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1.  平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年11月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年2月期第3四半期 7,481 △19.5 △31 ― △40 ― △168 ―
22年2月期第3四半期 9,299 ― △313 ― △360 ― △485 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年2月期第3四半期 △0.70 ―
22年2月期第3四半期 △2.02 ―

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

23年2月期第3四半期 9,139 6,442 40.9 15.57
22年2月期 9,413 6,621 41.5 16.27

（参考） 自己資本   23年2月期第3四半期  3,735百万円 22年2月期  3,903百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年2月期 ― 0.00 ―
23年2月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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

通期 10,556 △18.1 123 ― 100 ― △39 ― △0.17



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期連結会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビューが実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因に
より予想値と異なる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年2月期3Q 239,935,000株 22年2月期  239,935,000株
② 期末自己株式数 23年2月期3Q  6,693株 22年2月期  6,543株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q 239,928,323株 22年2月期3Q 239,930,295株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間（平成22年３月１日から平成22年11月30日まで）における我が国経済は、中国を中心と

した新興国の景気上昇による生産及び輸出の増加、企業コスト削減や在庫調整の効果により景気は回復の兆しがみら

れるものの、円高の進行や欧米の景気減速の影響、雇用環境の悪化や所得低迷の長期化で自律回復の動きは弱く、引

き続き厳しい状況で推移いたしました。 

このような経済情勢の下、 当社グループは当社及び連結子会社４社で構成され、グループ各社が引き続きキャッ

シュ・フローを重視し、コストの削減に努め、収益力の向上に取り組んでまいりました。 

当社グループのコストの削減については、当第３四半期連結累計期間における販売費及び一般管理費は18億53百万

円、前年同期比８億36百万円の減少となりました。 

当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は74億81百万円（前年同期比19.5％減）と前年同期に比べ減少となり

ましたが、損益面におきましては営業損失31百万円（前年同期は３億13百万円の営業損失）、経常損失40百万円（前

年同期は３億60百万円の経常損失）、四半期純損失は１億68百万円（前年同期は４億85百万円の四半期純損失）と前

年同期に比べ改善いたしました。 

事業の種類別セグメントの当第３四半期連結累計期間の業績は次のとおりであります。 

  

（婦人子供服販売事業） 

婦人子供服販売事業におきましては、消費者の節約志向は依然として強く、前年度に行った不採算店舗閉鎖の影響

もあり、８月から９月にかけて記録的な猛暑と残暑が続くなど天候不順の影響を受け、全般的に低迷が続く厳しい状

況となりました。 

この結果、婦人子供服販売事業の売上高は、昨年度に行った不採算店舗閉鎖の影響もあり、売上規模は大幅に縮小

し、10億61百万円（前年同期比52.3％減）となりました。損益面では、不採算店舗閉鎖による収益率向上、経費削減

効果により、営業損失22百万円（前年同期は68百万円の営業損失）と前年同期と比べると改善致しました。 

  

（ＰＣ販売事業） 

ＰＣ販売事業におきましては、新ＯＳ「windouws７」、新ＣＰＵ、３Ｄ機能、ブルーレイディスク対応の高性能パ

ソコンが発売されたことから、パソコンの販売単価は前年を上回りました。しかしながら、ミニノートパソコンの需

要が一巡したことにより、パソコンの販売台数は前年度を下回ることとなりました。またスマートフォン

（「iphone4」や「Ｘperia」)の販売を強化致しましたが、エコポイント制度の変更による薄型テレビの需要が引き

続きあった事などから、エコポイント制度対象商品の取り扱いの少ない当社連結子会社は、パソコン関連商品の販売

の減少の影響を受け、計画には及びませんでした。 

サービス面では月額会員制保守サービス（プレミアムサービス）においてインターネットを利用することにより、

いつどこで発生するかわからない地震情報を震度１から受信設定が可能な緊急地震速報をお知らせするサービスを昨

年の３月より開始しております。また、引き続きお客様の「困った」を解決するパソコンクリニックサービスを強化

しております。  

この結果、ＰＣ販売事業の売上高は39億45百万円（前年同期比7.6％減）、営業利益は８百万円（前年同期は37百

万円の営業利益）となりました。 

  

（不動産事業） 

不動産事業につきましては、㈱オーエー・システム・プラザが行っております不動産賃貸業につきましては、計画

通りに推移しております。  

また、㈱プロジェ・ホールディングスが行っております「完成物件の買取り、再販事業」につきましては、平成21

年11月（一部は平成22年１月）に購入した物件（東京都大田区 マンション19戸。平成22年２月末時点の残戸10戸)

