
平成 23 年１月 14 日 

各      位 

会 社 名  ステラ・グループ株式会社 

代表者名  代表取締役社長 津田 由行 

          （コード番号8206  大証２部） 

問合せ先  取締役管理部長 松本 豊一 

           Tel（06）6245－4415 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 22 年２月期 決算短信」の一部訂正について 

 

当社は、平成 23 年１月 12 日付「調査委員会による調査報告書の受領に関するお知らせ」において、過

年度決算を訂正する旨を公表いたしましたが、これに基づき「平成 22 年２月期 決算短信」の具体的な

訂正箇所及び訂正内容が確定いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

記 

 
訂正を行う「平成 22 年２月期 決算短信」の概要 

  決算期  平成 22 年２月期（平成 21 年３月１日～平成 22 年２月 28 日） 

公表日  平成 22 年４月 15 日 

平成 22 年９月 17 日（訂正・数値データ訂正あり） 

 

以 上 
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（訂正前） 

平成 22 年 ２月期 決算短信 

平成 22 年 4 月 15 日 

上場会社名         ステラ・グループ株式会社                                    上場取引所 大 
コード番号                      ＵＲＬ  http://www.stellargroup.co.jp    
代  表  者   （役職名）代表取締役社長   （氏名）古川 善健 
問合せ先責任者 （役職名）経理部担当部長   （氏名）斎藤 雅也         ＴＥＬ ( 03 )5425－2511  
定時株主総会開催予定日  平成 22 年 5 月 28 日 
有価証券報告書提出予定日 平成 22 年 5 月 31 日 
配当支払開始予定日 － 
 

  
（百万円未満切捨て） 

１．22 年２月期の連結業績（平成 21 年３月１日～平成 22 年２月 28 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２月期 
21 年２月期 

12,891  △28.8 
18,101  △49.0 

△435      
△1,691    

△471      
△1,714     

△655    
△1,833    

 

 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２月期 
21 年２月期 

△2.73 
△7.90 

－
－

△16.1
△39.7

△4.3 
△11.2 

△3.4
△9.3

 
(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２月期 
21 年２月期 

9,413 
12,215 

6,621
7,023

41.5 
34.8 

16.27
17.74

(参考) 自己資本       22 年２月期   3,903 百万円  21 年２月期    4,256 百万円 
 
(３)連結キャッシュ･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 

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２月期 
21 年２月期 

△494 
△415 

541
415

△787 
△56 

2,388
3,140

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

配当金総額
(合計) 

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 
（連結） 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

22 年２月期 
21 年２月期 

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

   0.00
   0.00

   0.00
   0.00

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

23 年２月期 
（予想） 

－ － －    0.00    0.00
 

－ 
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（訂正後） 

平成 22 年 ２月期 決算短信 

平成 22 年 4 月 15 日 

上場会社名         ステラ・グループ株式会社                                    上場取引所 大 
コード番号                      ＵＲＬ  http://www.stellargroup.co.jp    
代  表  者   （役職名）代表取締役社長   （氏名）古川 善健 
問合せ先責任者 （役職名）経理部担当部長   （氏名）斎藤 雅也         ＴＥＬ ( 03 )5425－2511  
定時株主総会開催予定日  平成 22 年 5 月 28 日 
有価証券報告書提出予定日 平成 22 年 5 月 31 日 
配当支払開始予定日 － 
 
  

（百万円未満切捨て） 
１．22 年２月期の連結業績（平成 21 年３月１日～平成 22 年２月 28 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２月期 
21 年２月期 

12,891  △28.8 
18,101  △48.6 

△435      
△1,691    

△471      
△1,714     

△655    
△1,700    

 

 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２月期 
21 年２月期 

△2.73 
△7.33 

－
－

△16.1
△37.3

△4.3 
△11.4 

△3.4
△9.3

 
(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２月期 
21 年２月期 

9,413 
12,215 

6,621
7,023

41.5 
34.8 

16.27
17.74

(参考) 自己資本       22 年２月期   3,903 百万円  21 年２月期    4,256 百万円 
 
(３)連結キャッシュ･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 

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２月期 
21 年２月期 

△494 
△415 

541
415

△787 
△56 

2,388
3,140

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

配当金総額
(合計) 

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 
（連結） 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

22 年２月期 
21 年２月期 

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

   0.00
   0.00

   0.00
   0.00

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

23 年２月期 
（予想） 

－ － －    0.00    0.00
 

－ 
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 （訂正前） 

(1）経営成績に関する分析 

  当連結会計年度（平成21年３月１日から平成22年２月28日）におけるわが国経済は、海外経済の改善や政府の緊急経

済対策の効果などを背景に、一部の経済指標に持ち直しの動きも見られましたが、なお自立性は弱く、企業収益は低迷

し、厳しい雇用・所得環境も継続するなど、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。個人消費も生活防衛

