
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）「平成 21 年２月期 第１四半期財務・業績の概況」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 21 年２月期 第１四半期財務・業績

の概況」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 21 年２月期 第１四半期財務・業績の概況」の概要 

決算期  平成 21 年２月期 第１四半期（平成 20 年３月１日～平成 20 年５月 31 日） 

公表日  平成 20 年７月 15 日 

 

以 上 
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（訂正前） 

 

平成 21 年２月期  第１四半期財務・業績の概況 

平成 20 年７月 15 日 

上 場 会 社 名        ステラ・グループ株式会社    上場取引所 大証二部 
コ ー ド 番 号         ８２０６           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）常務取締役       （氏名）上野 孝一 TEL (03) 5425－2511 
 

（百万円未満切捨て） 
１.平成 21 年２月期第１四半期の連結業績（平成 20 年３月１日 ～ 平成 20 年５月 31 日） 

 

(1) 連結経営成績                            （％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(当期)純利益

百万円 ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

21 年２月期第１四半期 4,897 (△50.8) △295 － △311 － △159 －

20 年２月期第１四半期 9,957 (73.5) 46 － △8 － △134 －

(参考)20 年２月期 35,474 － △651 － △938 － △5,958 －

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 

(当期)純利益 

円 銭 円 銭

21 年２月期第１四半期  △0 77 － － 

20 年２月期第１四半期 △0 82 － － 

(参考)20 年２月期 △35 34 － － 

 （注）潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、１株当たり純損失であるため記載を省略し

ております。 

 
 
(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

21 年２月期第１四半期 18,200 10,994 32.3 24 48 

20 年２月期第１四半期 35,445 17,628 30.1 62 78 

(参考)20 年２月期 18,201 10,389 27.4 29 34 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１． 連結経営成績に関する定性的情報 
当第１四半期（平成 20 年３月１日から平成 20 年５月 31 日まで）における我が国の経済は、米国サ

ブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱や原油価格の高騰による製品価格の上昇等の影響

により、個人消費の伸び悩みや企業の収益改善の足踏み、不動産市況低迷の状況が見られ、景気の先

行きに不透明感を増したまま推移いたしました。 

このような経済情勢の下、当社グループは連結子会社 11 社で構成され、グループ各社がコストの削

減に努め、収益力の向上に取り組みました。 

小売・リテール事業及び IT・メディア事業において、個人消費の伸び悩みの影響を受け、各事業会

社の売上高は前年同期に比べ微減となりました。また、不動産事業においては、前期末をもって、分

譲マンション販売のグローバル・ファンデックス株式会社が当社グループから離脱したことに加え、

株式会社プロジェ・ホールディングスならびに株式会社グローバルコーポレーションにおいては現在

の不動産事業を取り巻く環境に鑑み、両社の不動産事業の規模を大幅に縮小することとなったため、

連結売上高は大幅に減少いたしました。コスト削減の取り組みにより、販売費及び一般管理費を抑え

ることが出来ましたが、不動産事業における売上高の大幅な減少による売上総利益の減少をまかなう

ことは出来ませんでした。 

以上により、当社第 1四半期の連結業績は、売上高 48 億 97 百万円（前年同四半期比50.8％減）、営

業損失２億 95 百万円（前年同四半期は46百万円の営業利益）、経常損失３億 11 百万円（前年同四半期

は8百万円の経常損失）、四半期純損失１億 59 百万円（前年同四半期は１億34百万円の四半期純損失）

となりました。 

 

２． 連結財政状態に関する定性的情報 
当第１四半期末の総資産は、182億円と前年同期に比べ172億44百万円減少しました。主な要因は関

係会社を含む投資有価証券等の減損処理による当社の総資産の減少及び、グローバル・ファンデック

ス株式会社等が当社の連結子会社から離脱したことによります。 

資産につきましては、現金及び預金が 13 億 76 百万円減少、たな卸資産が 46 億 73 百万円減少、貸

倒引当金（流動）が８億99百万円増加、有形固定資産が 53 億 96 百万円減少、のれんが 36 億 77 百万

円減少、投資有価証券が 12 億 85 百万円減少いたしました。 

負債・純資産につきましては、短期借入金が 58 億 30 百万円減少、長期預り保証金が 30 億 33 百万

円減少、資本剰余金が 20 億６百万円減少、利益剰余金が34億28百万円減少、少数株主持分が18億78百

万円減少しました。 
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（訂正後） 

 