は全て販売・引渡しとなりました。また、平成22年１月に購入した物件(東京都荒川区 マンション11戸。平成22年

２月末時点の残戸10戸)も全て販売・引渡となりました。平成22年３月には同物件内のマンション７戸も追加で購入

し、こちらも全て販売・引渡しとなりました。これにより、「完成物件の買取り、再販事業は」全戸完売となりまし

た。さらには、平成19年１月に株式会社グローバルコーポレーション（現在特別清算手続中)にて取得していた土地

(福岡県福岡市)も７月に売却し、平成22年６月に購入した東京都世田谷区の物件(戸建１戸)も９月に販売・引渡しい

たしました。 

この結果、不動産販売事業の売上高は19億34百万円（前年同期比230.2％増) 、営業利益78百万円(前年同期は54百

万円の営業利益)となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（繊維事業）  

 繊維事業につきましては、紡績糸は綿花高から仕入価額が上昇し、端境期と相まって荷動きは低調に推移しまし

た。テキスタイルにつきましては、ニット部門の生地がホームウェア用に使用されたことや、アパレル向け素材の衣

料用途への提案強化に努めた結果堅調に推移いたしました。 

 全体的には経費面でのコスト削減効果もあり、営業損益面では改善となりましたがアパレル部門における取引先の

自己破産および織物部門からの撤退による在庫処理に伴う特別損失１億13百万円を計上いたしました。  

 この結果、繊維事業の売上高は５億42百万円(前年同期比6.0％減),営業損失13百万円(前年同期は１億10百万円の

営業損失)となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 ①資産、負債及び純資産の状況  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、91億39百万円と前連結会計年度末に比べ２億73百万円の減少となりまし

た。これは主に現金及び預金が１億83百万円の減少、受取手形及び売掛金が60百万円の増加、仕掛販売用不動産が４

億60百万円の増加、販売用不動産の７億10百万円の減少、その他流動資産が３億41百万円の減少、有形固定資産の83

百万円の減少、投資有価証券が23百万円の減少、差入保証金が54百万円の減少、不動産事業出資金が７億円増加した

こと等によるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の負債総額は26億97百万円と前連結会計年度末に比べ93百万円の減少となりました。

これは主に支払手形及び買掛金が42百万円の増加、短期借入金が28百万円の減少、未払法人税等が13百万円の減少、

店舗閉鎖損失引当金の48百万円の減少、その他流動負債が１億30百万円の増加、長期借入金が87百万円減少したこと

等によるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末における純資産総額は前連結会計年度末に比べ１億79百万減少し、64億42百万円とな

りました。これは主に利益剰余金が１億68百万円減少したこと等によるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況  

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、19億66百万円となりまし

た。 

当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間における営業活動による資金収支は５億16百万円の支出となりました。これは主に、税

金等調整前四半期純損失２億10百万円、減価償却費37百万円、減損損失57百万円、支払利息25百万円、売上債権の増

加額60百万円、たな卸資産の減少額３億10百万円、不動産事業出資金の増加額７億円、仕入債務の増加額42百万円、

店舗閉鎖損失引当金の減少額48百万円、貸倒引当金の増加額39百万円、その他流動資産の増加額74百万円、その他流

動負債の増加額１億32百万円、法人税等の支払額28百万円などによるものです。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金収支は２億19百万円の収入となりました。これは主に、差

入保証金の回収による収入２億47百万円と差入保証金の差入による支出29百万円などによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金収支は１億24百万円の支出となりました。これは主に、長

期借入金の返済による支出１億15百万円などによるものです。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年２月期の連結業績予想につきましては、平成22年10月５日に発表いたしました業績予想から変更はありま

せん。 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

ａ 固定資産の減価償却の算定方法 

  定率法を採用している資産につきましては、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

  によっております。  

ｂ 棚卸資産の評価方法 

  当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出については、実施棚卸を省略し、前連結会計年度末の実施棚卸高

  を基礎として、合理的な方法により算定する方法によっております。また、棚卸資産の簿価切下げに関しては

  収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

ｃ 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第３四半期の連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

  られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。  

ｄ 経過勘定項目の算定方法  

    一部の連結子会社における経過勘定項目等については、金額に重要性がなく、かつ財務諸表利用者の判断を誤

  らせない範囲において合理的な算定方法による会計処理を行っております。 

ｅ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度以降に経営環境等、かつ一時差異の発生状況に著

  しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績やタックス・プランニン

  グを利用する方法により算定しております。 

ｆ 連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

  債権債務残高及び取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額にあわせる

  方法により相殺消去しております。  

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用の計算 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

 用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該実効税率を乗じて計算しております。 

  

     

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．会計処理基準に関する事項の変更 

   該当事項はありません。 

  

２．表示方法の変更  

   (四半期連結貸借対照表) 

    前第３四半期連結会計期間において投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりました「破産更生債

    権等」は資産総額の100分の10を超えたため、当第３四半期連結会計期間において区分掲記しております。 

   なお、前第３四半期連結会計期間において投資その他の資産の「その他」に含まれる「破産更生債権等」の残

  高は311,154千円であります。  

２．その他の情報
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（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

     当社グループは、当第３四半期連結累計期間において営業損失31百万円を計上し、前連結会計年度においても

    営業損失４億35百万円を計上しております。営業キャッシュ・フローについては、これまで６期連続してマイナ

    スとなっており、当第３四半期連結累計期間においても５億16百万円のマイナスとなっております。 

    このため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。 

      当社は平成19年３月22日付でグローバル・ファンデックス株式会社の株式を取得し子会社化したことに伴い株

    式会社大阪証券取引所より同所の「不適当な合併等」の規定に基づき、当社が実質的な存続会社ではないとさ 

    れ、平成19年４月13日付で「上場猶予期間」に入っております。     

     当社は、株式会社大阪証券取引所へ過去２回の改善報告書を提出しております。同所の有価証券上場規程平成

    21年12月30日改正付則第２項に基づき、「当該規則施行日（平成21年12月30日）から過去５年以内に改善報告書

    を１回提出している場合は公表措置を、改善報告書を２回提出している場合は公表措置及び警告措置を講じてい

    るものとみなします」に該当し、同所から平成19年12月４日に公表措置、平成20年７月２日に警告措置 を受け 

    たとみなされております。従いまして、公表措置を受けたとみなされた日から起算して５年以内に同所の「適時

    開示規則第２章（会社情報の適時開示等）」又は「企業行動規範に関する規則第２章（遵守すべき事 項）」の 

    規程に違反し、同所の有価証券上場規程に規定する警告措置を受けた場合には同所の定める株券上場廃止基準に

    該当することになります。 

      当該状況により、継続企業の前提に重要な不確実性が認められるため「継続企業の前提に関する注記」を記載

    しております。 
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   (５）株式会社ヘキサゴンホールディングス、江藤鉄男氏及びエフシーインシュランス株式会社による当社株式に対す

    る公開買付けについて 

  

①公開買付けに関する意見の内容及び理由 

 当社は、平成22年11月30日開催の取締役会において、株式会社ヘキサゴンホールディングス、江藤鉄男氏及びエ 

フシーインシュランス株式会社による当社株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）につい 

て、中立の立場をとることを決議いたしました。また、当社株式に関して本公開買付けに応ずるか否かの判断につ 

きましては、株主の皆様に、新株予約権（平成15年５月22日、平成15年12月25日及び平成19年５月25日の株主総会 

の特別決議に基づき発行された新株予約権、以下「本新株予約権」といいます。）に関して本公開買付けに応ずる 

か否かについては、本新株予約権を有する新株予約権者の皆様のご判断に委ねる旨の決議をしております。 

 当社取締役会は、当社の顧問弁護士である弁護士法人淀屋橋・山上合同（以下「淀屋橋・山上合同」といいま

す。）から助言を得て適法性について留意しつつ、取締役会の意思決定が公開買付者の意向のみで左右されること

なく、少数株主、取引先、顧客、従業員その他当社を取り巻くステークホルダーの利害への配慮も加味することが

できるような状態を確保したうえで、第三者算定機関としてフィナンシャル・アドバイザーである公認会計士韮澤

事務所（所長 韮澤政男氏、以下「韮澤事務所」といいます。）より取得した株式価値算定報告書を参考に慎重に

協議を重ねた結果、当社及び当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の向上という観点に鑑みれば、本公