意識の高まりからより厳しい選別基準による消費活動となり、伸び悩みました。 

  このような状況の下、当社グループは当社及び連結子会社４社（当連結会計年度末現在）にて構成され、グループ各

社が引き続きコスト削減に努め、キャッシュ・フローを重視して、売上規模の拡大にとらわれず、収益力の向上に取り

組んでまいりました。しかしながら、当社グループは未だ過去の経営の失敗の傷が癒えず、そのため当連結会計年度に

おいても、たな卸資産評価損、減損損失等を中心とした大幅な特別損失を４期連続で計上するに至りました。 

 なお、当社グループのコスト削減については、当連結会計年度における販売費及び一般管理費は34億55百万円とな

り、前年同期比20億94百万円減少となりました。 

 この結果、グループ全体として、当連結会計年度の売上高128億91百万円（前年同期比28.8％減）、営業損失４億35

百万円（前連結会計年度は営業損失16億91百万円）、経常損失４億71百万円（前連結会計年度は経常損失17億14百万

円）、当期純損失６億55百万円（前連結会計年度は当期純損失18億33百万円）となりました。 

   

  （訂正後） 

(1）経営成績に関する分析 

  当連結会計年度（平成21年３月１日から平成22年２月28日）におけるわが国経済は、海外経済の改善や政府の緊急経

済対策の効果などを背景に、一部の経済指標に持ち直しの動きも見られましたが、なお自立性は弱く、企業収益は低迷

し、厳しい雇用・所得環境も継続するなど、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。個人消費も生活防衛

意識の高まりからより厳しい選別基準による消費活動となり、伸び悩みました。 

  このような状況の下、当社グループは当社及び連結子会社４社（当連結会計年度末現在）にて構成され、グループ各

社が引き続きコスト削減に努め、キャッシュ・フローを重視して、売上規模の拡大にとらわれず、収益力の向上に取り

組んでまいりました。しかしながら、当社グループは未だ過去の経営の失敗の傷が癒えず、そのため当連結会計年度に

おいても、たな卸資産評価損、減損損失等を中心とした大幅な特別損失を４期連続で計上するに至りました。 

 なお、当社グループのコスト削減については、当連結会計年度における販売費及び一般管理費は34億55百万円とな

り、前年同期比20億94百万円減少となりました。 

 この結果、グループ全体として、当連結会計年度の売上高128億91百万円（前年同期比28.8％減）、営業損失４億35

百万円（前連結会計年度は営業損失16億91百万円）、経常損失４億71百万円（前連結会計年度は経常損失17億14百万

円）、当期純損失６億55百万円（前連結会計年度は当期純損失17億円）となりました。 

１．経営成績
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  （訂正前） 

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

  （資産） 

  流動資産は、前連結会計年度末に比べ、16億88百万円減少し、57億43百万円となりました。これは主として、借入

金の返済などにより現預金が８億18百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が４億57百万円減少したこと、不動産

価格の下落よるたな卸資産の評価損１億68百万円の計上を行ったことに加え、在庫の圧縮を行ったことにより、たな

卸資産が３億５百万円減少したこと、その他流動資産が１億17百万円減少したことによるものであります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ、11億00百万円減少し、36億64百万円となりました。これは主として、売

却、除却、減損などによる有形固定資産の減少２億４百万円、連結子会社株式の売却によるのれんの減少などによる

無形固定資産の減少１億60百万円、投資有価証券の売却及び時価評価による評価損の計上による減少１億30百万円、

回収などによる差入保証金の減少３億66百万円、長期貸付金の回収及び破産更生債権等への振替による３億45百万円

の減少、長期未収入金の回収及び破産更生債権等への振替による８億72百万円の減少、貸付金等からの振替などによ

る破産更生債権等の増加27億２百万円の増加、その他投資その他の資産の減少４億48百万円及び貸倒引当金の増加12

億73百万円などによる投資その他の資産７億35百万円の減少などによるものであります。 

   この結果、資産合計としては、94億13百万円（前年同期比28億２百万円減）となりました。 

  

  （訂正後） 

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

  （資産） 

  流動資産は、前連結会計年度末に比べ、16億88百万円減少し、57億43百万円となりました。これは主として、借入

金の返済などにより現預金が８億18百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が４億57百万円減少したこと、不動産

価格の下落よるたな卸資産の評価損１億68百万円の計上を行ったことに加え、在庫の圧縮を行ったことにより、たな

卸資産が３億５百万円減少したこと、その他流動資産が１億17百万円減少したことによるものであります。 

  固定資産は、前連結会計年度末に比べ、11億00百万円減少し、36億64百万円となりました。これは主として、売

却、除却、減損などによる有形固定資産の減少４億44百万円、連結子会社株式の売却によるのれんの減少などによる

無形固定資産の減少１億60百万円、投資有価証券の売却及び時価評価による評価損の計上による減少１億30百万円、

回収などによる差入保証金の減少３億66百万円、長期貸付金の回収及び破産更生債権等への振替による３億45百万円

の減少、長期未収入金の回収及び破産更生債権等への振替による６億33百万円の減少、貸付金等からの振替などによ

る破産更生債権等の増加27億２百万円の増加、その他投資その他の資産の減少４億48百万円及び貸倒引当金の増加15

億12百万円などによる投資その他の資産７億35百万円の減少などによるものであります。 

   この結果、資産合計としては、94億13百万円（前年同期比28億２百万円減）となりました。 
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  （訂正前） 

