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非上場の親会社等の中間決算及び特別損失の発生に関するお知らせ 

 

非上場の親会社等であるジェイオーグループホールディングス株式会社（以下、「JOGHD」という。）の平成 22

年 3 月期中間決算が確定し、同時に特別損失の額が確定いたしましたのでお知らせいたします。 

記 

1. 非上場の親会社等の概要 

（1）商 号 ジェイオーグループホールディングス株式会社 

（2）本 店 所 在 地 兵庫県神戸市中央区大日通一丁目２番 18 号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 田中 潤一 

（4）事 業 内 容  子会社株式の保有 

（5）資 本 金 の 額 569 百万円 

資 本 関 係
当社株式 32,487,000 株（議決権被所有者割合：

16.0%）を保有しております。（注１） 

人 的 関 係 当社に 3 名の出向者を派遣しております。（注 2）
（6）当社との関係等 

 

取 引 関 係
当社に対し貸付債権 116 百万円及び通常債権 28

百万円を有しております。（注 2） 

 （注1）当社との関係の資本関係については平成21年12月25日現在の状況となっております。 

（注 2）当社との関係等の人的関係及び取引関係については平成 21 年 11 月 30 日現在の状況と 

なっております。 

2. 非上場の親会社等の特別損失の発生 

① 特別損失の内訳 

JOGHD の中間決算の確定に伴い、特別損失として、事務機器等の廃棄に伴う固定資産の除却

損 0.2 百万円、東京事務所の閉鎖に伴う事務所閉鎖損失として 0.1 百万円、既に売却を行った旧

子会社などへの貸付に対する貸倒引当金繰入として 613 百万円、旧の子会社に対し保有していた

債権の譲渡損として 146 百万円、関係会社株式評価損として 92 百万円、子会社の売却に伴う関

係会社株式売却損として 11 百万円、総額で 862 百万円の特別損失の発生が確定致しました。 

② 当社に与える影響 

本件が当社に与える影響はありません。 

 

【添付書類】 

株式の所有者別状況・大株主の状況・役員の状況 

会 社 名 株式会社 NESTAGE 

代表者名 代表取締役会長 光成 英一朗 

 （JASDAQ・コード７６３３ ） 

問合せ先 取締役 杉林 加一朗 

電話番号 06（6192）9231 



 

 

平成２２年３月期 中間決算・中間連結決算の概要 

・連結貸借対照表 

・連結損益計算書 

・連結株主資本等変動計算書 

・連結キャッシュ・フロー計算書 

・貸借対照表 

・損益計算書 

・株主資本等変動計算書 

以上 



添付書類 

【所有者別状況】 

平成21年９月30日現在 
株式の状況(１単元の株式数100株) 

外国法人等 区分 政府及び地

方公共団体 
金融機関 

金融商品

取引業者

その他の

法人 個人以外 個人 

個人 

その他
計 

単元未満 

株式の状況

(株) 

株主数(人) ― 2 3 33 2 10 3,943 3,993 ―

所有株式数 

(単元) 
― 224 13 10,520 1,273 592 85,046 99,684 1,595

所有株式数 

の割合(％) 
― 2.25 0.01 10.55 1.28 0.59 85.32 100 ―

（注）１ 自己株式 288,024 株は、「個人その他」に 2,880 単元、「単元未満株式の状況」に 24 株含まれて

おります。 

２ 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が６単元含まれております。 

 

【大株主の状況】 

平成21年９月30日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(株) 

発行済株式 

総数に対する

所有株式数 

の割合(％) 

ジェイ・ブイ・シー株式会社 大阪市中央区南船場２丁目８－11 730,035 7.32 

依岡 正宏 新潟市中央区 400,000 4.01 

西本 陽子 神戸市須磨区 373,000 3.74 

株式会社光通信 東京都豊島区南池袋１丁目16－15 291,200 2.92 

松崎 高 大阪市天王寺区 210,000 2.10 

芦川 正善 東京都足立区 206,000 2.06 

茅園 建新 神戸市中央区 200,000 2.00 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１－２ 176,000 1.76 

