 6,389,147 

資本剰余金 

前期末残高 2,225,045 2,827,005 

当期変動額 

新株の発行 601,960 489,725 

当期変動額合計 601,960 489,725 

当期末残高 2,827,005 3,316,730 

利益剰余金 

前期末残高 △2,992,615 △6,225,108 

当期変動額 

連結範囲の変動 284,330 11,434 

当期純損失（△） △3,516,823 △2,446,062 

当期変動額合計 △3,232,492 △2,434,628 

当期末残高 △6,225,108 △8,659,737 

自己株式 

前期末残高 △13,360 △13,419 

当期変動額 

自己株式の取得 △59 △1 

自己株式の処分 － 47 

当期変動額合計 △59 46 

当期末残高 △13,419 △13,372 

株主資本合計 

前期末残高 4,505,275 2,487,900 

当期変動額 

新株の発行 1,215,176 979,450 

連結範囲の変動 284,330 11,434 

当期純損失（△） △3,516,823 △2,446,062 

自己株式の取得 △59 △1 

自己株式の処分 － 47 

当期変動額合計 △2,017,375 △1,455,132 

当期末残高 2,487,900 1,032,767 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年８月１日 
至 平成21年７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 333 △18,885 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△19,218 424,213 

当期変動額合計 △19,218 424,213 

当期末残高 △18,885 405,328 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 333 △18,885 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△19,218 424,213 

当期変動額合計 △19,218 424,213 

当期末残高 △18,885 405,328 

新株予約権 

前期末残高 － 102,020 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 102,020 △102,020 

当期変動額合計 102,020 △102,020 

当期末残高 102,020 － 

少数株主持分 

前期末残高 152,539 157,892 

当期変動額 

連結子会社株式の売却による持分の増減 779,747 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,352 △2,795 

当期変動額合計 5,352 776,951 

当期末残高 157,892 934,844 

純資産合計 

前期末残高 4,658,148 2,728,927 

当期変動額 

新株の発行 1,215,176 979,450 

連結範囲の変動 284,330 11,434 

当期純損失（△） △3,516,823 △2,446,062 

自己株式の取得 △59 △1 

自己株式の処分 － 47 

連結子会社株式の売却による持分の増減 － 779,747 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 88,154 319,398 

当期変動額合計 △1,929,221 △355,986 

当期末残高 2,728,927 2,372,940 
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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８月１日 
至 平成20年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年８月１日 
至 平成21年７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利益 △3,465,700 △2,411,879 

減価償却費 257,572 94,737 

株式交付費 14,420 7,076 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △164,308 23,409 

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） － 58,351 

賞与引当金の増減額（△は減少） 863 △1,097 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,442 1,517 

投資損失引当金の増減額（△は減少） 404,647 1,684,098 

受取利息及び受取配当金 △2,913 △7,479 

支払利息 251,328 251,890 

持分法による投資損益（△は益） 488 357 

関係会社株式売却損益（△は益） － △707,036 

投資有価証券売却損益（△は益） 97,411 825,551 

固定資産処分損益（△は益） 57,987 6,773 

投資有価証券評価損益（△は益） 1,448,255 1,292,296 

債務免除益 － △1,145,124 

新株予約権戻入益 － △49,320 

売上債権の増減額（△は増加） 832,714 △46,919 

たな卸資産の増減額（△は増加） 48,887 27,738 

仕入債務の増減額（△は減少） △19,737 △39,897 

その他 △529,404 86,255 

小計 △774,929 △48,700 

利息及び配当金の受取額 2,916 7,679 

利息の支払額 △244,280 △256,798 

法人税等の支払額 △53,238 △46,032 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,069,531 △343,851 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △14,500 △83,000 

定期預金の払戻による収入 996,234 － 

短期貸付金の増減額（△は増加） 1,314 1,250 

長期貸付けによる支出 △1,200 － 

長期貸付金の回収による収入 6,714 3,455 

有形固定資産の取得による支出 △18,373 △15,931 

無形固定資産の取得による支出 △85,516 △6,107 

有形固定資産の売却による収入 227 366 

投資有価証券の取得による支出 △794,580 △3,305,780 

投資有価証券の売却による収入 315,685 926,843 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入 

－ 24,379 

関係会社株式の取得による支出 － △7,000 

子会社株式の取得による支出 △300 △300 

子会社株式の売却による収入 － 1,400,000 

その他 △27,141 △30,487 

投資活動によるキャッシュ・フロー 378,563 △1,092,312 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） △799,891 2,539,301 

長期借入れによる収入 117,000 305,000 

長期借入金の返済による支出 △705,238 △1,474,139 

社債の発行による収入 200,000 － 

社債の償還による支出 △370,500 △8,000 

株式の発行による収入 570,277 312,923 

新株予約権の発行による収入 120,000 － 

新株予約権者からの新株包括行使による預り金 1,380,000 － 

自己株式の取得による支出 △59 △1 

配当金の支払額 △213 △56 

財務活動によるキャッシュ・フロー 511,375 1,675,027 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △179,591 238,863 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
（△は減少） 

△7,998 － 

現金及び現金同等物の期首残高 610,531 422,942 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 422,942 ※1 661,805 
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(5)【継続企業の前提に関する注記】

