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1.  22年7月期の連結業績（平成21年8月1日～平成22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 ％

22年7月期 16,744 14.0 125 ― △60 ― △347 ―

21年7月期 14,687 △7.5 △472 ― △716 ― △2,446 ―

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 ％ ％ ％

22年7月期 △44.52 ― △36.8 △0.7 0.7
21年7月期 △372.68 ― △125.2 △7.0 △3.2

（参考） 持分法投資損益 22年7月期  △2百万円 21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

22年7月期 8,447 1,428 5.3 57.28
21年7月期 9,822 2,372 14.6 184.49

（参考） 自己資本   22年7月期  446百万円 21年7月期  1,438百万円

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

22年7月期 △46 1,289 △602 1,302
21年7月期 △343 △1,092 1,675 661

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年7月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年7月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年7月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年7月期の連結業績予想（平成22年8月1日～平成23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

7,100 △0.5 150 ― 60 ― △280 ― △35.92

通期 14,600 △12.8 190 52.0 27 ― △480 ― △61.58
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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、28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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年7月期  7,795,456株 21年7月期  7,795,456株

② 期末自己株式数 22年7月期  445株 21年7月期  445株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年7月期の個別業績（平成21年8月1日～平成22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 ％

22年7月期 305 108.5 17 ― △148 ― △390 ―

21年7月期 146 △78.7 △517 ― △745 ― △2,641 ―

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

22年7月期 △50.12 ―

21年7月期 △402.38 ―

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

22年7月期 5,004 646 12.9 82.94
21年7月期 7,045 1,681 23.9 215.74

（参考） 自己資本 22年7月期  646百万円 21年7月期  1,681百万円

※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、実際の業績は、様々なリスク要因や不確実な要素により記載
の予想と異なる場合があります。 

-2-



当連結会計年度におけるわが国の経済は、景気感の下げ止まりからやや上向きの兆しがみられるもの

の、雇用情勢の悪化は続き、個人消費が低迷するなど、依然厳しい状況で推移しました。 

このような状況下、当社グループは、事業再構築のスピードアップを図り、早期の収益の安定化及び

財務体質の健全化を図るとともに、新規子会社の取得による新たな事業を開始しております。 

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

行いました。 

当社グループは、当連結会計年度におきましては、新規連結会社の取得により売上高が増加いたしま

した。また、経費削減効果により販売費及び一般管理費が31,549千円減少し、前連結会計年度の営業損

失から営業利益の計上に転じております。  

営業外損益は、支払利息を218,239千円計上しており、当連結会計年度におきましても経常損失を計

上しておりますが、前連結会計年度に比べて損失額は減少しております。 

また、投資先の個別の損益状況、純資産価値など総合的に評価した結果、投資有価証券評価損を

142,463千円及び投資損失引当金繰入額を92,411千円計上いたしました。なお、平成22年９月に日本振

興銀行株式会社が東京地方裁判所に対して民事再生手続開始の申立てを行ったことを踏まえ、当連結会

計年度におきまして投資有価証券評価損を349,999千円追加計上しております。一方で、こうした有価

証券に関する減損・引当損失の回避、保有資産の有効活用及び財務体質の強化を図るため、当連結会計

年度におきましては、大規模な投資有価証券の売却を実施しております。その結果、投資有価証券売却

損73,497千円を計上したものの、投資有価証券売却益206,091千円、投資損失引当金戻入額107,063千円

の特別利益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16,744,838千円（前年同期比14.0％増）

となり、連結営業利益は125,152千円（前年同期は営業損失472,559千円）、連結経常損失は60,943千円

（前年同期は経常損失716,512千円）、連結当期純損失は347,039千円（前年同期は当期純損失

2,446,062千円）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、大型量販店による産地直接買付けや全国で展開している

「道の駅」等の増加により市場外流通が日増しに増加しており、これらによる市場経由率が低下する

など、市場を取巻く環境は極めて深刻な状況に直面しております。九州地方におきましては、冬は記

録的な暖冬により、過去に例を見ないほどの低単価での推移となりましたが、その後は、梅雨時期の

集中的な豪雨と長雨、更には夏場の猛暑により、集荷量が落ち込んだものの、高単価での推移となり

ました。 

その結果、売上高は14,155,306千円（前年同期比0.03％減）、営業利益は45,539千円（前年同期比

1.8％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
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当連結会計年度における企業経営支援事業は、Ｍ＆Ａ関連事業、コンサルティング事業、財務及び

業務支援事業の拡充を行い、新たに店舗売却・出店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431,081千円、営業利益は23,564千円となりました。 

  

当連結会計年度における食品流通事業は、食品生産者支援事業の拡充に努めております。その結

果、売上高は1,186,555千円、営業利益は13,320千円となりました。 

 なお、株式会社生産者直売のれん会、株式会社八天堂リテイリング、株式会社匠味本舗、株式会社

彩豆堂は、株式譲渡を行い連結の範囲から除外しております。 

  

当連結会計年度における不動産管理事業は、熊青西九州青果株式会社及び株式会社ＳＥＩＳＨＩＮ

が保有する土地及び建物の賃貸による安定した売上高及び営業利益を計上しております。その結果、

売上高は24,000千円、営業利益は20,888千円となりました。 

  

当連結会計年度におけるプリント基板製造販売事業は、プリント基板の設計、製造、販売を行い、

事業の拡充に努めております。 

 その結果、売上高は929,004千円、営業損失は1,478千円となりました。 

  

その他の事業におきましては、システム販売事業が営業損失を計上しております。その結果、売上

高は18,890千円、営業損失は7,290千円となりました。 

  