開買付けは、買付価格が下記の算定株価を大きく下回りますため、反対の意を表明すべきところではありますが、

他方では、本公開買付け及びこの後に行われる可能性があるいわゆる二段階買収によるものではない上記（1）の記

載の上場廃止リスクが拭いきれず、仮に上場廃止となった場合には当社の普通株式を大阪証券取引所において取引

することができなくなってしまうことに鑑みれば、反対の意を表明するより、買付価格が算定価格を大きく下回る

ことを指摘申し上げた上で、本公開買付けに応ずるか否かの判断につきましては、株主の皆様に委ねることが適切

という判断に至りました。 

 そこで、当社取締役会は、本公開買付けについては、その審議及び決議に参加した当社取締役の全員一致で、中

立の立場をとることを決議し、本公開買付けに応ずるか否かの判断につきましては、株主の皆様に委ねることと致

しました。 

 また、当社は本新株予約権については、韮澤事務所に価値の算定又は買付価格の妥当性に関する意見書を依頼し 

ておらず、当社取締役会は、本新株予約権に関して本公開買付けに応ずるか否かについては、本新株予約権を有 

する新株予約権者の皆様のご判断に委ねる旨の決議をしております。 

  

②公開買付者の概要 

  

（1） 名称 株式会社ヘキサゴンホールディングス 

  所在地 東京都新宿区四谷一丁目15番地 

アーバンビルディングSAKAS.８ B棟３階 

      

（2） 氏名 江藤 鉄男 

  住所 東京都渋谷区代々木神園町３番３号 

      

（3） 名称 エフシーインシュランス株式会社 

  所在地 東京都千代田区神田小川町三丁目10番７号 
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③本公開買付けの概要 

 公開買付者の一社である株式会社ヘキサゴンホールディングスは、公開買付者により当社株式に対する本公開買

付けの実施に関する公開買付開始公告（以下「本公告」といいます。）日現在において、株式会社ヘキサゴンキャ

ピタルパートナーズ（本社 東京都新宿区四谷一丁目15番地、代表取締役 河井良成）が発行済株式の全てを保有

する株式会社であり、当社の株券等を取得及び保有することを主たる目的として、平成22年10月22日に設立されま

した。なお、株式会社ヘキサゴンホールディングスの運営は、株式会社ヘキサゴンキャピタルパートナーズが株式

会社ヘキサゴンホールディングスからの委託に基づき行っております。株式会社ヘキサゴンキャピタルパートナー

ズは、平成20年６月４日に設立された株式会社であり、ファイナンスアレンジメント業、M&Aアドバイザリー業、投

資業等を主たる事業としております。 

また、公開買付者の一人である江藤鉄男氏は、本公告日現在において、当社の筆頭株主であり、当社の普通株式

62,200,000株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合25.92％（平成22年８月31日現在））を有しており、他

方、公開買付者の一社であるエフシーインシュランス株式会社は、本公告日現在において、当社の第二位株主であ

り、当社の普通株式6,870,000株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合2.86％（平成22年８月31日現在））を

有しております。なお、エフシーインシュランス株式会社は、平成12年７月に江藤鉄男氏の親族により設立された

会社で、主として各種の保険代理店事業を営んでおります。  

今般、公開買付者は、当社の発行済普通株式の過半数以上 大で100％（但し、平成22年８月31日現在の発行済

株式総数（239,935,000株）から江藤鉄男氏及びエフシーインシュランス株式会社が所有する株式数（69,070,000

株）を控除した170,865,000株。なお、公開買付期間末日までに本新株予約権が行使される可能性があり、当該行使

により公開買付期間末日までに交付される対象者株式も本公開買付けの対象としております。）を取得すること、

及び、当社の本新株予約権の全て（平成22年8月31日現在の個数は2,407個。その目的となる普通株式数は2,407,000

株。なお、本新株予約権については、その発行時の定めに基づき、新株予約権1個につきその目的となる普通株式の

数を1,000株として計算しております。）を取得すること（以下「本取引」といいます。）を目的として、公開買付

けを実施いたします。本公開買付けは、本取引を通して当社を 終的に子会社化することにより、当社に経営参画

することを 終的な目的としております。 

具体的には、当社株式について、平成22年8月31日現在の発行済株式総数239,935,000株と本新株予約権の目的と

なる株式の数である2,407,000株の合計である242,342,000株の過半数にあたる121,172,000株から、江藤鉄男氏及び

エフシーインシュランス株式会社の所有株式数の合計である69,070,000株を控除した52,102,000株を買付予定数の

下限と設定し、本公開買付け期間中に、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限に満たない場合は、応募株券等