橘 晃弘 大阪市東成区 150,000 1.50 

松崎 浩二 三重県四日市市 130,500 1.30 

計 ― 2,866,735 28.71 

(注) １ 上記のほか、自己株式が288,024株（2.88％）あります。 

２ 前事業年度末現在主要株主であったジェイ・ブイ・シー株式会社は、当中間期末では主要株主で

はなくなりました。 

３ セブンシーズ・アセット・マネジメント株式会社から平成20年６月18日付で提出された大量保有

報告書の変更報告書により、平成20年６月12日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受け

ておりますが、当社としては当中間期末における所有株式数の確認ができておりませんので、上

記大株主の状況には含めておりません。 

なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(千株) 

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(％)

セブンシーズ・アセット・マネ

ジメント株式会社 
東京都新宿区神楽坂六丁目59番 323 4.64 

（注）「発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）」は、前事業年度に実施した300万株の第三者割

当以前の比率であり、現在の発行済株式総数に対する所有割合は3.24％であります。 

 



【役員の状況】 
平成21年９月30日現在 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 

所有

株式数

（千株）

平成４年４月兵庫ダイハツ販売会社入社 

平成８年４月株式会社ジェイ・ティ・エヌ入社代表取締役就任 

平成19年７月株式会社神戸タウン 代表取締役就任 

平成20年１月株式会社ＮＥＳＴＡＧＥ執行役員就任 

代表取締

役社長 
― 田中 潤一 昭和47年２月21日生

平成21年６月当社取締役就任（現任） 

(注)2 ― 

昭和51年４月株式会社日本オリベッティ入社 

平成７年２月株式会社日本Ｍ＆Ａセンター 営業部長 

平成13年11月 株式会社メディアクリエイト専務取締役就任 

平成20年６月株式会社メディアクリエイト代表取締役社長就任 

（現任） 

平成20年11月 株式会社グロウライフ代表取締役社長就任（現任） 

平成21年６月当社取締役就任 

取締役 
経営管理 

部長 
小林 孝仁 昭和27年８月15日生

平成21年９月当社取締役経営管理部長就任（現任） 

(注)2 ― 

平成11年４月株式会社キャスコ（現 株式会社プライメックスキ

ャピタル）入社 

平成19年１月株式会社南翔 取締役就任 

平成19年11月 当社入社 

平成20年６月株式会社建築環境評価センター 取締役就任 

平成21年２月株式会社ＮＥＳＴＡＧＥ 執行役員 人事総務部長

就任 

平成21年４月播州交通株式会社 取締役就任 

平成21年４月王子交通株式会社 取締役就任 

取締役 ― 古山 茂 昭和52年11月21日生

平成21年６月当社取締役就任（現任） 

(注)2 ― 

昭和43年３月日本運送株式会社(現フットワーク物流株式会社)入

社 

平成13年３月同社取締役就任 

平成15年11月 播州自動車工業株式会社入社 

平成16年６月ジェイオー建設株式会社監査役就任 

監査役 

（常勤） 
― 大西 眞市 昭和25年１月２日生

平成17年４月当社常勤監査役就任(現任) 

(注)3 ─ 

昭和53年４月弁護士登録 

昭和63年４月梅新法律事務所開設 

平成16年４月大阪弁護士会副会長 

平成16年10月 ジェイオー建設株式会社仮監査役就任 

平成17年１月同社監査役就任(現任) 

監査役 

（注）1 
― 森信 静治 昭和24年７月９日生

平成17年４月当社監査役就任（現任） 

(注)3 ─ 

平成７年７月大阪国税局総務部企画課長 

平成８年７月福知山税務署長 

平成12年７月大阪国税局査察部次長 

平成14年７月大阪南税務署長 

平成15年９月中央総合会計事務所所長(税理士)(現任) 