当社グループは、中小企業に向けた実践的なコンサルティング・ノウハウを活用して、あらゆる側

面から企業の事業サポートを行ってまいります。 

青果卸売事業、不動産管理事業では安定的な収益を確保しつつ、更なる経費削減に努めてまいりま

す。企業経営支援事業におきましては、事業内容の充実を図り売上高の増加に努めてまいります。 

また、新たな収益事業の展開及び新規子会社取得も視野に入れた収益確保も積極的に行ってまいり

ます。 

以上を踏まえて、次期（平成23年７月期）の当社の見通しにつきましては、連結売上高14,600,000

千円、連結営業利益190,000千円、連結経常利益27,000千円、連結当期純損失480,000千円を見込んで

おります。 

上記の予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、実際の業績等は、市

場の変化等により、異なる可能性があります。 

  

② 企業経営支援事業

③ 食品流通事業

④ 不動産管理事業

⑤ プリント基板製造販売事業

⑥ その他の事業

（次期の見通し）
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 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691,497千円増加したこと等によ

り、2,075,585千円（前期末1,212,457千円、前期末比863,127千円増）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、投資有価証券が前期末より3,212,203千円減少したこ

と等により、6,371,799千円（同8,610,305千円、同2,238,505千円減）となりました。 

  

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448,371千円減少したこと等によ

り、5,168,603千円（同5,315,931千円、同147,328千円減）となりました。 

  

当連結会計年度末における固定負債は、繰延税金負債が前期末より276,955千円減少したこと等によ

り、1,850,716千円（同2,133,891千円、同283,174千円減）となりました。 

  

当連結会計年度における純資産は、繰延税金負債控除後の評価・換算差額金等合計額が前期末より

644,561千円減少したこととにより、1,428,064千円（同2,372,940千円、同944,875千円減）となりまし

た。これにより、自己資本比率は5.3％（前期末14.6％）となりました。 

  

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、営業活動による支出46,726

千円、投資活動による収入1,289,534千円、財務活動による支出602,411千円となり、前連結会計年度末

と比べ640,396千円増加いたしました。その結果、当連結会計年度末における資金の残高は1,302,201千

円となりました。 

  

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306,557千

円となり、投資有価証券評価損492,462千円のキャッシュ・フローの増加要因もありましたが、支払利

息217,101千円、投資有価証券売却益135,809千円のキャッシュ・フローの減少があり、46,726千円のキ

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、投資有価証券の売却による収入

1,525,411千円の増加等により、1,289,534千円のキャッシュ・フローの増加となりました。 

  

(2) 財政状態に関する分析

(流動資産)

(固定資産)

(流動負債)

(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)
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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、長期借入れによる収入200,000千円

のキャッシュ・フローの増加要因もありましたが、短期借入金の純増減額428,704千円のキャッシュ・

フローの減少があり、602,411千円のキャッシュ・フローの減少となりました。 

  

継続企業の前提に関する注記について分析・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対策を実施しております。 

当社グループは、これまで培ってきたノウハウを生かし既存事業の強化に取り組んでおります。ま

た、青果卸売事業及び不動産管理事業など安定した収益が確保できる事業に人的及び資金的リソース

を集中し収益基盤の強化を行っております。 

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31,549千円の削減を実施いたしました。これらの経費の圧縮により

会社資源を集中しております。 

当社グループは、保有資産の有効活用及び財務体質の強化を図るため、1,525,411千円の投資有価

証券の売却を行い、資本効率の観点から既存事業の見直による子会社株式の売却等による連結範囲の

見直しも行いました。また、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。 

  

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ており、誠に遺憾ながら無配としております。 

  

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、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、品質が変化するほか、台風、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。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

(3）重要事象について

① 収益基盤の確立

② 経費削減

③ 財務基板の強化

(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
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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いるため、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。

  

融資保証事業は、社内のコーポレート・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、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収益に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、様々な投資機会を捉えて有価証券投資を行っておりますが、投資対象は、未公開株式と上

場株式に大別されます。 

未上場株式に関しては、流動性が低いこと、株式の売却等に至らずに破綻してしまうこと、売却の

場合にも、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こと等のリスクを有

しております。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。 

こうしたリスクを回避するため、投融資を行う際には、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等を行い、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。 

  

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、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。 

  

ウ 地方卸売市場を取巻く環境について

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

キ 資産の減損について
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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)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。 

債務保証 

単位(千円) 

 
  

プリント基板の差別化された技術の確立は、将来の成長と収益確保に必要な条件でありますが、技

術革新への対応に遅れをとったり、研究開発により取得した技術が市場の需要に合致しなかった場合

には、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。 

  

当社グループは、事業の対象となる顧客が小規模の企業が多く売掛金の回収が遅延、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まいります。 

  

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。 

  

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

係らず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。 

  

当社グループは、前連結会計年度及び当連結会計年度におきましても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。 

  

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 内容

中小企業保証機構㈱ 14,898 リース債務

㈱ブリッジ 708,320 借入債務

計 723,219

コ 技術革新の対応について

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

ウ 顧客情報等の管理について

エ 収益基盤の確立について
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当社グループは、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。 

  

当社グループは日本振興銀行株式会社から特殊当座借越契約にて2,950,000千円の融資を受けてお

ります。当該融資に関し期限の利益を有しておりますが、日本振興銀行株式会社が東京地方裁判所に

対して民事再生手続開始の申立てを行ったことを踏まえ、日本振興銀行株式会社からの当社グループ

の借入金の返済に関しまして、資金繰り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2,446,062千円、当連結会計年度347,039千円の当期

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。 

  

当社グループが関連当事者と営業上または金融上の取引を行う場合は、第三者との取引価格、市場価

格、金利や為替等の市場水準を考慮し、第三者との取引に準じた価格等で取引することをその基本方針

としております。また、当社グループと役職員個人との取引はこれを禁止しております。 

  

オ 知的財産権について

カ 特殊当座借越契約について

キ 継続企業の前提に関する注記について

③ 関連当事者との関係に関する基本方針
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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）、連結子会社７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、ユメックス

アイプラス株式会社、株式会社Ｍ＆Ａオークション、株式会社店舗総合研究所（旧 株式会社ＶＬＤ

Ｄ））により構成されております。 

  

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。 

なお、大同印岡山大同青果株式会社は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。 

  