平成 21 年２月期  第１四半期財務・業績の概況 

平成 20 年７月 15 日 

上 場 会 社 名        ステラ・グループ株式会社    上場取引所 大証二部 
コ ー ド 番 号         ８２０６           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）常務取締役       （氏名）上野 孝一 TEL (03) 5425－2511 
 

（百万円未満切捨て） 
１.平成 21 年２月期第１四半期の連結業績（平成 20 年３月１日 ～ 平成 20 年５月 31 日） 
 
 
(1) 連結経営成績                            （％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(当期)純利益

百万円 ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

21 年２月期第１四半期 4,897 (△50.6) △295 － △311 － △159 －

20 年２月期第１四半期 9,910 (72.7) △1 － △56 － △171 －

(参考)20 年２月期 35,246 － △890 － △1,177 － △6,090 －

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 

(当期)純利益 

円 銭 円 銭

21 年２月期第１四半期  △0 77 － － 

20 年２月期第１四半期 △1 04 － － 

(参考)20 年２月期 △36 12 － － 

 （注）潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、１株当たり純損失であるため記載を省略し

ております。 

 
 
(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

21 年２月期第１四半期 17,875 10,669 32.1 23 93 

20 年２月期第１四半期 35,351 17,536 30.1 62 56 

(参考)20 年２月期 17,876 10,064 27.1 28 56 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１． 連結経営成績に関する定性的情報 
当第１四半期（平成 20 年３月１日から平成 20 年５月 31 日まで）における我が国の経済は、米国サ

ブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱や原油価格の高騰による製品価格の上昇等の影響

により、個人消費の伸び悩みや企業の収益改善の足踏み、不動産市況低迷の状況が見られ、景気の先

行きに不透明感を増したまま推移いたしました。 

このような経済情勢の下、当社グループは連結子会社 11 社で構成され、グループ各社がコストの削

減に努め、収益力の向上に取り組みました。 

小売・リテール事業及び IT・メディア事業において、個人消費の伸び悩みの影響を受け、各事業会

社の売上高は前年同期に比べ微減となりました。また、不動産事業においては、前期末をもって、分

譲マンション販売のグローバル・ファンデックス株式会社が当社グループから離脱したことに加え、

株式会社プロジェ・ホールディングスならびに株式会社グローバルコーポレーションにおいては現在

の不動産事業を取り巻く環境に鑑み、両社の不動産事業の規模を大幅に縮小することとなったため、

連結売上高は大幅に減少いたしました。コスト削減の取り組みにより、販売費及び一般管理費を抑え

ることが出来ましたが、不動産事業における売上高の大幅な減少による売上総利益の減少をまかなう

ことは出来ませんでした。 

以上により、当社第 1四半期の連結業績は、売上高 48 億 97 百万円（前年同四半期比50.6％減）、営

業損失２億 95 百万円（前年同四半期は１百万円の営業損失）、経常損失３億 11 百万円（前年同四半期

は56百万円の経常損失）、四半期純損失１億 59 百万円（前年同四半期は１億71百万円の四半期純損失）

となりました。 

 

２． 連結財政状態に関する定性的情報 
当第１四半期末の総資産は、178億75百万円と前年同期に比べ174億76百万円減少しました。主な要

因は関係会社を含む投資有価証券等の減損処理による当社の総資産の減少及び、グローバル・ファン

デックス株式会社等が当社の連結子会社から離脱したことによります。 

資産につきましては、現金及び預金が 13 億 76 百万円減少、たな卸資産が 46 億 73 百万円減少、貸

倒引当金（流動）が９億85百万円増加、有形固定資産が 53 億 96 百万円減少、のれんが 36 億 77 百万

円減少、投資有価証券が 12 億 85 百万円減少いたしました。 

負債・純資産につきましては、短期借入金が 58 億 30 百万円減少、長期預り保証金が 30 億 33 百万

円減少、資本剰余金が 20 億６百万円減少、利益剰余金が35億23百万円減少、少数株主持分が20億16百

万円減少しました。 
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（訂正前） 

５．（要約）四半期連結財務諸表 
(1) （要約）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円，％） 