前連結会計年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

 当社グループは、当連結会計年度3,516百万円の大幅

な当期純損失を計上しております。また、当連結会計年

度の連結キャッシュ・フロー計算書における営業活動に

よるキャッシュ・フローも1,069百万円と大幅なマイナ

スとなっており、金融機関からの借入返済につきまして

も、当初借入時の約定どおりの返済をおこなっておら

ず、金融機関からの新たな資金調達は困難な状況となっ

ております。 

 当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しております。 

 連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消

すべく以下の施策を行っております。 

 財務面につきまして当社グループは、前連結会計年度

の有価証券報告書において、後発事象「第三者割当増資

及び新株予約権の失権及びその後の状況」について記載

しておりましたが、当該事項に関連して、以下の取引を

実行しております。

 当社グループは、平成17年度７月期以降連続して当期

純損失を計上しております。当連結会計年度におきまし

ても472,559千円の営業損失、2,446,062千円の当期純損

失を計上し、営業キャッシュ・フローは343,851千円の

マイナスとなりました。 

 当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しております。 

 連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消

すべく以下の施策を行っております。 

 財務面につきまして当社グループは、以下の取引を実

行しております。

①特殊当座借越契約 

  契約日  平成21年２月26日 

 借入枠  2,400百万円 

 契約期間 平成22年２月26日 

 借入利率 ５％ 

 借入先  日本振興銀行株式会社 

 資金目的 事業資金に係る資金調達の流動性・安全 

           性を高め、資金効率の向上及び財務 

            体質の強化のため

 ①金銭消費貸借契約の締結 

  融資実行日 平成19年11月19日 

  借入先   ＣＣＳ株式会社 

  融資期間  自 平成19年11月19日 

        至 平成20年11月30日 

  借入金額  500百万円

②極度借入基本契約 

 契約日  平成21年５月７日 

 借入枠  300百万円 

 契約期間 平成22年５月６日 

 借入利率 ５％ 

 借入先  中小企業保証機構株式会社

 ②第三者割当による第7回乃至第16回修正条項付新株

予約権及び第17回新株予約権の発行

 当連結会計年度における当該新株予約権の発行及び包

括行使請求による払込による資金調達の総額2,080百万

円、当該新株予約権未行使による今後の調達予定額は

1,340百万円となっております。

 さらに、金融機関に対する返済計画についても継続交

渉を進めており、新たな資金調達計画に基づく金銭消費

貸借契約の締結も進めております。

 これにより、すべての金融機関と新たな金銭消費貸借

契約の締結を行うべく努力しております。

 また、当社は、平成20年10月７日開催の取締役会決議

に基づき、以下のコミットメントライン契約を締結致し

ました。

 契約日    平成20年10月８日

 借入枠      1,900,000千円

 契約期間   平成20年10月８日より、

        平成21年９月30日まで

 借入利率   9.0％

 借入先    中小企業保証機構株式会社

 コミットメントラインフィー    1.0％

③債務免除の申出による債務免除の実施 

 （債務免除実施額合計1,145百万円）

・債務免除日  平成20年11月10日 555百万円 

        平成21年１月20日 590百万円 

・債務免除金額 750百万円（当社第13回新株予約権 

        の包括行使請求に係わる既払込額） 

        23百万円（第11回乃至第13回新株予 

              約権の買入消却費用） 

 債務免除先  ミレニアムストーン投資事業有限責 

              任組合

・債務免除額  371百万円（貸付債権） 

 債務免除先  ＣＣＳ株式会社

④金融機関からの借入金のうち、当初借入時の約定ど 

 おりに返済を行っていなかった借入金は一括返済を 

 しております。これにより、すべての金融機関にお 

 いて期限の利益を喪失した金銭消費貸借契約は解消 

 しております。

 営業面におきましては、Ｍ＆Ａ関連業務、財務・業務

支援及びコンサルティング事業を開始し、収益の向上に

努めております。また、事業縮小に伴い本社の移転等に

よる地代家賃等の経費においてもより一層の削減により

財務体質の健全化を図ってまいります。
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前連結会計年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

 営業面におきましては、新商品の投入を実施し、収益

の向上に努めております。 

 また、事業縮小に伴い希望退職を実施したことによる

人件費削減及び本社の移転等による地代家賃等の経費に

おいてもより一層の削減により財務体質の健全化を図っ

てまいります。 

 財務体質の健全化及び運転資金等の確保のため、当社

の事業展開の進捗状況と合わせて複数の事業会社との業

務及び資本提携も視野に入れて交渉を開始しておりま

す。 

 連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されてお

り、上記のような重要な疑義の影響を連結財務諸表には

反映しておりません。

 財務体質の健全化及び運転資金等の確保のため、ま

た、当社の新たな事業展開として中小企業振興ネットワ

ーク（中小企業ＩＴ支援機構株式会社、中小企業管理機

構株式会社、中小企業債権回収機構株式会社、中小企業

支援機構株式会社、中小企業信用機構株式会社、中小企

業人材機構株式会社、中小企業保証機構株式会社、中小

企業信販機構株式会社及び日本振興銀行株式会社）との

業務及び資本提携を開始しております。しかし、今後の

経済動向によっては、直ちに業績を回復することに不透

明性があるため、現時点では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。

 連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されてお

り、上記のような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。
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(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８月１日
至 平成20年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数   ６社 

  キューブプランニング㈱ 

  ㈱カーフー 

  熊青西九州青果㈱ 

  ㈱星辰 

  キーパーズ㈱ 

  ビービーネットＩＴスタッフ㈱

(1) 連結子会社の数   ４社 

  熊青西九州青果㈱ 

  ㈱ＳＥＩＳＨＩＮ 

  キーパーズ㈱ 

  西九州ハートフルサービス㈱

 ビービーネットファイナンス㈱は

持分比率の低下により平成19年８月

１日付で連結の範囲から除外してお

ります。なお、同社は平成19年８月

30日付で中小企業保証機構㈱に商号

変更しております。 

 前連結会計年度において連結子会

社でありました㈱ジェイ・ポップ・

カフェ・インターナショナル及び㈱

ウィンテグレータは、重要性がなく

なったため平成20年７月31日付で連

結の範囲から除いております。

 アイティヴィション㈱は平成21年

12月12日で、㈱カーフーは平成21年

６月15日、キューブプランニング㈱

は平成21年６月15日で株式譲渡した

ことにより、連結の範囲から除外し

ております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

  ㈱ジェイ・ポップ・カフェ・イン

ターナショナル

  ㈱ウィンテグレータ

(2) 主要な非連結子会社の名称等

  ㈱ジェイ・ポップ・カフェ・イン

ターナショナル

  (範囲から除いた理由)

   非連結子会社２社は小規模会社

であり、合計の総資産、売上高、

当期純損益(持分に見合う額)及び

利益剰余金(持分に見合う額)等は

連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないためであります。

  (範囲から除いた理由) 

 非連結子会社は小規模会社であ

り、合計の総資産、売上高、当期

純損益(持分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)等は連結

財務諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。

㈱ウィンテグレータは平成21年１
月30日で株式譲渡したことにより、
非連結子会社でなくなりました。

２ 持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法適用の関連会社数  １社 

  ㈱カーフーコンサルティング

(1) 持分法適用の関連会社数  １社 

  大同印岡山大同青果㈱

㈱カーフーコンサルティングは平
成21年６月15日に持分比率の低下に
より、持分法適用の範囲から除外し
ております。

(2) 持分法非適用の非連結子会社の名

称

  ㈱ジェイ・ポップ・カフェ・イン

ターナショナル

  ㈱ウィンテグレータ

(2) 持分法非適用の非連結子会社の名

称

  ㈱ジェイ・ポップ・カフェ・イン

ターナショナル

  (範囲から除いた理由)

   非連結子会社２社は小規模会社

であり、合計の総資産、売上高、

当期純損益(持分に見合う額)及び

利益剰余金(持分に見合う額)等は

連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないため、持分法を適用せ

ず原価法によっております。

  (範囲から除いた理由)

   非連結子会社は小規模会社であ

り、合計の総資産、売上高、当期

純損益(持分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)等は連結

財務諸表に重要な影響を及ぼして

いないため、持分法を適用せず原

価法によっております。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

 

  

 

 

(3) 持分法非適用の関連会社

  該当事項はありません。

  ㈱ウィンテグレータは平成21年１

月30日で株式譲渡したことにより、

持分法非適用の非連結子会社でなく

なりました。

(3) 持分法非適用の関連会社

  該当事項はありません。

(4) 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。ただし、連結

決算日までの期間に発生した重要な

取引については、必要な調整を行っ

ております。

(4) 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。ただし、連結

決算日までの期間に発生した重要な

取引については、必要な調整を行っ

ております。

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 キューブプランニング㈱及びキーパ

ーズ㈱の決算日は、６月30日でありま

す。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、

連結決算日との差異が３ヶ月を超える

㈱星辰、㈱カーフー及び熊青西九州青

果㈱については７月末日で仮決算を行

い、その他の連結子会社は決算日現在

の財務諸表を使用しております。ただ

し、連結決算日までの期間に発生した

重要な取引については、連結上必要な

調整を行っております。

 キーパーズ㈱の決算日は、６月30日

であります。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、

連結決算日との差異が３ヶ月を超える

㈱ＳＥＩＳＨＩＮ及び熊青西九州青果

㈱については７月末日で仮決算を行

い、その他の連結子会社は決算日現在

の財務諸表を使用しております。ただ

し、連結決算日までの期間に発生した

重要な取引については、連結上必要な

調整を行っております。

４ 会計処理基準に関する事

項

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

① 有価証券

  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

移動平均法により算定)を採用し

ております。

① 有価証券

  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

  時価のないもの

同左

② たな卸資産

 
  
 