企業経営支援事業は、当社のノウハウや経験を生かしてあらゆる側面から企業の事業サポートを行

っております。 

事業内容として、Ｍ＆Ａ関連事業、財務及び業務支援事業及びコンサルティング事業を強化してま

いりました。 

なお、株式会社Ｍ＆Ａオークションを子会社化したことにより、店舗売却・出店コンサルティング

事業を開始しております。 

  

食品流通事業は、「古き良き日本の食卓」、「失われつつある郷土の食」を守り普及させるため

に、生産者と消費者が商品を直売で購入できる仕組みを提供しております。 

また、駅構内や百貨店における催事等にて商品の販売を行い事業の拡充に努めてまいりました。 

 なお、食品流通事業を営んでおります株式会社生産者直売のれん会、株式会社八天堂リテイリン

グ、株式会社匠味本舗、株式会社彩豆堂は、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。 

  

不動産関連事業は、熊青西九州青果株式会社及び株式会社ＳＥＩＳＨＩＮが所有する不動産の一部

を外部に賃貸しております。 

  

2. 企業集団の状況

① 青果卸売事業

② 企業経営支援事業

③ 食品流通事業

④ 不動産管理事業
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プリント基板製造販売事業は、プリント基板の設計、製造、販売を行っております。 

パターン設計、イニシャル作成、基板製造まで自社工場内でのワンストップ生産が可能であり、Ｑ

ualityの高い短期納期対応を実現しております。 

  

その他事業におきましては、システム販売事業を行っております。 

  

以上の事業の概要を図示すれば、次の「企業系統図」のとおりであります。 

  

［企業系統図］ 

 

  

（注）㈱店舗総合研究所は平成22年５月付で㈱ＶＬＤＤから社名変更しております。 

  

⑤ プリント基板製造販売事業

⑥ その他の事業
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当社グループは、中小企業に向けた実践的なコンサルティング・ノウハウを活用して、あらゆる側面

から企業の事業サポートを行ってまいります。 

 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、Ｍ＆Ａ関連事業、コンサルティング事業、財務及び業務支援事業を強化してまいりました。ま

た、新規連結子会社取得により、積極的に新しい事業への進出も行っております。 

 なお、資本効率の観点から既存事業の見直しを行い株式会社生産者直売のれん会、株式会社八天堂リ

テイリング、株式会社匠味本舗、株式会社彩豆堂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、当連結会計年度に当期純損失を計上しており、安定した収益基盤の確立にはいたっ

ておりません。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、株式価値の向上を行ってまいります。 

  

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。 

イ.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。 

  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。 

 ロ.新規事業への展開強化 

 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。 

  

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、コスト構造の見直しを行い引き

続きコスト削減に努めて財務体質の健全化を図ります。 

  

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

(4) 会社の対処すべき課題

① 財務体質の健全化
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当社グループは、生産性の追求を行い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、開示体制及び内部管理体制につきまして

も強化してまいります。 

  

当社グループは、これまで培ってきたノウハウを生かし既存事業の強化を行い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、経営陣を派遣し積極的に経営に関与するハンズオン型の投資を行う事により、新たな事業にも

進出し収益基盤の確立を進めてまいります。 

  

  

② 組織管理体制の強化

③ 収益基盤の強化
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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21年７月31日)

当連結会計年度
(平成22年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※2 759,305 ※1 1,450,802

受取手形及び売掛金 261,551 481,831

商品及び製品 58,201 36,859

仕掛品 － 20,257

原材料及び貯蔵品 1,539 24,305

短期貸付金 398 399

未収入金 102,489 －

繰延税金資産 － 4,412

その他 31,009 62,692

貸倒引当金 △2,037 △5,976

流動資産合計 1,212,457 2,075,585

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 888,593 900,412

減価償却累計額 △522,640 △556,631

建物及び構築物（純額） ※2 365,953 ※1 343,781

機械装置及び運搬具 309,560 406,293

減価償却累計額 △244,376 △297,381

機械装置及び運搬具（純額） 65,184 108,911

工具、器具及び備品 78,330 83,767

減価償却累計額 △62,339 △70,321

工具、器具及び備品（純額） 15,991 13,446

土地 ※2 2,888,019 ※1 2,888,019

有形固定資産合計 3,335,147 3,354,158

無形固定資産

ソフトウエア 19,503 142,411

のれん － 19,461

その他 89,825 81,235

無形固定資産合計 109,329 243,108

投資その他の資産

投資有価証券 ※1, ※2 7,762,604 ※1 4,550,401

長期貸付金 1,849 1,449

差入保証金 68,628 78,517

破産更生債権等 176,398 101,113

その他 22,299 45,801

貸倒引当金 △175,365 △103,919

投資損失引当金 △2,690,585 △1,898,830

投資その他の資産合計 5,165,828 2,774,532

固定資産合計 8,610,305 6,371,799

資産合計 9,822,763 8,447,385
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年７月31日)

当連結会計年度
(平成22年７月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 124,336 239,764

短期借入金 ※2 4,122,620 ※1 3,674,249

1年内返済予定の長期借入金 ※2 339,404 ※1 297,716

未払金 173,506 303,484

未払法人税等 29,424 48,222

預り金 396,781 398,991

仮受金 － 96,942

賞与引当金 9,186 7,301

債務保証損失引当金 58,351 －

その他 62,320 101,931

流動負債合計 5,315,931 5,168,603

固定負債

長期借入金 ※2 1,050,531 ※1 1,030,313

長期預り金 137,044 133,071

繰延税金負債 882,094 605,139

退職給付引当金 61,420 71,981

役員退職慰労引当金 2,800 5,200

その他 － 5,012

固定負債合計 2,133,891 1,850,716

負債合計 7,449,822 7,019,320

純資産の部

株主資本

資本金 6,389,147 6,389,147

資本剰余金 3,316,730 3,316,730

利益剰余金 △8,659,737 △9,006,776

自己株式 △13,372 △13,372

株主資本合計 1,032,767 685,728

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 405,328 △239,233

評価・換算差額等合計 405,328 △239,233

少数株主持分 934,844 981,569

純資産合計 2,372,940 1,428,064

負債純資産合計 9,822,763 8,447,385
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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20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