前年同四半期末 

平成 20 年２月期

第１四半期末 

当四半期末 

平成 21 年２月期 

第１四半期末 
増  減 

(参考)前期末 

(平成20年２月期末)科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金 4,707,240 3,331,176 △1,376,063 △29.2 3,459,514

２ 受取手形及び売掛金 1,521,370 1,384,340 △137,029 △9.0 1,399,964

３ 有価証券 10,004 － △10,004 － －

４ たな卸資産 10,447,175 5,773,417 △4,673,757 △44.7 5,060,795

５ 不動産共同事業出資金 850,000 980,000 130,000 15.3 1,345,000

６ その他 1,017,080 1,170,104 153,023 15.0 1,110,928

貸倒引当金 △24,628 △923,983 △899,354 3651.6 △923,962

流動資産合計 18,528,241 11,715,056 △6,813,185 △36.8 11,452,240

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1) 建物及び構築物 3,429,883 1,124,136 △2,305,747 △67.2 1,143,197

(2) 土地 4,384,050 1,361,659 △3,022,390 △68.9 1,361,659

(3) その他 177,639 109,541 △68,098 △38.3 107,059

有形固定資産合計 7,991,573 2,595,337 △5,396,236 △67.5 2,611,915

２ 無形固定資産     

(1) のれん 4,083,151 405,446 △3,677,705 △90.1 437,317

(2) その他 72,341 51,382 △20,959 △29.0 52,153

無形固定資産合計 4,155,493 456,829 △3,698,664 △89.0 489,471

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券 1,866,609 580,797 △1,285,812 △68.9 699,702

(2) 長期貸付金 － 873,862 873,862 － 956,862

(3) 長期差入保証金 2,458,592 2,235,351 △223,240 △9.1 2,252,765

(4) その他 435,796 253,934 △181,862 △41.7 268,038

貸倒引当金 △68,440 △541,219 △472,779 690.8 △542,016

投資その他の資産合計 4,692,558 3,402,726 △1,289,832 △27.5 3,635,353

固定資産合計 16,839,626 6,454,893 △10,384,732 △61.7 6,736,740

Ⅲ 繰延資産 77,504 30,646 △46,858 △60.5 12,548

  資産合計 35,445,372 18,200,595 △17,244,776 △48.7 18,201,529
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前年同四半期末 

平成 20 年２月期

第１四半期末 

当四半期末 

平成 21 年２月期

第１四半期末 

増  減 
(参考)前期末 

(平成 20年２月期末)科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１ 支払手形及び買掛金 2,161,803 1,703,632 △458,171 △21.2 1,655,996

２ 短期借入金 7,954,018 2,123,556 △5,830,462 △73.3 2,762,370

３ 未払法人税等 76,349 27,659 △48,689 △63.8 69,900

４ 賞与引当金 45,243 34,338 △10,904 △24.1 24,346

５ 役員賞与引当金 2,154 2,704 550 25.5 2,154

６ その他 1,052,571 905,375 △147,196 △14.0 831,347

流動負債合計 11,292,140 4,797,265 △6,494,874 △57.5 5,346,114

Ⅱ 固定負債     

１ 社債 140,000 45,000 △95,000 △67.9 45,000

２ 長期借入金 1,630,567 949,428 △681,139 △41.8 987,082

３ 繰延税金負債 1,231,711 1,030,294 △201,416 △16.4 1,031,404

４ 退職給付引当金 151,734 122,069 △29,664 △19.6 127,281

５ 長期預り保証金 3,219,238 185,671 △3,033,567 △94.2 155,399

６ その他 151,301 76,497 △74,804 △49.4 119,390

固定負債合計 6,524,553 2,408,960 △4,115,592 △63.1 2,465,558

負債合計 17,816,693 7,206,226 △10,610,466 △59.6 7,811,673

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金 6,062,518 6,622,518 560,000 9.2 6,062,518 

