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平成 22 年９月 21 日 

各 位 

会 社 名  中小企業投資機構株式会社 

代表者名  代 表 取 締 役 社 長  黒 澤  明 宏 

（コード番号 2318） 

問合せ先  取 締 役 管 理 本 部 長  鈴 木  伸 治 

（TEL．06-7732-7892） 

  

（訂正・数値データあり）「平成 22 年７月期決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 

当社は、平成 22 年９月 14 日に開示いたしました「平成 22 年７月期決算短信」に一部訂正がありましたので下記の

とおりお知らせいたします。なお、訂正箇所は下線を付しております。 

 

記 

 

 

【訂正の理由】 

 当社は、日本振興銀行株式会社が平成 22 年９月 10 日付で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、本事象に関しまして会計監査人と協議の結果、日本振興銀行株式会社の株式を保有している投資先に関す

る投資有価証券の見積もりの訂正を行い、投資有価証券評価損 219 百万円を平成 22 年７月期第４四半期の連結・個別財

務諸表に特別損失として追加計上することといたしました。 

 

 

 

【訂正の箇所】 

 

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）・・・・・・・・１ページ 

(1)連結経営成績 

(2)連結財政状態 

 

（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ページ 

(1)個別経営成績 

(2)個別財政状態 

 

１．経営成績 

 (1)経営成績に関する分析・・・・・・・・３ページ 

 (2)財政状態に関する分析・・・・・・・・５ページ 

①資産・負債・純資産の状況 

  ②キャッシュ・フローの状況 

 (5)事業等のリスク・・・・・・・・９ページ 

  ②その他のリスクについて 

  キ 継続企業の前提に関する注記について 

 

４．【連結財務諸表】 

(1)【連結財務諸表】・・・・・・・・14・15 ページ 

(2)【連結損益計算書】・・・・・・・・16 ページ 

(3)【連結株主資本変動計算書】・・・・・・・・17・18 ページ 

(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】・・・・・・・・19 ページ 
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(5)【継続企業の前提に関する注記】・・・・・・・・21 ページ 

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】・・・・・・・・35・38・39 ページ 

 （セグメント情報） 

 （有価証券関係） 

 （１株当たり情報） 

 

５．【連結財務諸表】 

(1)【貸借対照表】・・・・・・・・41・42 ページ 

(2)【損益計算書】・・・・・・・・44 ページ 

(3)【株主資本変動計算書】・・・・・・・・45・46・47 ページ 

(4)【継続企業の前提に関する注記】・・・・・・・・48 ページ 

（１株当たり情報）・・・・・・・・54 ページ 
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【訂正前】 

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） 

(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

 

(2) 連結財政状態  
 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

 
 

(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） 

(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 ― ― 

 

(2) 個別財政状態 

 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
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【訂正後】 

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） 

(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 ― △567 ― 

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 △72 74 ― ― △68.1 △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

 

(2) 連結財政状態  
 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 8,227 1,208 2.8 29 06 

21 年７月期 9,822 2,372 14.6 184 49  
(参考) 自己資本 22 年７月期 226 百万円 21 年７月期 1,438 百万円

 
 

(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） 

(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 ― △610 ― 

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 △78 35 ― ― 

21 年７月期 △402 38 ― ― 

 

(2) 個別財政状態 

 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 4,784 426 8.9 54 72 

21 年７月期 7,045 1,681 23.9 215 74  
(参考) 自己資本 22 年７月期 426 百万円 21 年７月期 1,681 百万円
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【訂正前】 

1. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、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。 

 

【訂正後】 

1. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、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日本振興銀行株式会社の株式

349,999 千円の投資有価証券評価損を追加計上し、また、本事象に関しまして、日本振興銀行株式会社の株式を保有して

いる投資先に関する投資有価証券の見積もりの訂正を行った結果、219,999 千円の投資有価証券評価損を追加計上してお

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 567,039 千円（前年同期は当期純損失 2,446,062 千円）となりました。 
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【訂正前】 

(2) 財政状態に関する分析 

 ①資産・負債・純資産の状況 

(流動資産) 

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。 

 

(固定資産) 

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。 

 

(流動負債) 

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。 

 

(固定負債) 

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。 

 

(純資産) 

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。 

 

 ② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、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。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

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。  
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【訂正後】 

(2) 財政状態に関する分析 

 ①資産・負債・純資産の状況 

(流動資産) 

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。 

 

(固定資産) 

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 3,432,203 千円減少したこと等により、

6,151,799 千円（同 8,610,305 千円、同 2,458,505 千円減）となりました。 

 

(流動負債) 

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。 

 

(固定負債) 

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。 

 