（5）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況 

当社グループは、前連結会計年度において営業損失1,691百万円、当期純損失1,833百万円を計上し、当連結会計

年度においても営業損失435百万円、当期純損失655百万円を計上しました。営業キャッシュ・フローにおいても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、グループ全体でキャッシュ・フローを重視

し、財務体質の改善に取り組んでおり、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しながら、キャッ

シュ・フローを重視し、既存事業の強化・改善により収益確保を図ってまいります。 

また、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。 

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、株式会社大阪証券取引所から平成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「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、警告措置を受けた場合には株式会社大阪証券取引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。  

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、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響

を連結財務諸表には反映しておりません。  

  

 （訂正後） 

（5）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況 

当社グループは、前連結会計年度において営業損失1,691百万円、当期純損失1,700百万円を計上し、当連結会計

年度においても営業損失435百万円、当期純損失655百万円を計上しました。営業キャッシュ・フローにおいても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、グループ全体でキャッシュ・フローを重視

し、財務体質の改善に取り組んでおり、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しながら、キャッ

シュ・フローを重視し、既存事業の強化・改善により収益確保を図ってまいります。 

また、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。 

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、株式会社大阪証券取引所から平成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「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、警告措置を受けた場合には株式会社大阪証券取引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。  

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、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響

を連結財務諸表には反映しておりません。  
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４．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

  
  (訂正前)  

（単位：千円）

     
前連結会計年度 

（平成21年２月28日） 
当連結会計年度 

（平成22年２月28日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 ※1  3,068,454 ※1  2,249,983

  受取手形及び売掛金 ※3, ※4  983,845 ※4  526,484

  たな卸資産 ※1  2,708,212 －

  商品及び製品 － 1,128,420

  販売用不動産 － 1,084,208

  仕掛品 － 10,300

  仕掛販売用不動産 － 178,647

  原材料及び貯蔵品 － 1,432

  その他 686,365 568,478

  貸倒引当金 △14,405 △4,120

  流動資産合計 7,432,472 5,743,835

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物（純額） ※1  952,714 ※1  813,391

   土地 ※1  1,361,659 ※1  1,327,780

   その他（純額） 48,838 17,721

   有形固定資産合計 ※2  2,363,212 ※2  2,158,894

  無形固定資産 

   のれん 177,734 60,762

   その他 49,512 5,540

   無形固定資産合計 227,246 66,302

  投資その他の資産 

   投資有価証券 158,694 27,950

   長期貸付金 851,765 506,299

   差入保証金 ※1  1,828,176 1,461,210

   長期未収入金 933,891 61,507

   破産更生債権等 － 2,702,284

   その他 484,268 35,397

   貸倒引当金 △2,082,192 △3,355,579

   投資その他の資産合計 2,174,604 1,439,070

  固定資産合計 4,765,063 3,664,268

 繰延資産 18,399 5,288

 資産合計 12,215,935 9,413,392
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（単位：千円）

    
前連結会計年度 

（平成21年２月28日） 
当連結会計年度 

（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 ※1, ※4  1,205,021 ※1, ※4  531,048

  短期借入金 ※1, ※5  2,003,724 ※1, ※5  751,980

  未払法人税等 59,785 53,962

  賞与引当金 23,509 20,566

  店舗閉鎖損失引当金 － 48,879

  役員賞与引当金 3,251 －

  その他の引当金 － 61,949

  その他 547,860 243,527

  流動負債合計 3,843,151 1,711,914

 固定負債 

  長期借入金 ※1  858,340 ※1  548,110

  繰延税金負債 107,960 124,249

  退職給付引当金 133,481 72,190

  長期預り保証金 154,269 156,618

  負ののれん － 114,049

  その他 94,737 64,400

  固定負債合計 1,348,789 1,079,618

 負債合計 5,191,940 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 △8,612,012 △8,991,167

  自己株式 △184 △190

  株主資本合計 4,283,336 3,904,175

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △26,380 △1,040

  評価・換算差額等合計 △26,380 △1,040

 新株予約権 111,058 30,356

 少数株主持分 2,655,980 2,688,367

 純資産合計 7,023,995 6,621,859

負債純資産合計 12,215,935 9,413,392
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  (訂正後)  

（単位：千円）

     
前連結会計年度 

（平成21年２月28日） 
当連結会計年度 

（平成22年２月28日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 ※1  3,068,454 ※1  2,249,983

  受取手形及び売掛金 ※3, ※4  983,845 ※4  526,484

  たな卸資産 ※1  2,708,212 －

  商品及び製品 － 1,128,420

  販売用不動産 － 1,084,208

  仕掛品 － 10,300

  仕掛販売用不動産 － 178,647

  原材料及び貯蔵品 － 1,432

  その他 686,365 568,478

  貸倒引当金 △14,405 △4,120

  流動資産合計 7,432,472 5,743,835

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物（純額） ※1  952,714 ※1  813,391