２ 資本剰余金 8,279,143 6,273,015 △2,006,127 △24.2 5,713,015 

３ 利益剰余金 △3,510,050 △6,938,584 △3,428,533 △97.7 △6,778,749 

４ 自己株式 △127 △173 △45 △35.8 △158 

株主資本合計 10,831,483 5,956,775 △4,874,707 △45.0 4,996,625 

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ その他有価証券評価 
差額金 

△163,471 △83,551 79,920 48.9 △11,203 

評価・換算差額等合計 △163,471 △83,551 79,921 48.9 △11,203 

Ⅲ 新株予約権 69,220 107,966 38,746 56.0 105,585 

Ⅳ 少数株主持分 6,891,447 5,013,178 △1,878,269 △27.3 5,298,848 

純資産合計 17,628,679 10,994,369 △6,634,309 △37.6 10,389,856 

負債・純資産合計 35,445,372 18,200,595 △17,244,776 △48.7 18,201,529 
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（訂正後） 
５．（要約）四半期連結財務諸表 
(1) （要約）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円，％） 

前年同四半期末 

平成 20 年２月期

第１四半期末 

当四半期末 

平成 21 年２月期 

第１四半期末 
増  減 

(参考)前期末 

(平成20年２月期末)科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金 4,707,240 3,331,176 △1,376,063 △29.2 3,459,514

２ 受取手形及び売掛金 1,521,370 1,384,340 △137,029 △9.0 1,399,964

３ 有価証券 10,004 － △10,004 － －

４ たな卸資産 10,447,175 5,773,417 △4,673,757 △44.7 5,060,795

５ 不動産共同事業出資金 800,000 741,000 △59,000 △7.4 1,106,000

６ その他 975,850 1,170,104 194,253 19.9 1,110,928

貸倒引当金 △24,628 △1,009,983 △985,354 4000.8 △1,009,962

流動資産合計 18,437,011 11,390,056 △7,046,955 △38.2 11,127,240

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1) 建物及び構築物 3,429,883 1,124,136 △2,305,747 △67.2 1,143,197

(2) 土地 4,384,050 1,361,659 △3,022,390 △68.9 1,361,659

(3) その他 177,639 109,541 △68,098 △38.3 107,059

有形固定資産合計 7,991,573 2,595,337 △5,396,236 △67.5 2,611,915

２ 無形固定資産     

(1) のれん 4,083,151 405,446 △3,677,705 △90.1 437,317

(2) その他 72,341 51,382 △20,959 △29.0 52,153

無形固定資産合計 4,155,493 456,829 △3,698,664 △89.0 489,471

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券 1,866,609 580,797 △1,285,812 △68.9 699,702

(2) 長期貸付金 － 873,862 873,862 － 956,862

(3) 長期差入保証金 2,458,592 2,235,351 △223,240 △9.1 2,252,765

(4) その他 433,479 253,934 △179,545 △41.4 268,038

貸倒引当金 △68,440 △541,219 △472,779 690.8 △542,016

投資その他の資産合計 4,690,241 3,402,726 △1,287,514 △27.5 3,635,353

固定資産合計 16,837,308 6,454,893 △10,382,414 △61.7 6,736,740

Ⅲ 繰延資産 77,504 30,646 △46,858 △60.5 12,548

  資産合計 35,351,824 17,875,595 △17,476,228 △49.4 17,876,529
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前年同四半期末 

平成 20 年２月期

第１四半期末 

当四半期末 

平成 21 年２月期

第１四半期末 

増  減 
(参考)前期末 

(平成 20年２月期末)科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１ 支払手形及び買掛金 2,161,803 1,703,632 △458,171 △21.2 1,655,996

２ 短期借入金 7,954,018 2,123,556 △5,830,462 △73.3 2,762,370

３ 未払法人税等 76,179 27,659 △48,520 △63.7 69,900

４ 賞与引当金 45,243 34,338 △10,904 △24.1 24,346

５ 役員賞与引当金 2,154 2,704 550 25.5 2,154

６ その他 1,050,941 905,375 △145,566 △13.9 831,347

流動負債合計 11,290,340 4,797,265 △6,493,074 △57.5 5,346,114

Ⅱ 固定負債     

１ 社債 140,000 45,000 △95,000 △67.9 45,000

２ 長期借入金 1,630,567 949,428 △681,139 △41.8 987,082

３ 繰延税金負債 1,231,711 1,030,294 △201,416 △16.4 1,031,404

４ 退職給付引当金 151,734 122,069 △29,664 △19.6 127,281

５ 長期預り保証金 3,219,238 185,671 △3,033,567 △94.2 155,399

６ その他 151,301 76,497 △74,804 △49.4 119,390

固定負債合計 6,524,553 2,408,960 △4,115,592 △63.1 2,465,558

負債合計 17,814,893 7,206,226 △10,608,667 △59.5 7,811,673

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金 6,062,518 6,622,518 560,000 9.2 6,062,518 