  商品・原材料……移動平均法によ

る原価法

  製品………………総平均法による

原価法

  仕掛品……………個別法による原

価法

  貯蔵品…………… 終仕入原価法

  未成工事支出金…個別法による原

価法

② たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げ方法）によっておりま
す。

 商品・原材料……移動平均法 

 

 製品………………総平均法 

 

 仕掛品……………個別法 

 

 貯蔵品…………… 終仕入原価法

       ―――
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

（会計方針の変更） 

 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日公表分）を

適用しております。これによる損益に

与える影響額はありません。

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

① 有形固定資産

  定率法を採用しております。

  主な耐用年数は、以下のとおりで

あります。

① 有形固定資産 

 （リース資産を除く）

同左

  建物及び構築物   ８年～50年

  機械装置         13年

  工具器具備品    ２年～19年

同左 

機械装置       ９～13年 

工具器具備品    ３年～15年

 (追加情報) 

 法人税法の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の５％

に到達した連結会計年度の翌連結会計

年度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均等

償却し、減価償却費に含めておりま

す。その損益に与える影響額は軽微で

あります。

② 無形固定資産

  ソフトウェア

  (市場販売目的のソフトウェア)

   見込有効期間(３年間)における

販売見込数量を基準とした償却額

と残存有効期間に基づく均等配分

額とを比較し、いずれか大きい額

を償却しております。

② 無形固定資産 

（リース資産を除く）

  ソフトウェア

同左

  
 
 

  (自社利用目的のソフトウェア)

   見込利用可能期間(５年)に基づ

く定額法によっております。

③      ―――

 

  

 

③ 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

格を零とする定額法を採用しており

ます。なお、リース取引開始日が平

成20年７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。

④ 長期前払費用

  均等償却しております。

④ 長期前払費用

同左

 (3) 繰延資産の処理方法 株式交付費

 支出時に全額費用として処理してお

ります。

株式交付費

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

 (4) 重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金

  売上債権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。

① 貸倒引当金

同左

② 投資損失引当金

  当社グループは、システム等の販

売先企業に対して、一定額の投資を

行うことを基本方針としており、こ

れら時価のない株式の実質価額の下

落による損失に備えるため、原則と

して投資後１年を経過しているもの

については、投資先の財政状態等を

勘案した一定の基準を適用して算出

された損失負担見込額を計上してお

ります。当連結会計年度末におい

て、システム等の販売先企業261社

(連結子会社または持分法適用の関

連 会 社 を 除 く ) に 対 し て 合 計

6,689,935千円の投資を行っており

ますが、このうち66社に関しては、

当連結会計年度末において、投資損

失引当金1,006,487千円を計上して

おります。

  なお、当連結会計年度末において

投資後１年を経過していない32社

(当連結会計年度末投資残高764,055

千円)については、投資損失引当金

の設定対象には含まれておりませ

ん。

③      ―――

② 投資損失引当金

  当社グループは、システム等の販

売先企業に対して、一定額の投資を

行うことを基本方針としており、こ

れら時価のない株式の実質価額の下

落による損失に備えるため、原則と

して投資後１年を経過しているもの

については、投資先の財政状態等を

勘案した一定の基準を適用して算出

された損失負担見込額を計上してお

ります。当連結会計年度末におい

て、システム等の販売先企業182社

(連結子会社または持分法適用の関

連 会 社 を 除 く ) に 対 し て 合 計

3,998,016千円の投資を行っており

ますが、このうち114社に関して

は、当連結会計年度末において、投

資損失引当金 2,690,585千円を計

上しております。

  

  

 

  

 

 

③ 債務保証損失引当金
債務保証の履行による損失に備え

るため、連結会計年度末における損
失見込額を計上しております。

④ 退職給付引当金

  子会社の熊青西九州青果㈱におい

て、従業員の退職給与に備えるた

め、退職給付会計に関する実務指針

(会計制度委員会報告第13号)に定め

る簡便法に基づき、退職金規程によ

る当連結会計年度末自己都合要支給

額を計上しております。

④ 退職給付引当金

同左

⑤ 役員退職慰労引当金

  子会社の熊青西九州青果㈱におい

ては、役員の退職慰労金支出に備え

るため、役員退職金規程に基づく期

末要支給額を計上しております。

⑤ 役員退職慰労引当金

同左

⑥ 賞与引当金

  子会社の熊青西九州青果㈱におい

ては、従業員の賞与の支給に備える

ため、当連結会計年度に負担すべき

支給見込額を計上しております。

⑥ 賞与引当金

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

 (5) 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。

       ―――

 (6) 重要なヘッジ会計の方

法

① ヘッジ会計の方法

  実施しているデリバティブ取引

は、特例処理の要件を満たした金利

スワップ取引のみであるため、特例

処理を採用しております。

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 金利スワップ

ヘッジ対象 変動金利建ての 

借入金  

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 同左

ヘッジ対象 同左

③ ヘッジ方針

  金利変動リスクを回避するために

デリバティブ取引を利用することを

基本方針としております。

③ ヘッジ方針

同左

④ ヘッジ有効性評価の方法

  金利スワップ取引については、事

前に特例処理の条件に合致している

ことを確認しているため、事後の有

効性の評価を省略しております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

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。

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 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 手元現金、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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(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】

前連結会計年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

――― （リース取引に関する会計基準）

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業

会計基準第13号 平成19年３月30日)及び「リース取引

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第16号 平成19年３月30日)を当連結会計期間より適用

し、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

スについては、通常の売買取引に係る会計処理によって

おります。 

 なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続

き採用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

(連結貸借対照表) 

 前連結会計年度まで流動資産の「その他資産」に含め

て表示しておりました「未収入金」は、当連結会計年度

において、資産の総額の100分の１を超えたため区分掲

載しました。なお、前連結会計年度末の「未収入金」は

51,072千円であります。 

 前連結会計年度まで流動負債の「その他負債」に含め

て表示しておりました「預り金」は、当連結会計年度に

おいて、負債及び純資産の合計額の100分の１を超えた

ため区分掲載しました。なお、前連結会計年度末の「預

り金」は27,759千円であります。

（連結貸借対照表）

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改訂する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに従い、連結会計年度

において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から、「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、

前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び

製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ

67,671千円、2,882千円、19,651千円であります。 

 

（連結損益計算書）

 前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて

表示しておりました「雑収入」は、営業外収益の総額の

100分の10をこえたため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度における「雑収入」の金額は

87,392千円であります。
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(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７月31日)

当連結会計年度 
(平成21年７月31日)

※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 1,199千円

※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 6,118千円

 

※２ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 294,031千円

土地 2,888,019千円

投資有価証券 1,830,982千円

 合計 5,013,033千円

 

※２ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は次のとおりであります。

現金及び預金 50,000千円

建物 294,031千円

土地

投資有価証券

2,888,019千円

2,945,698千円

関係会社株式 1,217,482千円

 合計 7,395,231千円

なお、上記親会社が保有する関係会社株式は連
結手続き上消去されております。

   担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 1,453,284千円

一年内返済予定の長期借入金 342,776千円

長期借入金 1,488,610千円

 合計 3,284,670千円

   担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 3,922,620千円

一年内返済予定の長期借入金 168,204千円

長期借入金 936,627千円

 合計 5,027,451千円

 ３ 偶発債務  ３ 偶発債務

  (1) 保証予約

保証先 金額(千円) 内容

㈱クラブネッツ 37 リース債務

㈱カメラネット 10,968 仕入債務

中小企業保証機構㈱ 39,785 リース債務

中小企業保証機構㈱ 4,408,611 債務保証

 計 4,459,403
 

  (1) 債務保証

保証先 金額(千円) 内容

㈱カメラネット 5,521 仕入債務

中小企業保証機構㈱ 27,342 リース債務

中小企業農業機構㈱ 2,400,000 借入債務

 計 2,432,863

 