(純資産) 

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

ことにより、1,208,064 千円（同 2,372,940 千円、同 1,164,875 千円減）となりました。これにより、自己資本比率は

2.8％（前期末 14.6％）となりました。 

 

 ② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、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。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

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 526,557 千円となり、投資有価

証券評価損 712,462 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。  
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【訂正前】 

(5) 事業等のリスク 
② その他のリスクについて 
キ 継続企業の前提に関する注記について 

「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。 
 

【訂正後】 

(5) 事業等のリスク 
② その他のリスクについて 
キ 継続企業の前提に関する注記について 

「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 567,039 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。 

 

 



                                    
 

 9

【訂正前】 

(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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【訂正後】 

(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 4,330,401

   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 2,554,532

  固定資産合計 8,610,305 6,151,799

 資産合計 9,822,763 8,227,385
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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 △9,226,776

  自己株式 △13,372 △13,372

  株主資本合計 1,032,767 465,728

 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 1,208,064

負債純資産合計 9,822,763 8,227,385
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【訂正前】 

(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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【訂正後】 

(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 1,291,996 712,462

 貸倒損失 3,147 3,692

 その他 868 31,459

 特別損失合計 3,847,493 913,573

税金等調整前当期純損失（△） △2,411,879 △526,557

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 △567,039
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【訂正前】 

(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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【訂正後】 

(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 △567,039

   連結範囲の変動 11,434 －

   当期変動額合計 △2,434,628 △567,039

  当期末残高 △8,659,737 △9,226,776

 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 △567,039

   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 △567,039

  当期末残高 1,032,767 465,728
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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 △567,039

  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 △1,164,875

 当期末残高 2,372,940 1,208,064
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【訂正前】 

(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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【訂正後】 

(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 △526,557

 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） 1,292,296 712,462

 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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【訂正前】 

(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。 

（略） 

 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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【訂正後】 

(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。 

（略） 

 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

式及び本事象に関しまして、日本振興銀行株式会社の株式

を保有している投資先に関する投資有価証券の見積もり

を訂正し、株式評価減を行ったことにより、当期純損失

567,039 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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【訂正前】 

(セグメント情報) 
１ 事業の種類別セグメント情報 

 
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) 

 

 
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

(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。 
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【訂正後】 

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) 
 

 
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 3,307,274 8,227,385

  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

(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、3,251,876 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。 
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【訂正前】 
(有価証券関係) 

当連結会計年度末(平成 22 年７月 31 日現在) 

 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 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

 

 

【訂正後】 

(有価証券関係) 

当連結会計年度末(平成 22 年７月 31 日現在) 

 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 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 2,185,189

(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
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【訂正前】 
(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。

(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。 

 

 

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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【訂正後】 

(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 29 円 06 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 72 円 74 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。

(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。 

 

 

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 △567,039

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 △567,039

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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【訂正前】 

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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【訂正後】 

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 4,310,471

   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 3,780,161

  固定資産合計 6,311,933 3,800,724

 資産合計 7,045,000 4,784,730
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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 △9,027,330

   利益剰余金合計 △8,416,611 △9,027,330

  自己株式 △13,372 △13,372

  株主資本合計 1,275,893 665,174

 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 1,681,694 426,539

負債純資産合計 7,045,000 4,784,730
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【訂正前】 

(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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【訂正後】 

(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 1,276,353 712,462

 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 3,828,399 907,643

税引前当期純損失（△） △2,638,569 △608,114

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 △610,718

  

 



                                    
 

 36

【訂正前】 

(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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【訂正後】 

(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 △610,718

     当期変動額合計 △2,641,034 △610,718

    当期末残高 △8,416,611 △9,027,330

  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 △610,718

    当期変動額合計 △2,641,034 △610,718

   当期末残高 △8,416,611 △9,027,330
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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 △610,718

   自己株式の取得 △1 －

   当期変動額合計 △1,661,585 △610,718

  当期末残高 1,275,893 665,174

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 △610,718

  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 △1,255,155

 当期末残高 1,681,694 426,539
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【訂正前】 

(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。 

（略） 

 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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【訂正後】 

(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。 

（略） 

 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

式及び本事象に関しまして、日本振興銀行株式会社の株式

を保有している投資先に関する投資有価証券の見積もり

を訂正し、株式評価減を行ったことにより、当期純損失

610,718 千円を計上するにいたりました。 

 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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【訂正前】 

(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。

(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。 

 

 

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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【訂正後】 

(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 54 円 72 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 78 円 35 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。

(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。 

 

 

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 △610,718

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 △610,718

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 

―――             ――― 

 

 

 

 

 

以 上 