売上高 14,687,174 16,744,838

売上原価 13,389,760 14,881,261

売上総利益 1,297,414 1,863,576

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 1,769,974 ※1, ※2 1,738,424

営業利益又は営業損失（△） △472,559 125,152

営業外収益

受取利息 6,419 1,168

受取配当金 1,060 14,131

持分法による投資利益 524 －

雑収入 28,576 40,168

負ののれん償却額 － 17,218

その他 3,777 405

営業外収益合計 40,357 73,093

営業外費用

支払利息 251,890 218,239

株式交付費 7,076 －

持分法による投資損失 881 2,334

雑損失 － 38,163

その他 24,461 452

営業外費用合計 284,310 259,189

経常損失（△） △716,512 △60,943

特別利益

投資有価証券売却益 31,878 206,091

関係会社株式売却益 707,036 －

債務免除益 1,145,124 －

固定資産売却益 － ※3 180

貸倒引当金戻入額 － 87,627

投資損失引当金戻入額 － 107,063

その他 268,086 46,997

特別利益合計 2,152,125 447,960

特別損失

固定資産処分損 ※3 6,773 ※4 49

投資損失引当金繰入額 1,687,277 92,411

投資有価証券売却損 857,429 73,497

投資有価証券評価損 1,291,996 492,462

貸倒損失 3,147 3,692

その他 868 31,459

特別損失合計 3,847,493 693,573

税金等調整前当期純損失（△） △2,411,879 △306,557

法人税、住民税及び事業税 36,978 59,461

法人税等調整額 － △40,669

法人税等合計 36,978 18,791

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,795 21,690

当期純損失（△） △2,446,062 △347,039
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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20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 5,899,422 6,389,147

当期変動額

新株の発行 489,725 －

当期変動額合計 489,725 －

当期末残高 6,389,147 6,389,147

資本剰余金

前期末残高 2,827,005 3,316,730

当期変動額

新株の発行 489,725 －

当期変動額合計 489,725 －

当期末残高 3,316,730 3,316,730

利益剰余金

前期末残高 △6,225,108 △8,659,737

当期変動額

当期純利益 △2,446,062 △347,039

連結範囲の変動 11,434 －

当期変動額合計 △2,434,628 △347,039

当期末残高 △8,659,737 △9,006,776

自己株式

前期末残高 △13,419 △13,372

当期変動額

自己株式の取得 △1 －

自己株式の処分 47 －

当期変動額合計 46 －

当期末残高 △13,372 △13,372

株主資本合計

前期末残高 2,487,900 1,032,767

当期変動額

新株の発行 979,450 －

連結範囲の変動 11,434 －

当期純利益又は当期純損失（△） △2,446,062 △347,039

自己株式の取得 △1 －

自己株式の処分 47 －

当期変動額合計 △1,455,132 △347,039

当期末残高 1,032,767 685,728
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22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 △18,885 405,328

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

424,213 △644,561

当期変動額合計 424,213 △644,561

当期末残高 405,328 △239,233

評価・換算差額等合計

前期末残高 △18,885 405,328

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

424,213 △644,561

当期変動額合計 424,213 △644,561

当期末残高 405,328 △239,233

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 －

当期変動額合計 △102,020 －

当期末残高 － －

少数株主持分

前期末残高 157,892 934,844

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） △2,795 46,725

当期変動額合計 776,951 46,725

当期末残高 934,844 981,569

純資産合計

前期末残高 2,728,927 2,372,940

当期変動額

新株の発行 979,450 －

連結範囲の変動 11,434 －

当期純利益又は当期純損失（△） △2,446,062 △347,039

自己株式の取得 △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） 319,398 △597,836

当期変動額合計 △355,986 △944,875

当期末残高 2,372,940 1,428,064
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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20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22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損失（△） △2,411,879 △306,557

減価償却費 94,737 128,681

株式交付費 7,076 －

負ののれん償却額 － △17,218

のれん償却額 － 2,414

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23,409 △68,842

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,097 △1,884

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,517 10,560

投資損失引当金の増減額（△は減少） 1,684,098 9,305

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 58,351 △58,351

受取利息及び受取配当金 △7,479 △15,300

支払利息 251,890 218,239

持分法による投資損益（△は益） 357 2,334

匿名組合投資損益（△は益） － 28,271

投資有価証券売却損益（△は益） 825,551 △135,809

投資有価証券評価損益（△は益） 1,292,296 492,462

子会社株式売却損益（△は益） △707,036 △504

固定資産除売却損益（△は益） 6,773 △130

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） △46,919 △151,676

たな卸資産の増減額（△は増加） 27,738 37,777

仕入債務の増減額（△は減少） △39,897 45,440

その他 86,255 △12,731

小計 △48,700 206,479

利息及び配当金の受取額 7,679 15,198

利息の支払額 △256,798 △217,101

法人税等の支払額 △46,032 △51,303

営業活動によるキャッシュ・フロー △343,851 △46,726
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７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 △83,000 △95,814

定期預金の払戻による収入 － 49,713

短期貸付金の増減額（△は増加） 1,250 3,500

長期貸付金の回収による収入 3,455 1,398

破産更生債権等の回収による収入 － 86,678

有形固定資産の取得による支出 △15,931 △40,049

無形固定資産の取得による支出 △6,107 △76,115

有形固定資産の売却による収入 366 420

投資有価証券の取得による支出 △3,305,780 △395,262

投資有価証券の売却による収入 926,843 1,525,411

子会社株式の取得による支出 △300 －

子会社株式の売却による収入 1,400,000 －

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 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