監査役 

（注）1 
― 岡山 榮雄 昭和20年６月７日生

平成18年６月当社監査役就任（現任） 

(注)3 ─ 

                             計 ─ 

(注) １ 監査役森信静治及び岡山榮雄は、会社法第２条第16項に定める社外監査役であります。 

２ 取締役の任期は、平成21年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成22年３月期に係る定時

株主総会終結の時までであります。 

３ 任期は、平成18年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成22年３月期に係る定時株主総

会終結の時までであります。 



１【中間連結財務諸表等】 
(1)【中間連結財務諸表】 
①【中間連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当中間連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  158,928 ※1  269,199

受取手形及び売掛金 246,457 ※1  339,989

商品及び製品 92,235 338,721

半製品 － 2,564

仕掛品 － 14,355

原材料及び貯蔵品 1,387 13,375

短期貸付金 776,023 601,054

その他 411,656 563,450

貸倒引当金 △1,075,812 △827,492

流動資産合計 610,877 1,315,218

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 ※1  671,214 ※1  906,091

減価償却累計額 △538,877 △675,657

減損損失累計額 △4,314 △4,390

建物・構築物（純額） 128,023 226,043

機械、運搬具及び工具器具備品 311,981 687,243

減価償却累計額 △280,990 △582,910

減損損失累計額 △695 △1,732

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 30,295 102,600

土地 ※1  524,186 ※1  894,093

有形固定資産合計 682,506 1,222,737

無形固定資産   

のれん 56,290 75,015

その他 51,704 391,452

無形固定資産合計 107,994 466,468

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  1,290,829 ※1  1,189,236

長期貸付金 430,714 748,974

差入保証金 316,477 440,046

破産更生債権等 447,561 456,618

その他 97,254 154,891

貸倒引当金 △940,209 △872,405

投資その他の資産合計 1,642,627 2,117,361

固定資産合計 2,433,128 3,806,567

資産合計 3,044,006 5,121,785



(単位：千円)

当中間連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 209,030 251,126

短期借入金 ※1  3,569,612 ※1  3,216,897

1年内返済予定の長期借入金 ※1  203,388 ※1  291,406

1年内償還予定の社債 ※1  1,000,000 ※1  1,000,000

未払金 1,552,725 1,620,385

未払利息 457,837 283,010

未払法人税等 31,718 29,618

賞与引当金 2,311 13,581

債務保証損失引当金 1,281,669 1,302,252

その他 143,090 306,198

流動負債合計 8,451,382 8,314,477

固定負債   

長期借入金 118,866 ※1  292,966

繰延税金負債 59,016 193,879

退職給付引当金 347 1,076

負ののれん 5,628 196,302

長期預り敷金 － 3,200

受入保証金 204,470 269,723

その他 271,320 227,030

固定負債合計 659,650 1,184,179

負債合計 9,111,033 9,498,657

純資産の部   

株主資本   

資本金 569,123 569,123

資本剰余金 3,675,882 3,676,124

利益剰余金 △9,866,805 △8,018,107

自己株式 ※1  △535,133 ※1  △535,113

株主資本合計 △6,156,933 △4,307,973

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 71,834 △9,633

為替換算調整勘定 △27,077 △59,264

評価・換算差額等合計 44,757 △68,897

新株予約権 45,148 －

純資産合計 △6,067,027 △4,376,871

負債純資産合計 3,044,006 5,121,785



②【中間連結損益計算書】 

(単位：千円)