  (2)保証業務に係る保証債務残高

保証債務 288,208千円

債務保証損失引当金 △58,351千円

 保証債務残高 229,856千円

  

 

 ４ 当社グループは運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行４行と当座貸越契約を締結しておりま

す。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入

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

1,010,000千円

借入実行残高 1,010,000千円

差引額借入未実行残高 ―千円

 ４ 当社グループは運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行６行及び中小企業保証機構株式会社と当

座貸越契約を締結しております。これらの契約に基

づく当連結会計年度末の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

7,060,000千円

借入実行残高 4,022,620千円

差引額借入未実行残高 3,037,380千円
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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８月１日
至 平成20年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７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。

給料手当 803,058千円

賃借料 135,208千円

販売手数料 268,729千円

減価償却費 91,680千円

 

※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。

給料手当 482,455千円

減価償却費 34,856千円

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、ありません。

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、ありません。

※３ 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 32,658千円

工具器具備品 9,032千円

ソフトウェア 16,295千円

 固定資産除却損 計 57,987千円
 

※３ 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

工具器具備品 491千円

ソフトウェア 6,282千円

 固定資産処分損 計 6,773千円
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前連結会計年度(自 平成19年８月１日 至 平成20年７月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) １ 普通株式の発行済株式総数の増加1,526,271株は、新株予約権行使に伴う増加1,210,926株、第三者割当増資

による増加282,761株、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加32,584株であります。

発行済株式総数の増加1,526,271株の内、280,611株は現物出資によるものであります。 

２ 普通株式の自己株式の株式数の増加45.83株は、端株株式の買取による増加であります。 

  

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 
(注) １ 第７回乃至第16回修正条項付新株予約権及び第17回修正条項付新株予約権の当連結会計年度増加のうち、

2,131,783株は新株予約権の発行によるもの、3,670,555株は行使価額の修正に伴い新株予約権の目的となる

株式の数が調整されたものであります。 

２ 第７回乃至第16回修正条項付新株予約権及び第17回修正条項付新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予

約権の行使によるものであります。 

３ 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。 

  

３ 配当に関する事項 

該当すべき事項はありません。 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度末 
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

 普通株式(注１) 670,124.66 1,526,271 ― 2,196,395.66

合計 670,124.66 1,526,271 ― 2,196,395.66

自己株式

 普通株式(注２) 393.92 45.83 ― 439.75

合計 393.92 45.83 ― 439.75

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

第三者割当による
第７回乃至第16回
修正条項付新株予
約権及び第17回修
正条項付新株予約
権

普通株式 ― 5,802,338 1,210,926 4,591,412 102,020
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当連結会計年度(自 平成20年８月１日 至 平成21年７月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) １ 普通株式の発行済株式総数の増加5,599,061株は、新株予約権行使に伴う増加であります。 

２ 普通株式の減少0.66株及び自己株式の株式数の減少0.44株は、平成21年１月５日に施行されました「株式等

の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律の一部を訂正する法律」により端株制度

が廃止されることにあたり、当社が平成20年10月30日付で端株処分を行ったことによる減少であります。 

３ 普通株式の自己株式の株式数の増加は、端株株式の買取による増加であります。 

  

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 
(注) １ 第７回乃至第16回修正条項付新株予約権及び第17回修正条項付新株予約権の当連結会計年度増加10,869,013

株は行使価額の修正に伴い新株予約権の目的となる株式の数が調整されたものであります。 

２ 第７回乃至第16回修正条項付新株予約権及び第17回修正条項付新株予約権の当連結会計年度減少15,460,425

株は、新株予約権の行使による5,599,061株の減少及び新株予約権の消却による9,861,364株の減少でありま

す。 

  

３ 配当に関する事項 

該当すべき事項はありません。 

  

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

 普通株式(注１) 2,196,395.66 5,599,061 0.66 7,795,456

合計 2,196,395.66 5,599,061 0.66 7,795,456

自己株式

 普通株式(注２) 439.75 5.69 0.44 445

合計 439.75 5.69 0.44 445

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

第三者割当による
第７回乃至第16回
修正条項付新株予
約権及び第17回修
正条項付新株予約
権

普通株式 4,591,412 10,869,013 15,460,425 － －
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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８月１日
至 平成20年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７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

(千円)

現金及び預金勘定 437,442

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △14,500

現金及び現金同等物 422,942

※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

(千円)

現金及び預金勘定 759,305

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △97,500

現金及び現金同等物 661,805

 ２ 重要な非資金取引の内容

(千円)

転換社債型新株予約権付社債の 
権利行使による資本金増加額

209,821

転換社債型新株予約権付社債の 
権利行使による資本準備金増加額

202,679

現物出資による借入金の減少及び 
資本金増加額

102,040

現物出資による借入金の減少及び 
資本準備金増加額

97,958

 ２ 重要な非資金取引の内容

        ―――
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前連結会計年度(自 平成19年８月１日 至 平成20年７月31日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分に属する主要な商品、製品、役務 

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

店舗企画・設計事業………………店舗内装及び新築 

青果卸売事業………………………青果及び果実を扱う地方卸売場の運営 

その他の事業………………………業態紹介斡旋事業、ＡＳＰ提供事業、 

               システムスタッフ請負派遣事業等 

３ 前期まで開示しておりましたショップオペレーション事業及び菓子製造・販売事業につきましては運営事業

の売却を行いました。また、食材流通事業につきましては事業を廃止しております。 

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、946,168千円であり、その主なものは当社で

の余運用資金(現預金及び有価証券)及び管理部門に係る資産であります。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

システム 
販売事業 
(千円)

店舗企画・
設計事業 
(千円)

青果卸売事業
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業利益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

710,810 274,874 14,304,433 582,162 15,872,280 ― 15,872,280

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

3,109 5,700 11,316 91,030 111,156 (111,156) ―

計 713,919 280,574 14,315,749 673,193 15,983,437 (111,156) 15,872,280

  営業費用 1,700,220 280,938 14,202,435 647,995 16,831,590 (124,326) 16,707,263

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△986,300 △364 113,314 25,198 △848,153 13,169 △834,983

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資産 5,495,277 80,745 4,501,118 187,329 10,264,470 467,129 10,731,600

  減価償却費 48,592 498 74,725 35,761 159,578 97,994 257,572

  資本的支出 20,964 500 53,798 7,840 83,102 20,787 103,890
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当連結会計年度(自 平成20年８月１日 至 平成21年７月31日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分に属する主要な商品、製品、役務 

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

店舗企画・設計事業………………店舗内装及び新築 

青果卸売事業………………………青果及び果実を扱う地方卸売場の運営 

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

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

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、4,558,958千円であり、その主なものは当社

での余運用資金(現預金及び有価証券)及び管理部門に係る資産であります。 

  

システム 
販売事業 
(千円)

店舗企画・
設計事業 
(千円)

青果卸売事業
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業利益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

92,697 80,547 14,159,615 354,313 14,687,174 － 14,687,174

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

426 817 － 7,510 8,753 (8,753) －

計 93,123 81,364 14,159,615 361,823 14,695,927 (8,753) 14,687,174

  営業費用 484,089 108,729 14,113,225 471,614 15,177,659 (17,925) 15,159,734

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△390,965 △27,364 46,389 △109,791 △481,731 9,171 △472,559