－ △12,713

新規連結子会社取得による収入 － 87,780

関係会社株式の取得による支出 △7,000 －

関係会社株式の売却による収入 － 7,000

その他 △30,487 147,587

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,092,312 1,289,534

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） 2,539,301 △428,704

長期借入れによる収入 305,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △1,474,139 △366,906

社債の償還による支出 △8,000 －

株式の発行による収入 312,923 －

自己株式の取得による支出 △1 －

配当金の支払額 △56 －

その他 － △6,801

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,675,027 △602,411

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 238,863 640,396

現金及び現金同等物の期首残高 422,942 661,805

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 661,805 ※1 1,302,201
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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20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

 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 

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 

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。

 当社グループは、平成21年7月期に当期純損失を計上

しております。 

 平成22年7月期におきましては、平成22年9月に日本振

興銀行株式会社が、東京地方裁判所に対して民事再生手

続開始の申立てを行ったことを踏まえ、平成22年7月期

にて当社が保有しております日本振興銀行株式会社の株

式評価減を行ったことにより、当期純損失347,039千円

を計上するにいたりました。

 当社グループは日本振興銀行株式会社から特殊当座借

越契約にて2,950百万円の融資を受けております。当該

融資に関し期限の利益を有しておりますが、契約期間が

平成22年11月30日となっており、日本振興銀行株式会社

からの当社グループの借入金の返済に関しまして、資金

繰りに影響を与える可能性があります。

 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。

１．収益基盤の強化

 当社グループは、これまで培ってきたノウハウを生

かし既存事業の強化に取り組んでおります。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

基盤の強化を進めてまいります。

２．財務基盤の強化

 当社グループは、保有資産の有効活用及び財務体質

の強化を図るため、1,525,411千円の投資有価証券の

売却を行っております。

 また、事業の選択と集中により事業の選別を行い、

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。

 しかし、日本振興銀行株式会社が東京地方裁判所に対

して民事再生手続開始の申立てを行ったことを受けて、

今後の日本振興銀行株式会社の経営方針の動向により、

当社グループの借入金に対しての継続の不透明性があ

り、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。

 なお、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。
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前連結会計年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

 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20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22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   ４社 

  主要な連結子会社の名称 

   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㈱

 アイティヴィション㈱（旧ビービ

ーネットＩＴスタッフ㈱）は平成20

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。  

 ㈱星辰は平成20年８月26日付で㈱

ＳＥＩＳＨＩＮに商号変更しており

ます。  

 西九州ハートフルサービス㈱は平

成21年７月17日に新たに設立したた

め、連結の範囲に含めております。

(1) 連結子会社の数   ７社 

  主要な連結子会社の名称 

   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㈱ 

   ユメックスアイプラス㈱ 

   ㈱Ｍ＆Ａオークション 

   ㈱店舗総合研究所 

   (旧 ㈱ＶＬＤＤ)

 ㈱生産者のれん会、㈱八天堂リテ

イリング、㈱匠味本舗、㈱彩豆堂は

平成22年７月31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。  

 ㈱ＶＬＤＤは平成22年５月１日付

で㈱店舗総合研究所に商号変更して

おります。  

 

(2) 主要な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

(2) 主要な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。

  (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。

   

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 

  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。 

 大同印岡山大同青果㈱は平成20年

11月12日の株式取得により、持分法

適用の範囲に含めております。

(1) 持分法適用の関連会社  

 該当ありません。

 大同印岡山大同青果㈱は平成22年

７月23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

(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
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

  (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。

   ㈱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。

  (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。

   

(3) 持分法非適用の関連会社

  該当事項はありません。

(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。

       同左

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
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

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

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

（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 

 （リース資産を除く）

  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      ９年～13年

  工具器具備品    ３年～15年

  建物及び構築物   ８年～50年

  機械装置      ６年～13年

  工具器具備品    ３年～15年

② 無形固定資産 

（リース資産を除く）

  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。

② 無形固定資産 

（リース資産を除く）

  ソフトウェア

同左

  
 
 

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。

③ リース資産

同左

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。

――

中小企業投資機構㈱（2318)　平成22年７月期決算短信

-25-



項目
前連結会計年度

(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22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。

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91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

2,171,235千円の投資を行っており

ますが、このうち78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1,898,830千円を計上して

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。

③ 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。

④ 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。

⑤ 賞与引当金

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

 (5) 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

 (6) 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 のれん及び負ののれんに

関する事項

       ――― のれんについては原則として10年間で

均等償却しております。

７ 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20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22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・リース取引のうち、リー

ス取引開始日が平成20年７月31日以前のものについて

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19年３月30日改正)を当連結会計

年度より適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会

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20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

（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、前連結会計年

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。

（連結貸借対照表）

 前連結会計年度まで流動資産において区分掲記してお

りました「未収入金」は、総資産の総額の100分の５以

下となったため、流動資産の「その他」に含めて表示す

ることにしました。 

  

 

  

 

  

 

（連結損益計算書）

 前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて

表示しておりました「雑損失」は、営業外費用の総額の

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「雑損失」の金額は

24,210千円であります。 

 前連結会計年度まで特別利益の「その他」に含めて表

示しておりました「貸倒引当金戻入額」は、特別利益の

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「貸倒引当金戻入額」

の金額は10,786千円であります。 
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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21年７月31日)

当連結会計年度 
(平成22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 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。

現金及び預金 50,000千円

建物 294,031千円

土地 2,888,019千円

投資有価証券 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 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

 

※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 77,000千円

建物 266,679千円

土地 2,888,019千円

投資有価証券 1,367,941千円

関係会社株式 1,217,482千円

 合計 5,817,122千円

 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 3,324,249千円

一年内返済予定の長期借入金 188,208千円

長期借入金 938,417千円

 合計 4,450,874千円

 ３ 偶発債務  ２ 偶発債務

  (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
 

  (1) 債務保証

保証先 金額(千円) 内容

中小企業保証機構㈱ 14,898 リース債務

㈱ブリッジ 708,320 借入債務

 計 723,219

  (2)保証業務に係る保証債務残高

保証債務 288,230千円

債務保証損失引当金 △58,351千円

 保証債務残高 229,878千円

           ―――

     