当中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 2,698,701 26,729,935

売上原価 2,487,069 23,785,253

売上総利益 211,632 2,944,682

販売費及び一般管理費 ※1  784,233 ※1  5,325,125

営業損失（△） △572,600 △2,380,443

営業外収益   

受取利息 804 76,679

受取配当金 2,093 9,478

負ののれん償却額 40,007 146,829

持分法による投資利益 － 6,435

その他 19,887 102,625

営業外収益合計 62,793 342,048

営業外費用   

支払利息 209,453 803,915

持分法による投資損失 10,181 －

貸倒引当金繰入額 71,737 85,929

支払手数料 41,439 41,308

その他 3,904 87,995

営業外費用合計 336,715 1,019,149

経常損失（△） △846,522 △3,057,545

特別利益   

固定資産売却益 ※2  1,995 ※2  628

投資有価証券売却益 1,464 30,705

関係会社株式売却益 182,578 2,437,527

貸倒引当金戻入額 153,621 59,060

新株予約権戻入益 － 28,806

持分変動利益 110,080 －

その他 28,308 157,184

特別利益合計 478,048 2,713,913

特別損失   

減損損失 － ※5  1,322,074

前期損益修正損 － 18,969

固定資産売却損 ※3  16,331 ※3  408,239

固定資産除却損 ※4  31,972 ※4  14,876

投資有価証券売却損 2,115 188,353

関係会社株式売却損 630,947 240,864

投資有価証券評価損 － 592,011

貸倒引当金繰入額 586,373 1,458,270

貸倒損失 － 781,506

債権譲渡損 145,711 －



(単位：千円)

当中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

関係会社整理損 － 3,822

たな卸資産評価損 － 2,531,882

出資金評価損 － 1,000,000

債務保証損失引当金繰入額 － 1,302,252

持分変動損失 － 68,868

その他 32,998 1,016,161

特別損失合計 1,446,450 10,948,152

税金等調整前中間純損失（△） △1,814,924 △11,291,783

法人税、住民税及び事業税 31,613 148,110

法人税等還付税額 － △12,501

法人税等調整額 2,160 41,833

法人税等合計 33,773 177,443

少数株主利益 － △510,587

中間純損失（△） △1,848,698 △10,958,638



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

当中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

前連結会計年度の要約連結株
主資本等変動計算書 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 569,123 500,000

当中間期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 69,123

当中間期変動額合計 － 69,123

当中間期末残高 569,123 569,123

資本剰余金   

前期末残高 3,676,124 3,607,001

当中間期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 69,123

自己株式の処分 △241 －

当中間期変動額合計 △241 69,123

当中間期末残高 3,675,882 3,676,124

利益剰余金   

前期末残高 △8,018,107 2,940,531

当中間期変動額   

中間純利益 △1,848,698 △10,958,638

当中間期変動額合計 △1,848,698 △10,958,638

当中間期末残高 △9,866,805 △8,018,107

自己株式   

前期末残高 △535,113 △534,967

当中間期変動額   

自己株式の取得 △19 △146

当中間期変動額合計 △19 △146

当中間期末残高 △535,133 △535,113

株主資本合計   

前期末残高 △4,307,973 6,512,565

当中間期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 138,246

中間純損失（△） △1,848,698 △10,958,638

自己株式の取得 △19 △146

自己株式の処分 △241 －

当中間期変動額合計 △1,848,959 △10,820,539

当中間期末残高 △6,156,933 △4,307,973



(単位：千円)

当中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

前連結会計年度の要約連結株
主資本等変動計算書 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △9,633 △212,081

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

81,468 202,447

当中間期変動額合計 81,468 202,447

当中間期末残高 71,834 △9,633

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － △611

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

－ 611

当中間期変動額合計 － 611

当中間期末残高 － －

為替換算調整勘定   

前期末残高 △59,264 35,996

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

32,187 △95,261

当中間期変動額合計 32,187 △95,261

当中間期末残高 △27,077 △59,264

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △68,897 △176,696

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

113,655 107,798

当中間期変動額合計 113,655 107,798

当中間期末残高 44,757 △68,897

新株予約権   

前期末残高 － －

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

45,148 －

当中間期変動額合計 45,148 －

当中間期末残高 45,148 －

少数株主持分   

前期末残高 － 1,575,472

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

－ △1,575,472

当中間期変動額合計 － △1,575,472

当中間期末残高 － －



(単位：千円)

当中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

前連結会計年度の要約連結株
主資本等変動計算書 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 △4,376,871 7,911,342

当中間期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 138,246

剰余金の配当 － －

中間純損失（△） △1,848,698 △10,958,638

自己株式の取得 △19 △146

自己株式の処分 △241 －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

158,803 △1,467,674

当中間期変動額合計 △1,690,155 △12,288,213

当中間期末残高 △6,067,027 △4,376,871



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

前連結会計年度の要約連結キ
ャッシュ・フロー計算書 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純損失（△） △1,814,924 △11,291,783