   土地 ※1  1,361,659 ※1  1,327,780

   その他（純額） 48,838 17,721

   有形固定資産合計 ※2  2,363,212 ※2  2,158,894

  無形固定資産 

   のれん 177,734 60,762

   その他 49,512 5,540

   無形固定資産合計 227,246 66,302

  投資その他の資産 

   投資有価証券 158,694 27,950

   長期貸付金 851,765 506,299

   差入保証金 ※1  1,828,176 1,461,210

   長期未収入金 694,891 61,507

   破産更生債権等 － 2,702,284

   その他 484,268 35,397

   貸倒引当金 △1,843,192 △3,355,579

   投資その他の資産合計 2,174,604 1,439,070

  固定資産合計 4,765,063 3,664,268

 繰延資産 18,399 5,288

 資産合計 12,215,935 9,413,392
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（単位：千円）

    
前連結会計年度 

（平成21年２月28日） 
当連結会計年度 

（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 ※1, ※4  1,205,021 ※1, ※4  531,048

  短期借入金 ※1, ※5  2,003,724 ※1, ※5  751,980

  未払法人税等 59,785 53,962

  賞与引当金 23,509 20,566

  店舗閉鎖損失引当金 － 48,879

  役員賞与引当金 3,251 －

  その他の引当金 － 61,949

  その他 547,860 243,527

  流動負債合計 3,843,151 1,711,914

 固定負債 

  長期借入金 ※1  858,340 ※1  548,110

  繰延税金負債 107,960 124,249

  退職給付引当金 133,481 72,190

  長期預り保証金 154,269 156,618

  負ののれん － 114,049

  その他 94,737 64,400

  固定負債合計 1,348,789 1,079,618

 負債合計 5,191,940 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 △8,612,012 △8,991,167

  自己株式 △184 △190

  株主資本合計 4,283,336 3,904,175

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △26,380 △1,040

  評価・換算差額等合計 △26,380 △1,040

 新株予約権 111,058 30,356

 少数株主持分 2,655,980 2,688,367

 純資産合計 7,023,995 6,621,859

負債純資産合計 12,215,935 9,413,392
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（２）連結損益計算書

  
  (訂正前)  

（単位：千円）

   
前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

売上高 18,101,068 12,891,894

売上原価 ※1  14,242,075 ※1  9,871,492

売上総利益 3,858,993 3,020,402

販売費及び一般管理費 ※2  5,550,507 ※2  3,455,671

営業損失（△） △1,691,513 △435,268

営業外収益 

 受取利息 12,230 5,053

 受取配当金 65,557 36,903

 受取手数料 4,309 3,734

 負ののれん償却額 － 6,002

 その他 33,577 8,718

 営業外収益合計 115,675 60,412

営業外費用 

 支払利息 99,450 72,696

 株式交付費償却 16,450 14,362

 支払手数料 3,594 －

 租税公課 1,925 1,808

 その他 16,886 7,306

 営業外費用合計 138,306 96,173

経常損失（△） △1,714,144 △471,029

特別利益 

 固定資産売却益 － 113

 投資有価証券売却益 21,572 56,262

 関係会社株式売却益 － 111,192

 貸倒引当金戻入額 83,183 49,891

 新株予約権戻入益 540 82,907

 受取和解金 53,817 －

 その他 22,774 11,892

 特別利益合計 181,888 312,260

特別損失 

 たな卸資産評価損 1,707,417 168,000

 固定資産売却損 ※4  1,352 0

 固定資産除却損 ※5  86,861 ※5  13,812

 減損損失 ※6  197,324 ※6  142,827

 店舗閉鎖損失 ※3  70,577 ※3  112,194

 事務所移転費用 22,637 39,886

 投資有価証券評価損 484,820 83,615

 貸倒引当金繰入額 738,617 1,000

 その他 242,722 734

 特別損失合計 3,552,331 562,069
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（単位：千円）

  
前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

税金等調整前当期純損失（△） △5,084,587 △720,838

法人税、住民税及び事業税 41,215 16,455

法人税等調整額 △922,541 3,385

法人税等合計 △881,326 19,840

少数株主損失（△） △2,369,998 △85,482

当期純損失（△） △1,833,262 △655,196
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  (訂正後)  

（単位：千円）

   
前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

売上高 18,101,068 12,891,894

売上原価 ※1  14,242,075 ※1  9,871,492

売上総利益 3,858,993 3,020,402

販売費及び一般管理費 ※2  5,550,507 ※2  3,455,671

営業損失（△） △1,691,513 △435,268

営業外収益 

 受取利息 12,230 5,053

 受取配当金 65,557 36,903

 受取手数料 4,309 3,734

 負ののれん償却額 － 6,002

 その他 33,577 8,718

 営業外収益合計 115,675 60,412

営業外費用 

 支払利息 99,450 72,696

 株式交付費償却 16,450 14,362

 支払手数料 3,594 －

 租税公課 1,925 1,808

 その他 16,886 7,306

 営業外費用合計 138,306 96,173

経常損失（△） △1,714,144 △471,029

特別利益 

 固定資産売却益 － 113

 投資有価証券売却益 21,572 56,262

 関係会社株式売却益 － 111,192

 貸倒引当金戻入額 83,385 49,891

 新株予約権戻入益 540 82,907

 受取和解金 53,817 －

 その他 22,774 11,892

 特別利益合計 182,090 312,260

特別損失 

 たな卸資産評価損 1,707,417 168,000

 固定資産売却損 ※4  1,352 0

 固定資産除却損 ※5  86,861 ※5  13,812

 減損損失 ※6  197,324 ※6  142,827

 店舗閉鎖損失 ※3  70,577 ※3  112,194

 事務所移転費用 22,637 39,886

 投資有価証券評価損 484,820 83,615

 貸倒引当金繰入額 413,819 1,000

 その他 242,722 734

 特別損失合計 3,227,533 562,069
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（単位：千円）