の全部の買付け等を行いません。他方、本公開買付けは、買付予定数の上限は設けておらず、買付予定数の下限以

上の応募があった場合は、応募株券等の全ての買付け等を行います。本公開買付けにおいて買付け等を行う応募株

券等は、株式会社ヘキサゴンホールディングス、江藤鉄男氏及びエフシーインシュランス株式会社が100：0：0の比

率で買付け等を行うものとします。 

なお、江藤鉄男氏及びエフシーインシュランス株式会社は、株式会社へキサゴンホールディングスとの間で、本

公開買付け以降に開催される当社株主総会において、全ての議案につき、株式会社ヘキサゴンホールディングスの

意向に従い、議決権を行使する旨につき、平成22年11月18日付で書面により合意をしております。 

 また、本公告日において、株式会社ヘキサゴンホールディングスは当社の株式を保有しておりません。本公開買

付けに関して、公開買付者及び株式会社ヘキサゴンキャピタルパートナーズは当社に対して何ら接触をしておりま

せん。 

   

④上場廃止となる見込みがある旨 

 公開買付者は本公開買付けにおいて買付け等を行う株券等の数に上限を設定いたしませんので、本公開買付け

の結果、大阪証券取引所の株券上場廃止基準に該当した場合には、当社の株式は、所定の手続きを経て上場廃止

となる可能性があります。また、当該基準に該当しない場合でも、公開買付者は本公開買付けの終了後に、公開

買付者を除く当社の株主の皆様に対して当社株式の売却機会を提供しつつ、公開買付者が当社株式の全部（自己

株式を除きます。）を所有することとなるなるよう一連の手続きを企図しておりますので、これが実施される場

合には当社の株式は上場廃止となりますす。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,066,403 2,249,983

受取手形及び売掛金 587,363 526,484

商品及び製品 1,034,624 1,128,420

販売用不動産 373,797 1,084,208

仕掛品 9,609 10,300

仕掛販売用不動産 638,804 178,647

原材料及び貯蔵品 1,527 1,432

不動産事業出資金 700,000 －

その他 227,207 568,478

貸倒引当金 △3,850 △4,120

流動資産合計 5,635,487 5,743,835

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 776,961 813,391

土地 1,282,710 1,327,780

その他（純額） 15,997 17,721

有形固定資産合計 2,075,669 2,158,894

無形固定資産   

のれん 58,298 60,762

その他 9,649 5,540

無形固定資産合計 67,948 66,302

投資その他の資産   

投資有価証券 4,030 27,950

長期貸付金 504,499 506,299

差入保証金 1,406,414 1,461,210

長期未収入金 61,275 61,507

破産更生債権等 2,750,555 2,702,284

その他 27,774 35,397

貸倒引当金 △3,395,138 △3,355,579

投資その他の資産合計 1,359,411 1,439,070

固定資産合計 3,503,029 3,664,268

繰延資産 1,200 5,288

資産合計 9,139,717 9,413,392
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 573,128 531,048

短期借入金 723,564 751,980

未払法人税等 40,513 53,962

賞与引当金 24,626 20,566

店舗閉鎖損失引当金 － 48,879

その他の引当金 － 61,949

その他 373,697 243,527

流動負債合計 1,735,530 1,711,914

固定負債   

長期借入金 461,052 548,110

繰延税金負債 108,611 124,249

退職給付引当金 71,153 72,190

長期預り保証金 159,428 156,618

負ののれん 109,547 114,049

その他 52,252 64,400

固定負債合計 962,044 1,079,618

負債合計 2,697,574 2,791,532

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,622,518 6,622,518

資本剰余金 6,273,015 6,273,015

利益剰余金 △9,160,076 △8,991,167

自己株式 △190 △190

株主資本合計 3,735,267 3,904,175

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △1,040

評価・換算差額等合計 － △1,040

新株予約権 59,130 30,356

少数株主持分 2,647,745 2,688,367

純資産合計 6,442,142 6,621,859

負債純資産合計 9,139,717 9,413,392
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 9,299,218 7,481,398