減価償却費 37,394 532,563

減損損失 － 1,322,074

のれん償却額 18,725 315,487

負ののれん償却額 △40,007 △146,829

貸倒損失 － 781,506

持分法による投資損益（△は益） 10,181 △6,435

貸倒引当金の増減額（△は減少） 511,556 1,458,769

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,496 △20,920

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 6,200

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14 △166,649

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） － △6,704

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 59,769

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △20,582 1,302,252

受取利息及び受取配当金 △2,898 △86,157

支払利息 209,453 803,915

支払手数料 41,330 －

為替差損益（△は益） － 44,858

固定資産売却損益（△は益） 14,336 407,611

固定資産除却損 31,972 14,876

投資有価証券売却損益（△は益） 651 157,647

投資有価証券評価損益（△は益） － 592,011

出資金評価損 － 1,000,000

関係会社株式売却損益（△は益） 448,368 △2,196,663

債権譲渡損 145,711 －

新株予約権戻入益 － △28,806

持分変動損益（△は益） △110,080 68,868

売上債権の増減額（△は増加） 21,505 2,582,389

たな卸資産の増減額（△は増加） 272,557 3,860,712

仕入債務の増減額（△は減少） △24,413 △1,141,014

未成工事受入金の増減額（△は減少） － 240,146

前渡金の増減額（△は増加） 98,567 △50,592

その他 △181,933 1,052,320

小計 △338,009 1,461,423

利息及び配当金の受取額 4,284 57,304

利息の支払額 △51,596 △263,696

法人税等の還付額 26,670 －

法人税等の支払額 △7,840 △196,978

営業活動によるキャッシュ・フロー △366,490 1,058,053



(単位：千円)

当中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

前連結会計年度の要約連結キ
ャッシュ・フロー計算書 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △7,800 △137,274

定期預金の払戻による収入 62,400 1,742,221

有形固定資産の取得による支出 △5,710 △460,735

有形固定資産の売却による収入 8,938 626,209

無形固定資産の取得による支出 － △120,955

無形固定資産の売却による収入 － 149

投資有価証券の取得による支出 － △40,772

投資有価証券の売却による収入 15,450 923,816

関係会社株式の取得による支出 － △52,826

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△2,063 △288,094

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

313,678 415,812

貸付けによる支出 △19,400 △418,058

貸付金の回収による収入 63,826 553,241

その他 76,726 240,804

投資活動によるキャッシュ・フロー 506,046 2,983,536

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 287,500 2,936,817

短期借入金の返済による支出 △645,309 △6,919,984

長期借入れによる収入 － 270,000

長期借入金の返済による支出 △49,219 △917,031

社債の発行による収入 － 100,000

社債の償還による支出 － △503,106

株式の発行による収入 10,080 218,246

新株予約権の発行による収入 － 2,463

少数株主への新株予約権の発行による収入 45,148 28,806

新株予約権の買戻しによる支出 － △2,463

少数株主からの払込みによる収入 100,000 －

少数株主である新株予約権者からの包括行使によ
る預り金

150,000 －

新株発行等に伴う手数料等の支出 △41,330 －

配当金の支払額 △38 △351

少数株主への配当金の支払額 － △11,820

その他 △18,844 135,553

財務活動によるキャッシュ・フロー △162,014 △4,662,871

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △69,604

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △22,459 △690,885

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △12,211 △503,056

現金及び現金同等物の期首残高 188,099 1,382,041

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1  153,428 ※1  188,099



２【中間財務諸表等】 
(1)【中間財務諸表】 
①【中間貸借対照表】 

(単位：千円)