  
前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

税金等調整前当期純損失（△） △4,759,587 △720,838

法人税、住民税及び事業税 41,215 16,455

法人税等調整額 △922,541 3,385

法人税等合計 △881,326 19,840

少数株主損失（△） △2,177,346 △85,482

当期純損失（△） △1,700,914 △655,196
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（３）連結株主資本等変動計算書

  
  (訂正前)  

（単位：千円）

     
前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 6,062,518 6,622,518

  当期変動額 

   新株の発行 560,000 －

   当期変動額合計 560,000 －

  当期末残高 6,622,518 6,622,518

 資本剰余金 

  前期末残高 5,713,015 6,273,015

  当期変動額 

   新株の発行 560,000 －

   当期変動額合計 560,000 －

  当期末残高 6,273,015 6,273,015

 利益剰余金 

  前期末残高 △6,778,749 △8,612,012

  当期変動額 

   当期純損失（△） △1,833,262 △655,196

   連結範囲の変動 － 276,041

   当期変動額合計 △1,833,262 △379,155

  当期末残高 △8,612,012 △8,991,167

 自己株式 

  前期末残高 △158 △184

  当期変動額 

   自己株式の取得 △26 △5

   当期変動額合計 △26 △5

  当期末残高 △184 △190

 株主資本合計 

  前期末残高 4,996,625 4,283,336

  当期変動額 

   新株の発行 1,120,000 －

   当期純損失（△） △1,833,262 △655,196

   自己株式の取得 △26 △5

   連結範囲の変動 － 276,041

   当期変動額合計 △713,288 △379,161

  当期末残高 4,283,336 3,904,175
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（単位：千円）

     
前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28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 △11,203 △26,380

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,177 25,340

   当期変動額合計 △15,177 25,340

  当期末残高 △26,380 △1,040

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 △11,203 △26,380

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,177 25,340

   当期変動額合計 △15,177 25,340

  当期末残高 △26,380 △1,040

新株予約権 

 前期末残高 105,585 111,058

 当期変動額 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,473 △80,702

  当期変動額合計 5,473 △80,702

 当期末残高 111,058 30,356

少数株主持分 

 前期末残高 5,298,848 2,655,980

 当期変動額 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,642,867 32,387

  当期変動額合計 △2,642,867 32,387

 当期末残高 2,655,980 2,688,367

純資産合計 

 前期末残高 10,389,856 7,023,995

 当期変動額 

  新株の発行 1,120,000 －

  当期純損失（△） △1,833,262 △655,196

  自己株式の取得 △26 △5

  連結範囲の変動 － 276,041

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,652,571 △22,974

  当期変動額合計 △3,365,860 △402,135

 当期末残高 7,023,995 6,621,859
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  (訂正後)  

（単位：千円）

     
前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

株主資本 

 資本金 

  前期末残高 6,062,518 6,622,518

  当期変動額 

   新株の発行 560,000 －

   当期変動額合計 560,000 －

  当期末残高 6,622,518 6,622,518

 資本剰余金 

  前期末残高 5,713,015 6,273,015

  当期変動額 

   新株の発行 560,000 －

   当期変動額合計 560,000 －

  当期末残高 6,273,015 6,273,015

 利益剰余金 

  前期末残高 △6,911,098 △8,612,012

  当期変動額 

   当期純損失（△） △1,700,914 △655,196

   連結範囲の変動 － 276,041

   当期変動額合計 △1,700,914 △379,155

  当期末残高 △8,612,012 △8,991,167

 自己株式 

  前期末残高 △158 △184

  当期変動額 

   自己株式の取得 △26 △5

   当期変動額合計 △26 △5

  当期末残高 △184 △190

 株主資本合計 

  前期末残高 4,864,277 4,283,336

  当期変動額 

   新株の発行 1,120,000 －

   当期純損失（△） △1,700,914 △655,196

   自己株式の取得 △26 △5

   連結範囲の変動 － 276,041

   当期変動額合計 △580,940 △379,161

  当期末残高 4,283,336 3,904,175

―　17　―



（単位：千円）

     
前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28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 △11,203 △26,380

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,177 25,340

   当期変動額合計 △15,177 25,340

  当期末残高 △26,380 △1,040

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 △11,203 △26,380

  当期変動額 

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,177 25,340

   当期変動額合計 △15,177 25,340

  当期末残高 △26,380 △1,040

新株予約権 

 前期末残高 105,585 111,058

 当期変動額 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,473 △80,702

  当期変動額合計 5,473 △80,702

 当期末残高 111,058 30,356

少数株主持分 

 前期末残高 5,106,197 2,655,980

 当期変動額 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,450,216 32,387

  当期変動額合計 △2,450,216 32,387

 当期末残高 2,655,980 2,688,367

純資産合計 

 前期末残高 10,064,856 7,023,995

 当期変動額 

  新株の発行 1,120,000 －

  当期純損失（△） △1,700,914 △655,196

  自己株式の取得 △26 △5

  連結範囲の変動 － 276,041

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,459,920 △22,974

  当期変動額合計 △3,040,860 △402,135

 当期末残高 7,023,995 6,621,859
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

  
   (訂正前)  