 

  (2) 手形割引及び裏書譲渡高

受取手形割引高 44,000千円

受取手形裏書譲渡高 60,056千円

 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

 ３ 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

5,673,000千円

借入実行残高 3,463,000千円

差引額借入未実行残高 2,210,000千円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22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 482,455千円

減価償却費 34,856千円

※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 523,991千円

減価償却費 46,525千円

賞与引当金繰入額 11,132千円

退職給与引当金繰入額 12,960千円

貸倒引当金繰入額 5,556千円

※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 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

ソフトウエア 180千円

 固定資産売却益 計 180千円

※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
 

※４ 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

車両運搬具 49千円

 固定資産処分損 計 49千円
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前連結会計年度(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。 

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。 

  

(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、２) 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、３) 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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当連結会計年度(自 平成21年８月１日 至 平成22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 

 
  

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当すべき事項はありません。 

  

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 7,795,456 ― ― 7,795,456

合計 7,795,456 ― ― 7,795,456

自己株式

 普通株式 445 ― ― 445

合計 445 ― ― 445

(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20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22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 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

※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 1,450,802

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △148,600

現金及び現金同等物 1,302,201
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前連結会計年度(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、 

               融資保証事業、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

での余資運用資金(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

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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当連結会計年度(自 平成21年８月１日 至 平成22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 

青果卸売事業………………………青果、果実を扱う地方卸売場の運営 

企業経営支援事業…………………融資保証事業、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 

食品流通事業………………………食品生産者支援事業 

不動産管理事業……………………土地及び建物の賃貸 

プリント基板製造販売事業………プリント基板の設計、製造、販売 

その他の事業………………………システム販売事業等 

３ 前連結会計年度に開示しておりました店舗企画・設計事業は運営事業の売却を行いました。 

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、3,821,876千円であり、その主なものは当社

での余資運用資金(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。 

５ のれん償却費はついては、減価償却費に含めております。 

６ 事業区分の変更 

 事業区分の変更については、従来、システム販売に係る事業は「システム販売事業」に含めておりました

が、事業の縮小を行い今後もこの傾向が予想されるため、当連結会計年度より「その他の事業」に含めて区

分表示することに変更しました。また、従来、食品流通事業、不動産管理事業は、「その他の事業」に含め

ておりましたが、当該事業の営業利益が営業利益の生じているセグメントの営業利益の合計額の10％以上と

なったため、当連結会計年度よりそれぞれ「食品流通事業」「不動産管理事業」として区分掲記することに

変更しました。プリント基板製造販売事業は、「その他の事業」に含めておりましたが、当該事業の営業利

益が営業損失の生じているセグメントの営業損失の合計額の10％以上となったため、当連結会計年度より

「プリント基板製造販売事業」として区分掲記することに変更しました。 

 なお、前連結会計年度において当連結会計年度の事業区分によった場合の種類別セグメント情報は、次の

とおりであります。 

  

青果卸売事
業 

(千円)

企業経営支
援 

事業 
(千円)

食品流通事
業 

(千円)

不動産管理
事業 

(千円)

プリント基
板製造販売

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

14,155,306 431,081 1,186,555 24,000 929,004 18,890 16,744,838 ― 16,744,838

 (2) セグメント間の内 
  部売上高又は振替高

― 200 ― 6,285 ― 2,560 9,046 (9,046) ―

計 14,155,306 431,281 1,186,555 30,285 929,004 21,451 16,753,884 (9,046) 16,744,838

  営業費用 14,109,766 407,716 1,173,234 9,396 930,482 28,742 16,659,339 (39,653) 16,619,685

  営業利益又は 
  営業損失(△)

45,539 23,564 13,320 20,888 △1,478 △7,290 94,545 30,607 125,152

Ⅱ 資産、減価償却費及 
  び資本的支出

  資産 3,940,716 137,884 ― 361,657 270,932 208,920 4,920,110 3,527,274 8,447,385

  減価償却費 60,902 29,586 11,965 ― 21,320 ― 123,774 7,321 131,095

  資本的支出 49,604 36,564 86,923 ― 19,404 ― 192,498 550 193,048
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前連結会計年度及び当連結会計年度において、在外子会社及び重要な在外支店がないため、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。 

  

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)

企業経営支
援事業 
(千円)

その他事業
(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

― 80,547 14,159,615 ― 447,011 14,687,174 ― 14,687,174

 (2) セグメント間の内 
  部売上高又は振替高

― 817 ― ― 7,936 8,753 (8,753) ―

計 ― 81,364 14,159,615 ― 454,947 14,695,927 (8,753) 14,687,174

  営業費用 ― 108,729 14,113,225 ― 955,704 15,177,659 (17,925) 15,159,734

  営業利益又は 
  営業損失(△)

― △27,364 46,389 ― △500,756 △481,731 9,171 △472,559

Ⅱ 資産、減価償却費及 
  び資本的支出

  資産 ― ― 3,917,336 ― 1,639,673 5,557,010 4,265,752 9,822,763

  減価償却費 ― 392 65,786 ― 19,580 85,759 8,977 94,737

  資本的支出 ― ― 5,577 ― 9,281 14,858 9,086 23,944

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 

  

 
  

(有価証券関係)

前連結会計年度末(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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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21年８月１日 至 平成22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22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 587,721 723,389 135,668

(2) 債券 － － －

(3) その他 － － －

小計 587,721 723,389 135,668

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 956,943 651,895 △305,147

(2) 債券 － － －

(3) その他 － － －

小計 956,943 651,895 △305,147

合計 1,544,664 1,375,285 △169,378

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

1,525,411 206,091 73,497

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 2,405,189

(2) 満期保有目的の債券

  非上場内国債券 5,000

(3) その他 764,925

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 － 5,000 － －
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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)