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資産 1,327,130 － 3,917,336 312,543 5,557,010 4,265,752 9,822,763

  減価償却費 100 392 65,786 19,480 85,759 8,977 94,737

  資本的支出 － － 5,577 9,281 14,858 9,086 23,944
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前連結会計年度(自 平成19年８月１日 至 平成20年７月31日) 

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

計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。 

  

当連結会計年度(自 平成20年８月１日 至 平成21年７月31日) 

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

計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。 

  

前連結会計年度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。 

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 

  

 
  

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８月１日 至 平成20年７月31日) 

  

 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 
  

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

  

 
  

(有価証券関係)

前連結会計年度末(平成20年７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 ― ― ―

(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 65,492 46,547 △18,945

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 65,492 46,547 △18,945

合計 65,492 46,547 △18,945

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

315,685 49,584 146,996

連結貸借対照表計上額(千円)

(1) その他有価証券

  非上場株式 6,717,886

(2) 満期保有目的の債券

  非上場内国債券 89,950

(3) その他 4,000

１年以内 
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超
(千円)

１ 債券

 (1) 社債 64,950 25,000 ― ―
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１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

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８月１日 至 平成21年７月31日) 

  

 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 
  

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

  

 
  

当連結会計年度末(平成21年７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 1,795,784 2,522,994 727,209

(2) 債券 － － －

(3) その他 － － －

小計 1,795,784 2,522,994 727,209

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 104,797 78,794 △26,003

(2) 債券 － － －

(3) その他 － － －

小計 104,797 78,794 △26,003

合計 1,900,582 2,601,788 701,206

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

926,843 31,878 857,429

連結貸借対照表計上額(千円)

(1) その他有価証券

  非上場株式 4,576,359

(2) 満期保有目的の債券

  非上場内国債券 25,000

(3) その他 553,338

１年以内 
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超
(千円)

１ 債券

 (1) 社債 － 25,000 － －
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(注) １株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

  

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

 
１株当たり純資産額 1,124円35銭 １株当たり純資産額 184円49銭

 
１株当たり当期純損失金額 3,095円98銭 １株当たり当期純損失金額 372円68銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

前連結会計年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当期純損失(△)(千円) △3,516,823 △2,446,062

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) △3,516,823 △2,446,062

期中平均株式数(株) 1,135,932.30 6,563,510.86

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８回乃至第16回新株予約権 

(新株予約権の数 179個)及び

第17回新株予約権(新株予約権

の数 30個)。 

 なお、新株予約権の概要は

「第４提出会社の状況、１株式

等の状況、(2) 新株予約権等の

状況」に記載のとおりでありま

す。

      ―――
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(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

 

 

 

 

(新株予約権の行使による新株式の発行)

 平成19年12月３日開催の取締役会決議に基づき付与し

た第８、９、10、11回修正条項付新株予約権について、

以下のとおり権利行使が行われました。

 第８回新株予約権

①行使日 平成20年８月７日

②行使価格 421.9円

③増加した株式の種類及び数

  普通株式 47,404株

④増加した資本金 10,310千円

⑤増加した資本準備金 10,310千円

 第９回新株予約権

①行使日 平成20年８月７日

②行使価格 421.9円

③増加した株式の種類及び数

  普通株式 497,748株

④増加した資本金 108,255千円

⑤増加した資本準備金 108,255千円

 第９回新株予約権

①行使日 平成20年８月11日

②行使価格 367.5円

③増加した株式の種類及び数

  普通株式 244,897株

④増加した資本金 46,395千円

⑤増加した資本準備金 46,395千円

 第10回新株予約権

①行使日 平成20年８月11日

②行使価格 367.5円

③増加した株式の種類及び数

  普通株式 816,326株

④増加した資本金 154,650千円

⑤増加した資本準備金 154,650千円

 第11回新株予約権

①行使日 平成20年９月26日

②行使価格 150.8円

③増加した株式の種類及び数

  普通株式 66,312株

④増加した資本金 5,155千円

⑤増加した資本準備金 5,155千円

（株式取得による子会社の異動）

 当社は、平成21年８月24日開催の取締役会において、

以下のとおりユメックスアイプラス株式会社を子会社化

することを決議いたしました。

１ 株式を取得した子会社の概要  

 ①商号     ユメックスアイプラス株式会社  

 ②代表者    静井 拓人  

 ③所在地    東京都中央区八丁堀二丁目24番  

         ２号日米ビル５階  

 ④資本金    15百万円  

 ⑤主な事業内容 プリント基板の設計、製造及び 

         販売

２ 株式の取得先の概要  

 ①商号       エルエスエム株式会社  

 ②代表者      前野 智久  

３ 株式の取得日   平成21年８月31日  

４ 取得株式の状況  

 ①取得株式数    1,000株  

 ②取得価額     61,000千円  

 ③取得後の持分比率 100％  

 

中小企業投資機構㈱（2318)平成21年７月期決算短信

-41-



 
  

（開示の省略） 

リース取引、デリバティブ取引、退職給付、ストックオプション等、税効果会計、関連当事者間との取

引、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるた

め開示を省略しております。 

  

前連結会計年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

(コミットメントライン契約) 

 当社は、平成20年10月７日開催の取締役会において、

下記のとおりコミットメントライン契約を決議致しまし

た。 

  １ 契約日    平成20年10月８日 

  ２ 借入枠    1,900,000千円 

  ３ 契約期間   平成20年10月８日より 

           平成21年９月30日まで 

  ４ 借入利率   9.0％ 

  ５ 借入先    中小企業保証機構株式会社 

  ６ コミットメントラインフィー   1.0％
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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７月31日) 

当事業年度 
(平成21年７月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 103,518 ※1 613,565 

売掛金 9,836 4,506 

商品 1,660 0 

仕掛品 19,170 － 

前払費用 17,065 6,134 

未収入金 134,193 98,291 

短期貸付金 673 － 

その他 97,717 11,201 

貸倒引当金 △87 △631 

流動資産合計 383,747 733,066 

固定資産 

有形固定資産 

建物 12,139 21,225 

減価償却累計額 － △4,310 

建物（純額） 12,139 16,914 

車両運搬具及び工具器具備品 9,007 7,708 

減価償却累計額 △5,742 △6,246 

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 3,264 1,461 

有形固定資産合計 15,404 18,376 

無形固定資産 

ソフトウエア 19,706 8,702 

ソフトウエア仮勘定 901 － 

電話加入権 255 255 

無形固定資産合計 20,862 8,957 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※1 6,839,198 ※1 7,736,933 

関係会社株式 2,271,685 ※1 1,217,482 

従業員に対する長期貸付金 402 － 

長期前払費用 529 － 

差入保証金 98,322 19,735 

破産更生債権等 251,750 172,523 

貸倒引当金 △249,681 △171,490 

投資損失引当金 △1,006,487 △2,690,585 

投資その他の資産合計 8,205,720 6,284,598 

固定資産合計 8,241,987 6,311,933 

資産合計 8,625,735 7,045,000 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年７月31日) 

当事業年度 
(平成21年７月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 338 338 

短期借入金 ※1, ※2 1,631,318 ※1, ※2 3,532,620 

1年内返済予定の長期借入金 ※1 674,063 ※1 224,192 

未払金 126,811 6,775 

未払費用 85,652 16,546 

未払法人税等 17,220 14,615 

前受金 45,105 16,025 

預り金 1,383,401 386,863 

前受収益 2,175 1,075 

仮受金 137,070 － 

債務保証損失引当金 － 58,351 

その他 4,298 － 

流動負債合計 4,107,456 4,257,403 

固定負債 

長期借入金 ※1 1,497,302 ※1 810,000 

繰延税金負債 － 295,901 

固定負債合計 1,497,302 1,105,901 

負債合計 5,604,758 5,363,305 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,899,422 6,389,147 