売上原価 6,923,075 5,659,235

売上総利益 2,376,143 1,822,163

販売費及び一般管理費 2,689,564 1,853,506

営業損失（△） △313,421 △31,342

営業外収益   

受取利息 3,332 1,854

受取手数料 2,810 2,537

受取配当金 15,903 0

負ののれん償却額 4,502 4,502

保険解約返戻金 － 5,069

その他 6,199 9,262

営業外収益合計 32,748 23,226

営業外費用   

支払利息 61,206 25,959

その他 18,375 5,953

営業外費用合計 79,582 31,912

経常損失（△） △360,255 △40,029

特別利益   

固定資産売却益 105 7,804

新株予約権戻入益 75,458 1,125

投資有価証券売却益 55,097 －

関係会社株式売却益 91,870 －

貸倒引当金戻入額 43,492 18,775

違約損失引当金戻入益 － 12,000

受取和解金 － 4,700

過年度損益修正益 － 5,644

その他 11,849 5,478

特別利益合計 277,874 55,528

特別損失   

減損損失 39,197 57,494

店舗閉鎖損失 155,897 －

貸倒引当金繰入額 － 69,416

固定資産除却損 453 14

投資有価証券評価損 83,615 24,783

たな卸資産評価損 168,000 33,971

新株予約権評価損 － 29,900

その他 4,461 10,806

特別損失合計 451,624 226,388

税金等調整前四半期純損失（△） △534,006 △210,888
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

法人税、住民税及び事業税 23,330 14,671

過年度法人税等 △9,873 △410

法人税等調整額 4,754 △15,638

法人税等合計 18,212 △1,376

少数株主損失（△） △66,832 △40,603

四半期純損失（△） △485,385 △168,908
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 3,081,100 2,024,518

売上原価 2,346,690 1,468,079

売上総利益 734,410 556,438

販売費及び一般管理費 857,189 611,525

営業損失（△） △122,778 △55,086

営業外収益   

受取利息 987 249

受取手数料 924 861

受取配当金 4 0

負ののれん償却額 1,500 1,500

その他 2,041 2,598

営業外収益合計 5,458 5,210

営業外費用   

支払利息 19,784 8,374

その他 5,986 1,468

営業外費用合計 25,770 9,843

経常損失（△） △143,091 △59,719

特別利益   

固定資産売却益 － 7,804

新株予約権戻入益 19 328

投資有価証券売却益 1,262 －

貸倒引当金戻入額 31,384 1,371

違約損失引当金戻入益 － 12,000

その他 31 2,223

特別利益合計 32,697 23,728

特別損失   

店舗閉鎖損失 48,927 －

貸倒引当金繰入額 － 41

投資有価証券評価損 23,920 24,783

たな卸資産評価損 － 28,182

その他 3,521 348

特別損失合計 76,369 53,356

税金等調整前四半期純損失（△） △186,763 △89,347

法人税、住民税及び事業税 10,227 4,876

法人税等調整額 △1,369 △1,238

法人税等合計 8,857 3,638

少数株主損失（△） △24,269 △5,003

四半期純損失（△） △171,351 △87,982
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △534,006 △210,888

減価償却費 60,930 37,959

減損損失 39,197 57,494

のれん償却額 7,479 2,485

繰延資産償却額 11,308 4,087

たな卸資産評価損 168,000 33,971

負ののれん償却額 △4,502 △4,502

新株予約権評価損 － 29,900

貸倒引当金の増減額（△は減少） △46,927 39,288

退職給付引当金の増減額（△は減少） △22,935 △1,037

その他の引当金の増減額（△は減少） － △23,685

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 125,994 △48,879

受取利息及び受取配当金 △19,235 △1,855

保険解約損益（△は益） － △5,069

支払利息 61,206 25,959

新株予約権戻入益 △75,458 △1,125

投資有価証券評価損益（△は益） 83,615 24,783

投資有価証券売却損益（△は益） △55,097 －

関係会社株式売却損益（△は益） △91,870 －

固定資産売却損益（△は益） △105 △7,804

固定資産除却損 453 14

売上債権の増減額（△は増加） 102,954 △60,878

たな卸資産の増減額（△は増加） △592,044 310,674

不動産事業出資金の増減額(△は増加) － △700,000

破産更生債権等の増減額（△は増加） － △48,271

仕入債務の増減額（△は減少） △131,665 42,079

受取和解金 － △4,700

その他の流動資産の増減額（△は増加） 48,070 △74,072

その他の流動負債の増減額（△は減少） △122,795 132,151

その他 10,827 △3,118

小計 △976,607 △455,037

利息及び配当金の受取額 19,420 1,907

利息の支払額 △42,654 △25,951

和解金の受取額 － 4,700

和解金の支払額 － △14,800

法人税等の支払額 △41,902 △28,182

法人税等の還付額 2,743 716

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,039,000 △516,647
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △6,901 △10,200