当連結会計年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

 
１株当たり純資産額 184円49銭 １株当たり純資産額 57円28銭

 
１株当たり当期純損失金額 372円68銭 １株当たり当期純損失金額 44円52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、潜在株式が存在しない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20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

当期純損失(△)(千円) △2,446,062 △347,039

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) △2,446,062 △347,039

期中平均株式数(株) 6,563,510.86 7,795,011

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

      ―――       ―――
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(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、金融商品、賃貸

等不動産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。 

  

(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

（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％

（株式譲渡による子会社の異動）

 当社は、平成22年８月31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株式を売却

することを決議いたしました。

１ 株式を譲渡した子会社の概要  

 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    埼玉県深谷市折之口1817  

 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 株式の譲渡先の概要  

 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  

  

 ①氏名       静井 拓人 

３ 株式の譲渡日   平成22年９月15日  

４ 譲渡株式の状況  

 ①譲渡株式数    1,000株 

（ユメックスアイプラス株式会社：500株、静井拓人

氏：500株） 

 ②譲渡価額     80,000千円  

（ユメックスアイプラス株式会社：40,000千円、静井拓

人氏：40,000千円） 

 ③譲渡後の持分比率 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21年７月31日)

当事業年度
(平成22年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 613,565 947,697

売掛金 4,506 2,858

商品 0 0

前払費用 6,134 4,110

未収入金 98,291 －

その他 11,201 29,532

貸倒引当金 △631 △193

流動資産合計 733,066 984,005

固定資産

有形固定資産

建物 21,225 21,225

減価償却累計額 △4,310 △7,710

建物（純額） 16,914 13,515

車両運搬具及び工具器具備品 7,708 7,708

減価償却累計額 △6,246 △6,775

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 1,461 933

有形固定資産合計 18,376 14,448

無形固定資産

ソフトウエア 8,702 5,859

電話加入権 255 255

無形固定資産合計 8,957 6,114

投資その他の資産

投資有価証券 7,736,933 4,530,471

関係会社株式 1,217,482 1,332,742

長期前払費用 － 916

差入保証金 19,735 19,660

破産更生債権等 172,523 93,990

その他 － 19,145

貸倒引当金 △171,490 △97,934

投資損失引当金 △2,690,585 △1,898,830

投資その他の資産合計 6,284,598 4,000,161

固定資産合計 6,311,933 4,020,724

資産合計 7,045,000 5,004,730
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（単位：千円）

前事業年度
(平成21年７月31日)

当事業年度
(平成22年７月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 338 －

短期借入金 3,532,620 2,956,500

1年内返済予定の長期借入金 224,192 120,000

未払金 6,775 7,190

未払費用 16,546 19,934

未払法人税等 14,615 14,220

前受金 16,025 2,313

預り金 386,863 386,843

前受収益 1,075 1,075

仮受金 － 96,942

債務保証損失引当金 58,351 －

その他 － 7,969

流動負債合計 4,257,403 3,612,987

固定負債

長期借入金 810,000 690,000

繰延税金負債 295,901 55,203

固定負債合計 1,105,901 745,203

負債合計 5,363,305 4,358,191

純資産の部

株主資本

資本金 6,389,147 6,389,147

資本剰余金

資本準備金 2,190,293 2,190,293

その他資本剰余金 1,126,437 1,126,437

資本剰余金合計 3,316,730 3,316,730

利益剰余金

繰越利益剰余金 △8,416,611 △8,807,330

利益剰余金合計 △8,416,611 △8,807,330

自己株式 △13,372 △13,372

株主資本合計 1,275,893 885,174

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 405,801 △238,635

評価・換算差額等合計 405,801 △238,635

純資産合計 1,681,694 646,539

負債純資産合計 7,045,000 5,004,730
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(2)【損益計算書】

（単位：千円）

前事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当事業年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

売上高

商品売上高 93,123 21,451

その他の事業収入 53,396 284,010

売上高合計 146,520 305,462

売上原価

商品売上原価 86,547 17,833

その他の事業原価 56,347 －

売上原価合計 142,894 17,833

売上総利益 3,625 287,628

販売費及び一般管理費

役員報酬 22,666 18,933

給料 126,171 60,445

法定福利費 19,649 －

旅費及び交通費 15,347 －

支払手数料 217,592 87,373

賃借料 27,242 －

業務委託費 16,814 18,242

減価償却費 9,889 7,404

その他 66,176 78,101

販売費及び一般管理費合計 521,550 270,501

営業利益又は営業損失（△） △517,924 17,127

営業外収益

受取利息 7,871 879

受取配当金 686 13,710

業務受託料 12,728 31,000

雑収入 11,539 6,563

その他 3,098 －

営業外収益合計 35,923 52,152

営業外費用

支払利息 223,828 177,583

株式交付費 7,076 －

その他 32,773 40,224

営業外費用合計 263,678 217,808

経常損失（△） △745,678 △148,528
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（単位：千円）

前事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当事業年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

特別利益

投資有価証券売却益 31,878 206,091

関係会社株式売却益 482,121 －

貸倒引当金戻入額 － 83,582

投資損失引当金戻入額 － 107,063

債務免除益 1,145,124 －

受取違約金 200,000 －

その他 76,384 51,319

特別利益合計 1,935,508 448,057

特別損失

固定資産処分損 6,760 －

投資有価証券売却損 857,429 73,497

投資有価証券評価損 1,276,353 492,462

関係会社株式評価損 300 －

投資損失引当金繰入額 1,684,098 92,411

貸倒損失 3,147 －

その他 310 29,271

特別損失合計 3,828,399 687,643

税引前当期純損失（△） △2,638,569 △388,114

法人税、住民税及び事業税 2,465 2,604

法人税等合計 2,465 2,604

当期純損失（△） △2,641,034 △390,718
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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20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当事業年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 5,899,422 6,389,147