資本剰余金 

資本準備金 1,700,568 2,190,293 

その他資本剰余金 1,126,437 1,126,437 

資本剰余金合計 2,827,005 3,316,730 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 △5,775,577 △8,416,611 

利益剰余金合計 △5,775,577 △8,416,611 

自己株式 △13,371 △13,372 

株主資本合計 2,937,478 1,275,893 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △18,522 405,801 

評価・換算差額等合計 △18,522 405,801 

新株予約権 102,020 － 

純資産合計 3,020,976 1,681,694 

負債純資産合計 8,625,735 7,045,000 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日) 

売上高 

商品売上高 685,976 93,123 

その他の事業収入 1,210 53,396 

売上高合計 687,186 146,520 

売上原価 

商品売上原価 570,922 86,547 

その他の事業原価 659 56,347 

売上原価合計 ※2 571,581 ※2 142,894 

売上総利益 115,604 3,625 

販売費及び一般管理費 

役員報酬 68,874 22,666 

給料 398,439 126,171 

法定福利費 64,333 19,649 

旅費及び交通費 63,399 15,347 

支払手数料 187,875 217,592 

賃借料 100,859 27,242 

業務委託費 40,226 16,814 

減価償却費 16,795 9,889 

その他 163,693 66,176 

販売費及び一般管理費合計 ※2 1,104,496 ※2 521,550 

営業損失（△） △988,891 △517,924 

営業外収益 

受取利息 4,387 7,871 

受取配当金 － 686 

業務受託料 ※1 27,020 ※1 12,728 

雑収入 － 11,539 

その他 76,339 3,098 

営業外収益合計 107,747 35,923 

営業外費用 

支払利息 228,780 223,828 

社債利息 2,280 － 

株式交付費 14,420 7,076 

その他 120,998 32,773 

営業外費用合計 366,480 263,678 

経常損失（△） △1,247,624 △745,678 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日) 

特別利益 

投資有価証券売却益 41,763 31,878 

関係会社株式売却益 － 482,121 

債務免除益 － 1,145,124 

受取違約金 － 200,000 

その他 － 76,384 

特別利益合計 41,763 1,935,508 

特別損失 

固定資産処分損 ※3 42,261 ※3 6,760 

投資有価証券売却損 146,996 857,429 

投資有価証券評価損 1,428,802 1,276,353 

関係会社株式評価損 4,695 300 

投資損失引当金繰入額 404,647 1,684,098 

貸倒損失 134,778 3,147 

貸倒引当金繰入額 18,651 － 

その他 187,511 310 

特別損失合計 2,368,345 3,828,399 

税引前当期純損失（△） △3,574,206 △2,638,569 

法人税、住民税及び事業税 3,653 2,465 

法人税等合計 3,653 2,465 

当期純損失（△） △3,577,860 △2,641,034 

中小企業投資機構㈱（2318)平成21年７月期決算短信

-46-



(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８月１日 
至 平成20年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 5,286,206 5,899,422 

当期変動額 

新株の発行 613,216 489,725 

当期変動額合計 613,216 489,725 

当期末残高 5,899,422 6,389,147 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 1,098,608 1,700,568 

当期変動額 

新株の発行 601,960 489,725 

当期変動額合計 601,960 489,725 

当期末残高 1,700,568 2,190,293 

その他資本剰余金 

前期末残高 1,126,437 1,126,437 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,126,437 1,126,437 

資本剰余金合計 

前期末残高 2,225,045 2,827,005 

当期変動額 

新株の発行 601,960 489,725 

当期変動額合計 601,960 489,725 

当期末残高 2,827,005 3,316,730 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 △2,197,717 △5,775,577 

当期変動額 

当期純損失（△） △3,577,860 △2,641,034 

当期変動額合計 △3,577,860 △2,641,034 

当期末残高 △5,775,577 △8,416,611 

利益剰余金合計 

前期末残高 △2,197,717 △5,775,577 

当期変動額 

当期純損失（△） △3,577,860 △2,641,034 

当期変動額合計 △3,577,860 △2,641,034 

当期末残高 △5,775,577 △8,416,611 

自己株式 

前期末残高 △13,312 △13,371 

当期変動額 

自己株式の取得 △59 △1 

当期変動額合計 △59 △1 

当期末残高 △13,371 △13,372 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日) 

株主資本合計 

前期末残高 5,300,222 2,937,478 

当期変動額 

新株の発行 1,215,176 979,450 

当期純損失（△） △3,577,860 △2,641,034 

自己株式の取得 △59 △1 

当期変動額合計 △2,362,743 △1,661,585 

当期末残高 2,937,478 1,275,893 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 383 △18,522 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△18,905 424,323 

当期変動額合計 △18,905 424,323 

当期末残高 △18,522 405,801 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 383 △18,522 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△18,905 424,323 

当期変動額合計 △18,905 424,323 

当期末残高 △18,522 405,801 

新株予約権 

前期末残高 － 102,020 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 102,020 △102,020 

当期変動額合計 102,020 △102,020 

当期末残高 102,020 － 

純資産合計 

前期末残高 5,300,605 3,020,976 

当期変動額 

新株の発行 1,215,176 979,450 

当期純損失（△） △3,577,860 △2,641,034 

自己株式の取得 △59 △1 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 83,114 322,303 

当期変動額合計 △2,279,628 △1,339,281 

当期末残高 3,020,976 1,681,694 
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(4)【継続企業の前提に関する注記】