有形固定資産の売却による収入 180 7,804

無形固定資産の取得による支出 － △5,113

投資有価証券の売却による収入 136,207 176

定期預金の預入による支出 △9,371 －

定期預金の払戻による収入 81,000 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

57,462 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△40,700 －

長期貸付金の回収による収入 108,300 1,800

差入保証金の差入による支出 △3,979 △29,713

差入保証金の回収による収入 137,085 247,241

保険積立金の解約による収入 － 6,871

出資金の払込による支出 △190,000 －

出資金の回収による収入 57,000 －

その他 19,606 305

投資活動によるキャッシュ・フロー 345,889 219,173

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） 18,534 －

長期借入金の返済による支出 △204,214 △115,474

自己株式の取得による支出 △4 0

その他 6,857 △9,375

財務活動によるキャッシュ・フロー △178,826 △124,849

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,058 329

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △874,996 △421,994

現金及び現金同等物の期首残高 3,140,245 2,388,235

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,265,248 1,966,241
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（４）継続企業の前提に関する注記

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年３月１日 
至 平成22年11月30日） 

当社グループは、 前連結会計年度において営業損失４億35百万円を計上し、当第３四半期連結累計期間においても

営業損失31百万円を計上しております。営業キャッシュ・フローにおいてもこれまで６期連続してマイナスとなってお

り、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる状況が存在しております。 

連結財務諸表作成会社である当社は、こうした状況を改善すべく、グループ各社における財務体質の強化・改善に取

り組んでおります。当第３四半期連結会計期間末（平成22年11月30日現在）において、当社グループが保有する現金及

び預金残高は20億66百万円であり、グループ各社に対しては、キャッシュ・フローを重視しながら運営するよう指導を

行っており、資金繰りに支障はございません。引き続きグループ各社において、経営合理化による経費削減を継続する

とともに、キャッシュ・フローを重視しながら、既存事業の強化・改善による収益確保を図るべく努めてまいります。

また、今後も不採算事業・部門の撤退、遊休・不稼働資産の売却等により、相応のキャッシュ・ポジションを維持して

いく方針であります。 

当社グループ内で収益インパクトが大きい、不動産事業を行っている株式会社プロジェ・ホールディングスにつきま

しては、経営の合理化とともに不動産事業領域の選択と集中により確実な収益確保と継続的な営業キャッシュフローを

創出すべく、事業の安定化をはかっております。 

当社の主要子会社であります婦人子供服販売事業を行っている株式会社エルメにつきましては、前連結会計年度まで

に営業店舗・マーケット戦略の大幅な見直しを行い、不採算店舗の退店を行いましたが、雇用情勢の悪化や所得環境の

悪化による消費者の生活防衛意識がより一層顕著になり苦戦が続いておりますが、少額ながら収益の見込める催事店舗

の出店やより一層のコスト削減に努め収益の確保を図ってまいります。 

ＰＣ販売事業については、５万円以下のノートパソコンや高性能パソコンの販売の他に、サービス面でも月額定額制

の保守サービスの会員獲得に注力し利益確保に努めております。 

しかしながら、一連の景気刺激策や金融緩和により緩やかに回復基調は見られるものの雇用情勢の悪化や日本経済に

対する先行不安などから個人消費が低迷している中での施策であるため、現時点においては継続企業の前提に関する不

確実性が認められます。  

なお、当社は、平成19年３月22日付でグローバル・ファンデックス株式会社の株式を取得し子会社化したことに伴

い、株式会社大阪証券取引所より同所の「不適当な合併等」の規定に基づき、当社が実質的な存続会社ではないとさ

れ、当社は平成19年４月13日付で「上場猶予期間」に入っております。現在の当社は既に同社株式を譲渡し、当社グル

ープ全体における不動産事業の占める割合も大幅に縮小している状況であり、今後、グループ体制の建て直しと収益確

保を図り、上場猶予期間解除を目指してまいります。 

また、当社は、株式会社大阪証券取引所へ過去２回の改善報告書を提出しております。同所の有価証券上場規程平成

21年12月30日改正付則第２項に基づき、「当該規則施行日（平成21年12月30日）から過去５年以内に改善報告書を１回

提出している場合は公表措置を、改善報告書を２回提出している場合は公表措置及び警告措置を講じているものとみな

します」に該当し、同所から平成19年12月４日に公表措置、平成20年７月２日に警告措置を受けたとみなされておりま

す。従いまして、公表措置を受けたとみなされた日から起算して５年以内に同所の「適時開示規則第２章（会社情報の

適時開示等）」又は「企業行動規範に関する規則第２章（遵守すべき事項）」の規程に違反し、同所の有価証券上場規

程に規定する警告措置を受けた場合には同所の定める株券上場廃止基準に該当することになります。 

四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸

表には反映しておりません。 
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【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日） 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年９月１日 至 平成22年11月30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 各事業区分の主な内容 