当中間会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 21,395 23,854

貯蔵品 208 159

関係会社短期貸付金 815,040 415,330

短期貸付金 774,523 600,813

その他 141,070 151,277

貸倒引当金 △1,669,270 △827,059

流動資産合計 82,966 364,374

固定資産   

有形固定資産 ※1  4,449 ※1  5,348

無形固定資産 7,230 8,835

投資その他の資産   

関係会社株式 ※2  1,113,137 ※2  1,624,382

長期貸付金 395,558 686,702

関係会社長期貸付金 405,108 986,985

長期未収入金 74,862 79,992

その他 3,473 3,508

貸倒引当金 △604,731 △1,100,913

投資その他の資産合計 1,387,408 2,280,656

固定資産合計 1,399,088 2,294,841

資産合計 1,482,055 2,659,215

負債の部   

流動負債   

短期借入金 ※2  2,402,288 ※2  2,105,897

関係会社短期借入金 361,335 1,032,545

1年内償還予定の社債 1,000,000 1,000,000

未払金 1,312,107 1,301,351

未払利息 416,956 246,314

未払法人税等 1,465 2,541

債務保証損失引当金 1,281,669 1,302,252

その他 47,121 81,954

流動負債合計 6,822,944 7,072,857

固定負債   

長期借入金 53,166 64,166

長期未払金 77,852 95,000

固定負債合計 131,019 159,166

負債合計 6,953,964 7,232,024



(単位：千円)

当中間会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 569,123 569,123

資本剰余金   

資本準備金 194,123 194,123

その他資本剰余金 7,040,963 7,040,963

資本剰余金合計 7,235,086 7,235,086

利益剰余金   

その他利益剰余金 △12,740,983 △11,841,884

繰越利益剰余金 △12,740,983 △11,841,884

利益剰余金合計 △12,740,983 △11,841,884

自己株式 ※2  △535,133 ※2  △535,132

株主資本合計 △5,471,908 △4,572,808

純資産合計 △5,471,908 △4,572,808

負債純資産合計 1,482,055 2,659,215



②【中間損益計算書】 

(単位：千円)

当中間会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業収益 90,218 229,593

販売費及び一般管理費 ※1  117,908 ※1  577,223

営業損失（△） △27,690 △347,630

営業外収益 ※2  9,271 ※2  122,034

営業外費用 ※3  210,561 ※3  528,151

経常損失（△） △228,980 △753,747

特別利益 192,854 138,202

特別損失 ※4  861,820 ※4  10,686,470

税引前中間純損失（△） △897,947 △11,302,016

法人税、住民税及び事業税 1,151 2,184

法人税等合計 1,151 2,184

中間純損失（△） △899,098 △11,304,200



③【中間株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

当中間会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

前事業年度の要約 
株主資本等変動計算書 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 569,123 500,000

当中間期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 69,123

当中間期変動額合計 － 69,123

当中間期末残高 569,123 569,123

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 194,123 125,000

当中間期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 69,123

当中間期変動額合計 － 69,123

当中間期末残高 194,123 194,123

その他資本剰余金   

前期末残高 7,040,963 7,040,963

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 7,040,963 7,040,963

資本剰余金合計   

前期末残高 7,235,086 7,165,963

当中間期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 69,123

当中間期変動額合計 － 69,123

当中間期末残高 7,235,086 7,235,086

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 △11,841,884 △537,684

当中間期変動額   

中間純利益 △899,098 △11,304,200

当中間期変動額合計 △899,098 △11,304,200

当中間期末残高 △12,740,983 △11,841,884

利益剰余金合計   

前期末残高 △11,841,884 △537,684

当中間期変動額   

中間純利益 △899,098 △11,304,200

当中間期変動額合計 △899,098 △11,304,200

当中間期末残高 △12,740,983 △11,841,884



(単位：千円)

当中間会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

前事業年度の要約 
株主資本等変動計算書 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △535,132 △534,986

当中間期変動額   

自己株式の取得 0 △146

当中間期変動額合計 0 △146

当中間期末残高 △535,133 △535,132

株主資本合計   

前期末残高 △4,572,808 6,593,292

当中間期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 138,246

中間純損失（△） △899,098 △11,304,200

自己株式の取得 0 △146

当中間期変動額合計 △899,098 △11,166,101

当中間期末残高 △5,471,908 △4,572,808

純資産合計   

前期末残高 △4,572,808 6,593,292

当中間期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 138,246

中間純損失（△） △899,098 △11,304,200

自己株式の取得 0 △146

当中間期変動額合計 △899,099 △11,166,101

当中間期末残高 △5,471,908 △4,572,808
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