前事業年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

 当社グループは、当連結会計年度3,516百万円の大幅

な当期純損失を計上しております。また、当連結会計年

度の連結キャッシュ・フロー計算書における営業活動に

よるキャッシュ・フローも1,069百万円と大幅なマイナ

スとなっており、金融機関からの借入返済につきまして

も、当初借入時の約定どおりの返済をおこなっておら

ず、金融機関からの新たな資金調達は困難な状況となっ

ております。 

 当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しております。 

 連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消

すべく以下の施策を行っております。 

 財務面につきまして当社グループは、前連結会計年度

の有価証券報告書において、後発事象「第三者割当増資

及び新株予約権の失権及びその後の状況」について記載

しておりましたが、当該事項に関連して、以下の取引を

実行しております。

 当社グループは、平成17年度７月期以降連続して当期

純損失を計上しております。当連結会計年度におきまし

ても472,559千円の営業損失、2,446,062千円の当期純損

失を計上し、営業キャッシュ・フローは343,851千円の

マイナスとなりました。 

 当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しております。 

 連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消

すべく以下の施策を行っております。 

 財務面につきまして当社グループは、以下の取引を実

行しております。

①特殊当座借越契約 

  契約日  平成21年２月26日 

 借入枠  2,400百万円 

 契約期間 平成22年２月26日 

 借入利率 ５％ 

 借入先  日本振興銀行株式会社 

 資金目的 事業資金に係る資金調達の流動性・安全 

           性を高め、資金効率の向上及び財務 

            体質の強化のため

 ①金銭消費貸借契約の締結 

  融資実行日 平成19年11月19日 

  借入先   ＣＣＳ株式会社 

  融資期間  自 平成19年11月19日 

        至 平成20年11月30日 

  借入金額  500百万円

②極度借入基本契約 

 契約日  平成21年５月７日 

 借入枠  300百万円 

 契約期間 平成22年５月６日 

 借入利率 ５％ 

 借入先  中小企業保証機構株式会社

 ②第三者割当による第7回乃至第16回修正条項付新株

予約権及び第17回新株予約権の発行

 当連結会計年度における当該新株予約権の発行及び包

括行使請求による払込による資金調達の総額2,080百万

円、当該新株予約権未行使による今後の調達予定額は

1,340百万円となっております。

 さらに、金融機関に対する返済計画についても継続交

渉を進めており、新たな資金調達計画に基づく金銭消費

貸借契約の締結も進めております。

 これにより、すべての金融機関と新たな金銭消費貸借

契約の締結を行うべく努力しております。

 また、当社は、平成20年10月７日開催の取締役会決議

に基づき、以下のコミットメントライン契約を締結致し

ました。

 契約日    平成20年10月８日

 借入枠      1,900,000千円

 契約期間   平成20年10月８日より、

        平成21年９月30日まで

 借入利率   9.0％

 借入先    中小企業保証機構株式会社

 コミットメントラインフィー    1.0％

③債務免除の申出による債務免除の実施 

 （債務免除実施額合計1,145百万円）

・債務免除日  平成20年11月10日 555百万円 

        平成21年１月20日 590百万円 

・債務免除金額 750百万円（当社第13回新株予約権 

        の包括行使請求に係わる既払込額） 

        23百万円（第11回乃至第13回新株予 

              約権の買入消却費用） 

 債務免除先  ミレニアムストーン投資事業有限責 

              任組合

・債務免除額  371百万円（貸付債権） 

 債務免除先  ＣＣＳ株式会社

④金融機関からの借入金のうち、当初借入時の約定ど 

 おりに返済を行っていなかった借入金は一括返済を 

 しております。これにより、すべての金融機関にお 

 いて期限の利益を喪失した金銭消費貸借契約は解消 

 しております。

 営業面におきましては、Ｍ＆Ａ関連業務、財務・業務

支援及びコンサルティング事業を開始し、収益の向上に

努めております。また、事業縮小に伴い本社の移転等に

よる地代家賃等の経費においてもより一層の削減により

財務体質の健全化を図ってまいります。
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前事業年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

 営業面におきましては、新商品の投入を実施し、収益

の向上に努めております。 

 また、事業縮小に伴い希望退職を実施したことによる

人件費削減及び本社の移転等による地代家賃等の経費に

おいてもより一層の削減により財務体質の健全化を図っ

てまいります。 

 財務体質の健全化及び運転資金等の確保のため、当社

の事業展開の進捗状況と合わせて複数の事業会社との業

務及び資本提携も視野に入れて交渉を開始しておりま

す。 

 財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、

上記のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映して

おりません。

財務体質の健全化及び運転資金等の確保のため、また、

当社の新たな事業展開として中小企業振興ネットワーク

（中小企業ＩＴ支援機構株式会社、中小企業管理機構株

式会社、中小企業債権回収機構株式会社、中小企業支援

機構株式会社、中小企業信用機構株式会社、中小企業人

材機構株式会社、中小企業保証機構株式会社、中小企業

信販機構株式会社及び日本振興銀行株式会社）との業務

及び資本提携を開始しております。しかし、今後の経済

動向によっては、直ちに業績を回復することに不透明性

があるため、現時点では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。

 連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されてお

り、上記のような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。

中小企業投資機構㈱（2318)平成21年７月期決算短信

-50-



  

(5)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

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。

関係会社株式

 移動平均法による原価法を採用して

おります。

その他有価証券

 ① 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。

その他有価証券

 ① 時価のあるもの

同左

 ② 時価のないもの

   移動平均法による原価法

 ② 時価のないもの

同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法  
  
 

商品・原材料…移動平均法による原価

法

製品……………総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

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下に
よる簿価切下げの方法）によっており
ます。

商品・原材料……移動平均法 

 

製品………………総平均法

仕掛品……………個別法

貯蔵品…………… 終仕入原価法

（会計方針の変更）
当会計年度より「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日公表分）
を適用しております。これによる損
益に与える影響額はありません。

３ 固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

 定率法を採用しております。

 主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

有形固定資産

同左

 

 建物         ８年～18年

 工具器具備品     ４年～19年

建物         10年～15年
工具器具備品     ３年～８年

 (追加情報)

  法人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取得価額

の５％に到達した事業年度の翌事業

年度より、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めてお

ります。その損益に与える影響額は

軽微であります。 
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項目
前事業年度

(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

無形固定資産

 ソフトウェア

 (市場販売目的のソフトウェア)

 見込有効期間（３年間）における販

売見込数量を基準とした償却額と残

存有効期間に基づく均等配分額とを

比較し、いずれか大きい額を償却し

ております。

 (自社利用目的のソフトウェア)

 見込利用可能期間(５年)に基づく定

額法によっております。

無形固定資産

 ソフトウェア

同左

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、残存価格
を零とする定額法を採用しておりま
す。なお、リース取引開始日が平成20
年７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。

長期前払費用 

 均等償却しております。

長期前払費用

同左

４ 繰延資産の処理方法 株式交付費

 支出時に全額費用として処理してお
ります。

株式交付費

同左

５ 引当金の計上基準 ① 貸倒引当金

 売上債権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。

① 貸倒引当金 

        同左

② 投資損失引当金

 当社は、システム等の販売先企業
に対して、一定額の投資を行うこと
を基本方針としており、これら時価
のない株式の実質価額の下落による
損失に備えるため、原則として投資
後１年を経過しているものについて
は、投資先の財政状態等を勘案した
一定の基準を適用して算出された損
失負担見込額を計上しております。 
 当期末において、システム等の販
売 先 企 業 261 社 に 対 し て 合 計
6,689,935千円の投資を行っており
ます。当期末において投資先66社に
関 し て は、投 資 損 失 引 当 金
1,006,487千円を計上しておりま
す。 
 なお、当期末において投資後１年
を経過していない32社(当期末投資
残高764,055千円)については、投資
損失引当金の設定対象には含まれて
おりません。

② 投資損失引当金
当社は、システム等の販売先企業

に対して、一定額の投資を行うこと
を基本方針としており、これら時価
のない株式の実質価額の下落による
損失に備えるため、原則として投資
後１年を経過しているものについて
は、投資先の財政状態等を勘案した
一定の基準を適用して算出された損
失負担見込額を計上しております。 
 当期末において、システム等の販
売 先 企 業 182 社 に 対 し て 合 計
3,998,016千円の投資を行っており
ます。当期末において投資先114社
に 関 し て は、投 資 損 失 引 当 金
2,690,585千円を計上しておりま
す。 
  
 
  
 
 

③ 債務保証損失引当金
債務保証の履行による損失に備え

るため、事業年度末における損失見
込額を計上しております。

６ 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。

―――
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項目
前事業年度

(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

７ ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法 

 実施しているデリバティブ取引は特

例処理の要件を満たした金利スワップ

取引のみであるため、特例処理を採用

しております。

ヘッジ会計の方法

同左

ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 金利スワップ 

 ヘッジ対象 変動金利建ての借入金

ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段  同左 

 ヘッジ対象  同左

ヘッジ方針 

 金利変動リスクを回避するためにデ

リバティブ取引を利用することを基本

方針としております。

ヘッジ方針

同左

ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップ取引については、事前

に特例処理の条件に合致していること

を確認しているため、事後の有効性の

評価を省略しております。

ヘッジ有効性評価の方法

同左

８ 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。

消費税等の会計処理

同左
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(6)【重要な会計方針の変更】

前事業年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

――― （リース取引に関する会計基準）

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業

会計基準第13号 平成19年３月30日)及び「リース取引

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第16号 平成19年３月30日)を当事業年度より適用し、

