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当社の子会社である株式会社 SPARKS の訴訟等に関する対応及び 

社内調査の経過報告(その 2) 

 

 平成 21 年 12 月 29 日に開示いたしましたとおり、当社では、当社の完全子会社である株式会社

SPARKS（以下「SPARKS」と言う。）における訴訟の提起等に関する調査委員会を設置し、SPARKS

における訴訟等の事実究明及びその他滞留債務等把握に努めておりますが、その途中経過につい

てご報告いたします。 

 

１：平成 21 年 12 月末までの対応について 

SPARKS では、平成 21 年 12 月 30 日取締役会を開催し、代表取締役 2 名対し、訴訟の提起及び

支払督促等の損害に対する損失補てんを求め、これを受けて代表取締役 2 名はそれに同意し、同

日 400,000 千円の損失補てんを SPARKS に行うこととなりました。一方、前支配人である和中宣明

は昨年 12 月 20 日より連絡が取れる状況ではないため、平成 21 年 12 月 24 日に SPARKS の支配人

解任を取締役会決議しておりますが、今後の SPARKS の対応といたしましては、懲戒解雇及び損害

賠償請求を行うことを前提に対応していきます。当社の対応といたしましては、和中宣明個人へ

の当社株式の割当は、不当な状況において行われていたと判断し、告訴を前提に対応していきま

す。 

 

２：その他判明した事実について 

社内調査委員会では、SPARKS の会計書類及び会計処理についての調査を行っております。 

これまでの調査の結果、SPARKS 平成 21 年 9 月期決算において計上すべき未払金等で計上され

ていなかったものが判明し、株式交換に先立ち公表した数値と差異が生じております。 

 SPARKS の平成 21 年９月 30 日現在の財務諸表は以下のとおりとなります。 

 

（修正前）      貸借対照表(平成 21 年９月 30 日現在)            (千円) 

資産の部 負債の部 

科目 金額 科目 金額 

流動資産 93,075 流動負債 301,966

固定資産 348,215 固定負債 1,800

合計 303,766

 

 

純資産の部 
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資本金 98,000

資本剰余金 80,000

利益剰余金 △33,995

  

純資産の部 △33,995

資産の合計 447,770 負債・純資産の合計 447,770

 

（修正後）      貸借対照表(平成 21 年９月 30 日現在)            (千円) 

資産の部 負債の部 

科目 金額 科目 金額 

流動資産 101,693 流動負債 613,007

固定資産 287,947 固定負債 6,832

合計 619,839

 

純資産の部 

資本金 98,000

資本剰余金 80,000

利益剰余金 △408,198

 

純資産の部 △230,198

資産の合計 389,641 負債・純資産の合計 389,641

※ 修正後貸借対照表は調査委員会により作成された貸借対照表であり、会計監査を受けたものではありません。 

※ 修正した主な勘定科目といたしましては、流動資産として短期貸付金 79,430 円増。有形固定資産 27,294 千

円減。無形固定資産としての営業権 26,965 千円減と流動負債として短期借入金 176,550 千円増、未払金等

158,362 千円増となります。 

 

（修正前） 損益計算書（平成 20 年 10 月１日から平成 21 年９月 30 日） （千円） 

勘定科目 芸能事業部 宅配中華事業部 合計 

売上高 58,050 1,202,288 1,260,338 

営業損益 628 32,781 33,409 

経常損益 △1,934 △14,148 △16,082 

特別利益 0 20,000 20,000 

特別損失 0 39,846 39,846 

当期純損益 △6,054 △33,995 △40,049 

 

（修正後）損益計算書（平成 20 年 10 月１日から平成 21 年９月 30 日）  （千円） 

勘定科目 芸能事業部 宅配中華事業部 合計 

売上高 6,584 1,134,338 1,141,307 

営業損益 △85,201 △267,577 △352,778 

経常損益 △80,134 △320,430 △400,565 

特別利益 0 20,000 20,000 

特別損失 12,475 3,693 16,168 

当期純損益 △92,789 △308,245 △401,034 

※ 修正後損益計算書は調査委員会により作成された損益計算書であり、会計監査を受けたものではありません。 
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※ 芸能事業部は平成 21 年 10 月１日に第三者へ事業譲渡しております。 

※ 修正した主な勘定科目といたしましては、売上高119,031千円減。販管費172,734千円増の主な内訳として、

業務委託費 74,615 千円、給与手当 34,541 千円、法定福利費 33,763 千円、広告宣伝費 16,515 千円、支払手

数料 16,494 千円となります。なお、修正した販管費には芸能事業部に係る販管費も含まれております。 

 

３：今後の対応について 

 平成 21 年 12 月 25 日以降から、本日までに社内調査委員会の調査により新たに判明した訴訟、

仮差押及び支払督促はございませんでしたが、SPARKS では、昨年 12 月に決算期を 9月から 12 月

に変更しております。そのため社内調査委員会では、引き続き SPARKS の 12 月末決算会計書類の

調査及びその処理の妥当性について調査しており、その調査結果及び株式交換に関する会計処理

についての詳細が判明次第、開示に努めてまいります。なお、訴訟等の相手先及び未計上であっ

た債務及び滞留債務の債権者様に対しては、誠意ある対応を行い、早期解決を目指します。 

 

以  上 