当期変動額

新株の発行 489,725 －

当期変動額合計 489,725 －

当期末残高 6,389,147 6,389,147

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,700,568 2,190,293

当期変動額

新株の発行 489,725 －

当期変動額合計 489,725 －

当期末残高 2,190,293 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 2,827,005 3,316,730

当期変動額

新株の発行 489,725 －

当期変動額合計 489,725 －

当期末残高 3,316,730 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 △5,775,577 △8,416,611

当期変動額

当期純損失（△） △2,641,034 △390,718

当期変動額合計 △2,641,034 △390,718

当期末残高 △8,416,611 △8,807,330

利益剰余金合計

前期末残高 △5,775,577 △8,416,611

当期変動額

当期純損失（△） △2,641,034 △390,718

当期変動額合計 △2,641,034 △390,718

当期末残高 △8,416,611 △8,807,330
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（単位：千円）

前事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当事業年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

自己株式

前期末残高 △13,371 △13,372

当期変動額

自己株式の取得 △1 －

当期変動額合計 △1 －

当期末残高 △13,372 △13,372

株主資本合計

前期末残高 2,937,478 1,275,893

当期変動額

新株の発行 979,450 －

当期純損失（△） △2,641,034 △390,718

自己株式の取得 △1 －

当期変動額合計 △1,661,585 △390,718

当期末残高 1,275,893 885,174

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △18,522 405,801

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

424,323 △644,436

当期変動額合計 424,323 △644,436

当期末残高 405,801 △238,635

評価・換算差額等合計

前期末残高 △18,522 405,801

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

424,323 △644,436

当期変動額合計 424,323 △644,436

当期末残高 405,801 △238,635

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 －

当期変動額合計 △102,020 －

当期末残高 － －
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（単位：千円）

前事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当事業年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

純資産合計

前期末残高 3,020,976 1,681,694

当期変動額

新株の発行 979,450 －

当期純損失（△） △2,641,034 △390,718

自己株式の取得 △1 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 322,303 △644,436

当期変動額合計 △1,339,281 △1,035,155

当期末残高 1,681,694 646,539
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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20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当事業年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

 当社は、平成18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。当事業年度におきましても517,924

千円の営業損失、2,641,034千円の当期純損失を計上し

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。 

 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 

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 

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。

 当社は、平成21年7月期に当期純損失を計上しており

ます。 

 平成22年7月期におきましては、平成22年9月に日本振

興銀行株式会社が、東京地方裁判所に対して民事再生手

続開始の申立てを行ったことを踏まえ、平成22年7月期

にて当社が保有しております日本振興銀行株式会社の株

式評価減349,999千円を計上しております。

 当社は日本振興銀行株式会社から特殊当座借越契約に

て2,800百万円の融資を受けております。当該融資に関

し期限の利益を有しておりますが、契約期間が平成22年

11月30日となっており、日本振興銀行株式会社からの当

社の借入金の返済に関しまして、資金繰りに影響を与え

る可能性があります。

 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。 

 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。

１．収益基盤強化

 当社は、これまで培ってきたノウハウを生かし既存

事業の強化に取り組んでおります。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基盤の強

化を進めてまいります。

２．財務基盤の強化

 当社は、保有資産の有効活用及び財務体質の強化を

図るため、1,525,411千円の投資有価証券の売却を行

っております。また、事業の選択と集中により事業の

選別を行い、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。

 しかし、日本振興銀行株式会社が東京地方裁判所に対

して民事再生手続開始の申立てを行ったことを受けて、

今後の日本振興銀行株式会社の経営方針の動向により、

当社の借入金に対しての継続の不透明性があり、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。

 なお、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。
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前事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当事業年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

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。

 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財務諸表には反映してお

りません。
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(5)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当事業年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1)子会社株式及び関連会社株式

 移動平均法による原価法を採用して

おります。

(1)子会社株式及び関係会社株式

 移動平均法による原価法を採用して

おります。

(2)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。

(2)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

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）

 当事業年度より「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。

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

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1)有形固定資産

（リース資産を除く）

 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         10年～15年 

 工具器具備品     ３年～８年

同左 

同左

(2)無形固定資産

 ソフトウェア

（リース資産を除く）

 (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。

(2)無形固定資産

 ソフトウェア

（リース資産を除く）

同左
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項目
前事業年度

(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当事業年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

(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。

(3)リース資産

       同左

(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

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。

――

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。 

 当事業年度末において、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。当事業年度末において投資先

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。

(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。 

 当事業年度末において、システム

等の販売先企業91社に対して合計

2,171,235千円の投資を行っており

ます。このうち当事業年度末におい

て78社に関しては、投資損失引当金

1,898,830千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。
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項目
前事業年度

(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当事業年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

６ 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20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当事業年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22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・リース取引のうち、リー

ス取引開始日が平成20年７月31日以前のものについて

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方法に準じた会計

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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(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20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当事業年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

 
１株当たり純資産額 215円 74銭 １株当たり純資産額 82円 94銭

 
１株当たり当期純損失金額 402円 38銭 １株当たり当期純損失金額 50円 12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、潜在株式が存在しない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20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当事業年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

当期純損失(△)(千円) △2,641,034 △390,718

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) △2,641,034 △390,718

期中平均株式数(株) 6,563,510.86 7,795,011

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

―――             ―――
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(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成20年８月１日
至 平成21年７月31日)

当事業年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

（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％

（株式譲渡による子会社の異動）

 当社は、平成22年８月31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株式を譲渡

することを決議いたしました。

１ 株式を譲渡した子会社の概要 

 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    埼玉県深谷市折之口1817 

 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 株式の譲渡先の概要  

 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   

  

 ①氏名       静井 拓人 

３ 株式の譲渡日   平成22年９月15日  

４ 譲渡株式の状況  

 ①譲渡株式数    1,000株 

（ユメックスアイプラス株式会社：500株、静井拓人

氏：500株） 

 ②譲渡価額     80,000千円  

（ユメックスアイプラス株式会社：40,000千円、静井拓

人氏：40,000千円） 

 ③譲渡後の持分比率 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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