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリースに

ついては、通常の売買取引に係る会計処理によっており

ます。 

 なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続

き採用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。
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【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

（連結損益計算書）

 前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示

しておりました「雑収入」は、営業外収益の総額の100

分の10をこえたため区分掲記しました。 

 なお、前事業年度における「雑収入」の金額は73,203

千円であります。
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(7)【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７月31日)

当事業年度 
(平成21年７月31日)

 

※１ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は次のとおりであります。

投資有価証券 1,830,982千円

※１ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は次のとおりであります。

現金及び預金 50,000千円

関係会社株式 1,217,482千円

投資有価証券 2,945,698千円

 合計 4,213,180千円

   担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 343,284千円

一年内返済予定の長期借入金 235,920千円

長期借入金 1,389,110千円

 合計 1,968,314千円

   担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 3,202,620千円

一年内返済予定の長期借入金 120,000千円

長期借入金 810,000千円

 合計 4,132,620千円

※２ 関係会社項目

   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。

流動負債

 短期借入金 611,000千円

※２ 関係会社項目

   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。

流動負債

 短期借入金 230,000千円

 ３ 偶発債務  ３ 偶発債務

 

  (1) 保証予約

保証先 金額(千円) 内容

㈱クラブネッツ 37 リース債務

㈱カメラネット 10,968 仕入債務

中小企業保証機構㈱ 39,785 リース債務

中小企業保証機構㈱ 4,408,611 債務保証

 計 4,459,403

 

 

  (1) 債務保証

保証先 金額(千円) 内容

㈱カメラネット 5,521 仕入債務

中小企業保証機構㈱ 27,342 リース債務

 計 32,863

 

 
 (2)保証業務に係る保証債務残高

保証債務 288,208千円

債務保証損失引当金 △58,351千円

 保証債務残高 229,856千円

 ４         ―――

 

 ４ 当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行１行及び中小企業保証機構㈱と当座貸越契約を締

結しております。これらの契約に基づく当連結会計

年度末の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

5,740,000千円

借入実行残高 3,202,620千円

差引額借入未実行残高 2,537,380千円
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７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。

関係会社よりの業務受託収益 24,420千円

※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。

関係会社よりの業務受託収益 12,300千円

※２ 一般管理費及び製造原価に含まれる研究開発費は

ありません。

※２ 一般管理費及び製造原価に含まれる研究開発費は

ありません。

※３ 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

建物 31,734千円

工具器具備品 8,475千円

ソフトウェア 2,052千円

 固定資産除却損 計 42,261千円
 

※３ 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

工具器具備品 478千円

ソフトウェア 6,282千円

 固定資処分損 計 6,760千円
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前事業年度(自 平成19年８月１日 至 平成20年７月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は、端株株式の買取りによる増加であります。 

  

当事業年度(自 平成20年８月１日 至 平成21年７月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は、端株株式の買取りによる増加であります。また、普通株式の自己株式

数の減少は、平成21年１月５日に施行されました「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振

替に関する法律等の一部を改正する法律」により端株制度が廃止されるにあたり、当社が平成20年10月30日付

で端株処分を行ったことによる減少であります。 

  

(株主資本等変動計算書関係)

前期末株式数(株) 当期増加株式数(株) 当期減少株式数(株) 当期末株式数(株)

自己株式

 普通株式(注) 393.92 45.83 ― 439.75

合計 393.92 45.83 ― 439.75

前期末株式数(株) 当期増加株式数(株) 当期減少株式数(株) 当期末株式数(株)

自己株式

 普通株式(注) 439.75 5.69 0.44 445

合計 439.75 5.69 0.44 445
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子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 当事業年度(自平成19年８月１日 至平成20年７月31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。 

  

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 当事業年度(自平成20年８月１日 至平成21年７月31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。 

  

(有価証券関係)

前事業年度末(平成20年７月31日現在)

当事業年度末(平成21年７月31日現在)
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(注) １株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

  

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

 
１株当たり純資産額 1,329円24銭 １株当たり純資産額 215円 74銭

 
１株当たり当期純損失金額 3,149円71銭 １株当たり当期純損失金額 402円 38銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

前事業年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当期純損失(△)(千円) △3,577,860 △2,641,034

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) △3,577,860 △2,641,034

期中平均株式数(株) 1,135,932.30 6,563,510.86

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８回乃至第16回新株予約権 

(新株予約権の数 179個)及び

第17回新株予約権(新株予約権

の数 30個)。 

 なお、新株予約権の概要は

「第４提出会社の状況、１株式

等の状況、(2) 新株予約権等の

状況」に記載のとおりでありま

す。

     ―――
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(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

 

 

 

 

(新株予約権の行使による新株式の発行)

 平成19年12月３日開催の取締役会決議に基づき付与し

た第８、９、10、11回修正条項付新株予約権について、

以下のとおり権利行使が行われました。

 第８回新株予約権

①行使日 平成20年８月７日

②行使価格 421.9円

③増加した株式の種類及び数

  普通株式 47,404株

④増加した資本金 10,310千円

⑤増加した資本準備金 10,310千円

 第９回新株予約権

①行使日 平成20年８月７日

②行使価格 421.9円

③増加した株式の種類及び数

  普通株式 497,748株

④増加した資本金 108,255千円

⑤増加した資本準備金 108,255千円

 第９回新株予約権

①行使日 平成20年８月11日

②行使価格 367.5円

③増加した株式の種類及び数

  普通株式 244,897株

④増加した資本金 46,395千円

⑤増加した資本準備金 46,395千円

 第10回新株予約権

①行使日 平成20年８月11日

②行使価格 367.5円

③増加した株式の種類及び数

  普通株式 816,326株

④増加した資本金 154,650千円

⑤増加した資本準備金 154,650千円

 第11回新株予約権

①行使日 平成20年９月26日

②行使価格 150.8円

③増加した株式の種類および数

  普通株式 66,312株

④増加した資本金 5,155千円

⑤増加した資本準備金 5,155千円

（株式取得による子会社の異動）

 当社は、平成21年８月24日開催の取締役会において、

以下のとおりユメックスアイプラス株式会社を子会社化

することを決議いたしました。

１ 株式を取得した子会社の概要 

 ①商号     ユメックスアイプラス株式会社 

 ②代表者    静井 拓人 

 ③所在地    東京都中央区八丁堀二丁目24番 

         ２号日米ビル５階 

 ④資本金    15百万円 

 ⑤主な事業内容 プリント基板の設計、製造及び 

         販売

２ 株式の取得先の概要 

 ①商号       エルエスエム株式会社 

 ②代表者      前野 智久 

３ 株式の取得日   平成21年８月31日 

４ 取得株式の状況 

 ①取得株式数    1,000株 

 ②取得価額     61,000千円 

 ③取得後の持分比率 100％ 
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前事業年度
(自 平成19年８月１日
至 平成20年７月31日)

当事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

(コミットメントライン契約) 

 当社は、平成20年10月７日開催の取締役会において、

下記のとおりコミットメントライン契約を決議致しまし

た。 

  １ 契約日    平成20年10月８日 

  ２ 借入枠    1,900,000千円 

  ３ 契約期間   平成20年10月８日より 

  ４ 借入利率   9.0％ 

  ５ 借入先    中小企業保証機構株式会社 

  ６ コミットメントラインフィー   1.0％
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役員の異動は、開示内容が定まった時点で開示することとしております。 

  

  

6. その他

(1) 役員の異動
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