(1）婦人子供服販売事業・・・・・・・・・・・・・婦人服、肌着、子供服、服飾雑貨 

(2）ＩＴ・デジタルメディア・コンテンツ事業・・・システムコンサルティング、インタラクティ

ブ、広告業務等 

(3）ＰＣ販売事業・・・・・・・・・・・・・・・・パソコン、パソコン周辺機器 

(4）不動産事業・・・・・・・・・・・・・・・・・不動産の賃貸、販売、コンサルティング 

(5）繊維事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・紡績糸、ニット、織物、縫製品 

３ 事業区分の変更 

前連結会計年度まで独立した事業区分としていたＩＴ・デジタルメディア・コンテンツ事業につ

いては、連結子会社の譲渡により当該事業を構成する会社がなくなったため、平成21年12月25日付

で事業部門を廃止しております。 

（５）セグメント情報

  

婦人子供
服販売事
業 
（千円） 

ＩＴ・デ
ジタルメ
ディア・
コンテン
ツ事業 
（千円） 

ＰＣ販売 
事業 
（千円） 

不動産事
業 
（千円） 

繊維事業
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高    

(1）外部顧客に対

する売上高 
 656,420 564,854 1,377,322 286,132 196,371  3,081,100  － 3,081,100

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 － － － － －  －  － －

計  656,420 564,854 1,377,322 286,132 196,371  3,081,100  － 3,081,100

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △41,725 △14,885 △17,890 8,359 △18,561  △84,704  △38,073 △122,778

  

婦人子供
服販売事
業 
（千円） 

ＰＣ販売 
事業 
（千円） 

不動産事
業 
（千円） 

繊維事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高    

(1）外部顧客に対

する売上高 
 315,731 1,256,143 257,326 195,317 2,024,518  －  2,024,518

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 － － － 1,822 1,822  △1,822  －

計  315,731 1,256,143 257,326 197,140 2,026,340  △1,822  2,024,518

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △25,128 13,773 △15,632 △4,998 △31,986  △23,100  △55,086
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前第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30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 各事業区分の主な内容 

(1）婦人子供服販売事業・・・・・・・・・・・・・婦人服、肌着、子供服、服飾雑貨 

(2）ＩＴ・デジタルメディア・コンテンツ事業・・・システムコンサルティング、インタラクティ

ブ、広告業務等 

(3）ＰＣ販売事業・・・・・・・・・・・・・・・・パソコン、パソコン周辺機器 

(4）不動産事業・・・・・・・・・・・・・・・・・不動産の賃貸、販売、コンサルティング 

(5）繊維事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・紡績糸、ニット、織物、縫製品 

３ 事業区分の変更 

前連結会計年度まで独立した事業区分としていたＩＴ・デジタルメディア・コンテンツ事業につ

いては、連結子会社の譲渡により当該事業を構成する会社がなくなったため、平成21年12月25日付

で事業部門を廃止しております。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

  

婦人子供
服販売事
業 
（千円） 

ＩＴ・デ
ジタルメ
ディア・
コンテン
ツ事業 
（千円） 

ＰＣ販売 
事業 
（千円） 

不動産事
業 
（千円） 

繊維事業
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高    

(1）外部顧客に対

する売上高 
 2,223,463 1,642,031 4,270,405 585,994 577,323  9,299,218  － 9,299,218

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 － － － － －  －  － －

計  2,223,463 1,642,031 4,270,405 585,994 577,323  9,299,218  － 9,299,218

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △68,024 △112,616 37,007 54,958 △110,525  △199,201  △114,220 △313,421

  

婦人子供
服販売事
業 
（千円） 

ＰＣ販売 
事業 
（千円） 

不動産事
業 
（千円） 

繊維事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高    

(1）外部顧客に対

する売上高 
 1,061,310 3,945,309 1,934,935 539,843 7,481,398  －  7,481,398

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 － － － 2,903 2,903  △2,903  －

計  1,061,310 3,945,309 1,934,935 542,747 7,484,301  △2,903  7,481,398

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △22,113 8,144 78,339 △13,757 50,612  △81,955  △31,342

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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