（単位：千円）

   
前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28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（△） △5,084,587 △720,838

 減価償却費 131,720 77,962

 減損損失 197,324 142,827

 のれん償却額 118,826 8,300

 繰延資産償却額 16,450 14,362

 たな卸資産評価損 1,707,417 168,000

 負ののれん償却額 － △6,002

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 630,618 △46,987

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,199 △19,931

 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） － 48,879

 その他の引当金の増減額（△は減少） － 61,949

 受取利息及び受取配当金 △57,787 △41,956

 支払利息 99,450 72,696

 新株予約権戻入益 － △82,907

 固定資産売却損益（△は益） 1,352 △113

 固定資産除却損 86,861 13,812

 投資有価証券売却損益（△は益） △6,953 △56,262

 投資有価証券評価損益（△は益） 484,820 83,615

 関係会社事業譲渡損 59,681 －

 関係会社株式売却損益（△は益） － △111,192

 売上債権の増減額（△は増加） 459,645 208,376

 不動産共同事業出資金の増減額（△は増加） 1,345,000 －

 たな卸資産の増減額（△は増加） 645,104 128,009

 仕入債務の増減額（△は減少） △492,331 △382,650

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △443,889 175,589

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △276,326 △217,429

 その他 4,168 19,883

 小計 △367,235 △462,008

 利息及び配当金の受取額 58,036 42,204

 利息の支払額 △81,584 △52,888

 法人税等の還付額 62,066 2,620

 法人税等の支払額 △86,381 △24,089

 営業活動によるキャッシュ・フロー △415,098 △494,162
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（単位：千円）

   
前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28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 △29,783 △7,451

 有形固定資産の売却による収入 82 194

 無形固定資産の取得による支出 △11,066 △915

 投資有価証券の取得による支出 △2,395 －

 投資有価証券の売却による収入 41,703 139,863

 定期預金の預入による支出 △81,500 △9,371

 定期預金の払戻による収入 120,000 81,000

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
※2  △82,525 －

 差入保証金の差入による支出 △43,930 △5,073

 差入保証金の回収による収入 355,875 251,957

 子会社株式の取得による支出 △176,750 －

 短期貸付金の増減額（△は増加） 266,950 －

 長期貸付けによる支出 △259,903 －

 長期貸付金の回収による収入 365,000 109,200

 関係会社事業譲渡による収入 ※3  139,971 －

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

収入 
－ ※4  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 
－ ※4  △88,161

 その他 △186,552 13,063

 投資活動によるキャッシュ・フロー 415,176 541,768

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 株式の発行による収入 1,111,367 －

 社債の償還による支出 △105,000 －

 長期借入れによる収入 541,510 －

 長期借入金の返済による支出 △707,598 △232,024

 短期借入金の純増減額（△は減少） △721,300 △566,605

 自己株式の取得による支出 △26 △5

 連結子会社の配当金の支払額 △103,284 －

 その他 △71,925 10,728

 財務活動によるキャッシュ・フロー △56,257 △787,906

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,395 △2,012

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △53,784 △742,312

現金及び現金同等物の期首残高 3,194,029 3,140,245

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △9,696

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  3,140,245 ※1  2,388,235
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  (訂正後)  

（単位：千円）

   
前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28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（△） △4,759,587 △720,838

 減価償却費 131,720 77,962

 減損損失 197,324 142,827

 のれん償却額 118,826 8,300

 繰延資産償却額 16,450 14,362

 たな卸資産評価損 1,707,417 168,000

 負ののれん償却額 － △6,002

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 305,618 △46,987

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,199 △19,931

 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） － 48,879

 その他の引当金の増減額（△は減少） － 61,949

 受取利息及び受取配当金 △57,787 △41,956

 支払利息 99,450 72,696

 新株予約権戻入益 － △82,907

 固定資産売却損益（△は益） 1,352 △113

 固定資産除却損 86,861 13,812

 投資有価証券売却損益（△は益） △6,953 △56,262

 投資有価証券評価損益（△は益） 484,820 83,615

 関係会社事業譲渡損 59,681 －

 関係会社株式売却損益（△は益） － △111,192

 売上債権の増減額（△は増加） 459,645 208,376

 不動産共同事業出資金の増減額（△は増加） 1,106,000 －

 たな卸資産の増減額（△は増加） 645,104 128,009

 仕入債務の増減額（△は減少） △492,331 △382,650

 長期未収入金の増減（△は増減）  △680,540 －

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 475,650 175,589

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △276,326 △217,429

 その他 4,168 19,883

 小計 △367,235 △462,008

 利息及び配当金の受取額 58,036 42,204

 利息の支払額 △81,584 △52,888

 法人税等の還付額 62,066 2,620

 法人税等の支払額 △86,381 △24,089

 営業活動によるキャッシュ・フロー △415,098 △494,162
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（単位：千円）

   
前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28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 △29,783 △7,451

 有形固定資産の売却による収入 82 194

 無形固定資産の取得による支出 △11,066 △915

 投資有価証券の取得による支出 △2,395 －

 投資有価証券の売却による収入 41,703 139,863

 定期預金の預入による支出 △81,500 △9,371

 定期預金の払戻による収入 120,000 81,000

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
※2  △82,525 －

 差入保証金の差入による支出 △43,930 △5,073

 差入保証金の回収による収入 355,875 251,957

 子会社株式の取得による支出 △176,750 －

 短期貸付金の増減額（△は増加） 266,950 －

 長期貸付けによる支出 △259,903 －

 長期貸付金の回収による収入 365,000 109,200

 関係会社事業譲渡による収入 ※3  139,971 －

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

収入 
－ ※4  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 
－ ※4  △88,161

 その他 △186,552 13,063

 投資活動によるキャッシュ・フロー 415,176 541,768

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 株式の発行による収入 1,111,367 －

 社債の償還による支出 △105,000 －

 長期借入れによる収入 541,510 －

 長期借入金の返済による支出 △707,598 △232,024

 短期借入金の純増減額（△は減少） △721,300 △566,605

 自己株式の取得による支出 △26 △5

 連結子会社の配当金の支払額 △103,284 －

 その他 △71,925 10,728

 財務活動によるキャッシュ・フロー △56,257 △787,906

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,395 △2,012

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △53,784 △742,312

現金及び現金同等物の期首残高 3,194,029 3,140,245

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △9,696

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  3,140,245 ※1  2,388,235
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  (訂正前) 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当社グループは、前連結会計年度において営業損失651

百万円、当期純損失5,958百万円を計上し、当連結会計年

度においても営業損失1,691百万円、当期純損失1,833百万

円を計上しました。営業キャッシュ・フローにおいても５

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

る重要な疑義が存在しております。 

当連結会計年度における主たる原因は、当社連結子会社

である株式会社プロジェ・ホールディングス及び株式会社

グローバルコーポレーションが行っている不動産事業を取

り巻く環境の急激な変化に伴い、不動産価格が大幅に下落

し、多額の販売用不動産評価損が発生したこと、及び取得

価額を下回る価格での売却を余儀なくされたことによるも

のであります。 

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。当連結会計年度末（平成21年２月28

日現在）において、当社グループが保有する現預金残高は

3,068百万円であり、現在はグループ各社に対して、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。 

今後につきましては、当社グループの連結において、営

業利益ベースの黒字化を達成すべく、当社グループ各社に

おいて経営合理化による経費削減を図り、キャッシュ・フ

ローを重視しながら、既存事業の強化、改善による収益の

確保を図ってまいります。 

特に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、人員の大幅削減、本社事務所の移転等の経

営合理化策及び、不動産事業領域の選択と集中により確実

に収益を確保すべく、同社事業の再構築を進めさせており

ます。 

また、当社としましても、現状を打破し、今後安定的に

収益が計上できるような企業体制の再構築に向けた動きに

ついては、成果に結びつけられるように、引き続き行って

まいります。 

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「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、猶予期間期限の平成23年２月末迄の解除を目

指してまいります。 

当社グループは、前連結会計年度において営業損失

1,691百万円、当期純損失1,833百万円を計上し、当連結会

計年度においても営業損失435百万円、当期純損失655百万

円を計上しました。営業キャッシュ・フローにおいても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、グループ全体でキャッシュ・フローを重視し、

財務体質の改善に取り組んでおります。当連結会計年度末

（平成22年２月28日現在）において当社グループが保有す

る現預金残高は22億49百万円であり、資金繰りに支障はご

ざいません。今後につきましても、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しながら、キャッシュ・

フローを重視し、既存事業の強化・改善により収益確保を

図ってまいります。 

また、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。 

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、株式会社大阪証券取引所から平成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「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、警

告措置を受けた場合には株式会社大阪証券取引所の定める

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。  

連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されてお

り、継続企業の前提に関する重要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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前連結会計年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

また、当社は株式会社大阪証券取引所より同所の「上場

有価証券の発行者の会社情報の適時開示等」の規定に基づ

き、平成19年12月４日付で「改善報告書」を提出いたしま

した。しかし、平成20年６月、提出後６ヶ月間の改善状況

を報告したところ、その実施状況及び運用状況の内容が不

十分とされ、再度「改善報告書」の提出要請を受け、平成

20年７月２日付で提出いたしました。このため、当社は平

成19年12月４日から５年以内に、株式会社大阪証券取引所

が３度目の「改善報告書」の提出を求めることが必要と認

めたときは、株券上場廃止基準に該当することになりまし

た。このため、当社は今後二度とこうした指摘を受けるこ

とがないよう、グループ全体で改善に取り組んでおりま

す。 

当社グループは、こうした旧経営陣に起因する過去の出

来事等により、当社グループを取り巻くレピュテーショ

ン・リスク（評価・評判の低下に伴うリスク）が増大し、

そのことにより、当社グループ全体が大きく影響を受けて

いることも十分認識しております。そのため、当社グルー

プの企業価値をこれ以上毀損しないように、グループの総

力を挙げ、改善に向け取り組んでまいります。 

連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されてお

り、こ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) 

前連結会計年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当社グループは、前連結会計年度において営業損失890

百万円、当期純損失6,090百万円を計上し、当連結会計年

度においても営業損失1,691百万円、当期純損失1,700百万

円を計上しました。営業キャッシュ・フローにおいても５

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

る重要な疑義が存在しております。 

当連結会計年度における主たる原因は、当社連結子会社

である株式会社プロジェ・ホールディングス及び株式会社

グローバルコーポレーションが行っている不動産事業を取

り巻く環境の急激な変化に伴い、不動産価格が大幅に下落

し、多額の販売用不動産評価損が発生したこと、及び取得

価額を下回る価格での売却を余儀なくされたことによるも

のであります。 

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。当連結会計年度末（平成21年２月28

日現在）において、当社グループが保有する現預金残高は

3,068百万円であり、現在はグループ各社に対して、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。 

今後につきましては、当社グループの連結において、営

業利益ベースの黒字化を達成すべく、当社グループ各社に

おいて経営合理化による経費削減を図り、キャッシュ・フ

ローを重視しながら、既存事業の強化、改善による収益の

確保を図ってまいります。 

特に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、人員の大幅削減、本社事務所の移転等の経

営合理化策及び、不動産事業領域の選択と集中により確実

に収益を確保すべく、同社事業の再構築を進めさせており

ます。 

また、当社としましても、現状を打破し、今後安定的に

収益が計上できるような企業体制の再構築に向けた動きに

ついては、成果に結びつけられるように、引き続き行って

まいります。 

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「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、猶予期間期限の平成23年２月末迄の解除を目

指してまいります。 

当社グループは、前連結会計年度において営業損失

1,691百万円、当期純損失1,700百万円を計上し、当連結会

計年度においても営業損失435百万円、当期純損失655百万

円を計上しました。営業キャッシュ・フローにおいても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、グループ全体でキャッシュ・フローを重視し、

財務体質の改善に取り組んでおります。当連結会計年度末

（平成22年２月28日現在）において当社グループが保有す

る現預金残高は22億49百万円であり、資金繰りに支障はご

ざいません。今後につきましても、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しながら、キャッシュ・

フローを重視し、既存事業の強化・改善により収益確保を

図ってまいります。 

また、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。 

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、株式会社大阪証券取引所から平成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「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、警

告措置を受けた場合には株式会社大阪証券取引所の定める

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。  

連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されてお

り、継続企業の前提に関する重要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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前連結会計年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

また、当社は株式会社大阪証券取引所より同所の「上場

有価証券の発行者の会社情報の適時開示等」の規定に基づ

き、平成19年12月４日付で「改善報告書」を提出いたしま

した。しかし、平成20年６月、提出後６ヶ月間の改善状況

を報告したところ、その実施状況及び運用状況の内容が不

十分とされ、再度「改善報告書」の提出要請を受け、平成

20年７月２日付で提出いたしました。このため、当社は平

成19年12月４日から５年以内に、株式会社大阪証券取引所

が３度目の「改善報告書」の提出を求めることが必要と認

めたときは、株券上場廃止基準に該当することになりまし

た。このため、当社は今後二度とこうした指摘を受けるこ

とがないよう、グループ全体で改善に取り組んでおりま

す。 

当社グループは、こうした旧経営陣に起因する過去の出

来事等により、当社グループを取り巻くレピュテーショ

ン・リスク（評価・評判の低下に伴うリスク）が増大し、

そのことにより、当社グループ全体が大きく影響を受けて

いることも十分認識しております。そのため、当社グルー

プの企業価値をこれ以上毀損しないように、グループの総

力を挙げ、改善に向け取り組んでまいります。 

連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されてお

り、こ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) 

  

 （注） １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

  

 (訂正後) 

  

 （注） １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

  

注記事項

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

１株当たり純資産額 17円74銭 16円27銭 

１株当たり当期純損失 7円90銭  ２円73銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益 

潜在株式は存在するものの１株当

たり当期純損失であるため記載し

ておりません。 

潜在株式は存在するものの１株当

たり当期純損失であるため記載し

ておりません。 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当期純損失 1,833,262千円          655,196千円 

普通株式に係る当期純損失 1,833,262千円          655,196千円 

普通株主に帰属しない金額 －千円 －千円 

普通株式の期中平均株式数 232,068千株       239,930千株 

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

含まれなかった潜在株式の概要 

新株予約権３種類 

（株式の数2,587千株） 

新株予約権３種類 

（株式の数     2,517千株） 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

１株当たり純資産額 17円74銭 16円27銭 

１株当たり当期純損失 7円33銭  ２円73銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益 

潜在株式は存在するものの１株当

たり当期純損失であるため記載し

ておりません。 

潜在株式は存在するものの１株当

たり当期純損失であるため記載し

ておりません。 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当期純損失 1,700,914千円          655,196千円 

普通株式に係る当期純損失 1,700,914千円          655,196千円 

普通株主に帰属しない金額 －千円 －千円 

普通株式の期中平均株式数 232,068千株       239,930千株 

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

含まれなかった潜在株式の概要 

新株予約権３種類 

（株式の数2,587千株） 

新株予約権３種類 

（株式の数     2,517千株） 
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