２ 資本剰余金 8,279,143 6,273,015 △2,006,127 △24.2 5,713,015 

３ 利益剰余金 △3,547,407 △7,070,932 △3,523,524 △99.3 △6,911,098 

４ 自己株式 △127 △173 △45 △35.8 △158 

株主資本合計 10,794,125 5,824,427 △4,969,698 △46.0 4,864,277 

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ その他有価証券評価 
差額金 

△163,471 △83,551 79,920 48.9 △11,203 

評価・換算差額等合計 △163,471 △83,551 79,921 48.9 △11,203 

Ⅲ 新株予約権 69,220 107,966 38,746 56.0 105,585 

Ⅳ 少数株主持分 6,837,056 4,820,526 △2,016,529 △29.5 5,106,197 

純資産合計 17,536,930 10,669,369 △6,867,560 △39.2 10,064,856 

負債・純資産合計 35,351,824 17,875,595 △17,476,228 △49.4 17,876,529 
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（訂正前） 

(2) （要約）四半期連結損益計算書 

（単位：千円，％） 

前年同四半期 

平成 20 年２月期

第１四半期 

当四半期 

平成 21 年２月期

第１四半期 
増  減 

(参考)前期 

(平成 20 年２月期)科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

Ⅰ 売上高 9,957,878 4,897,141 △5,060,737 △50.8 35,474,322

Ⅱ 売上原価 7,740,807 3,600,272 △4,140,534 △53.5 27,579,035

売上総利益 2,217,070 1,296,868 △920,202 △41.5 7,895,287

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,170,865 1,592,755 △578,110 △26.6 8,546,848

営業利益又は営業損失(△) 46,205 △295,887 △342,092 － △651,560

Ⅳ 営業外収益 31,858 9,929 △21,928 △68.8 158,625

Ⅴ 営業外費用 86,227 25,754 △60,473 △70.1 445,707

経常利益(△は経常損失) △8,164 △311,712 △303,547 － △938,642

Ⅵ 特別利益 27,393 20,459 △6,934 △25.3 222,045

Ⅶ 特別損失 104,499 3,679 △100,821 △96.5 6,982,095

税金等調整前四半期(当期)
純利益(△は純損失) △85,270 △294,931 △209,661 － △7,698,691

法人税等 65,755 7,781 △57,973 △88.2 △79,806

少数株主利益(△は損失) △16,394 △142,878 △126,484 － △1,660,273

四半期(当期)純利益(△は
純損失) △134,631 △159,834 △25,203 － △5,958,611
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（訂正後） 

(2) （要約）四半期連結損益計算書 

（単位：千円，％） 

前年同四半期 

平成 20 年２月期

第１四半期 

当四半期 

平成 21 年２月期

第１四半期 
増  減 

(参考)前期 

(平成 20 年２月期)科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

Ⅰ 売上高 9,910,259 4,897,141 △5,013,118 △50.6 35,246,703

Ⅱ 売上原価 7,740,807 3,600,272 △4,140,534 △53.5 27,579,035

売上総利益 2,169,451 1,296,868 △872,583 △40.2 7,667,668

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,171,447 1,592,755 △578,691 △26.7 8,558,229

営業利益又は営業損失(△) △1,995 △295,887 △293,891 － △890,560

Ⅳ 営業外収益 31,858 9,929 △21,928 △68.8 158,625

Ⅴ 営業外費用 86,227 25,754 △60,473 △70.1 445,707

経常利益(△は経常損失) △56,365 △311,712 △255,346 － △1,177,642

Ⅵ 特別利益 27,393 20,459 △6,934 △25.3 222,045

Ⅶ 特別損失 104,499 3,679 △100,821 △96.5 7,068,095

税金等調整前四半期(当期)
純利益(△は純損失) △133,471 △294,931 △161,460 － △8,023,691

法人税等 109,303 7,781 △101,521 △92.9 △79,806

少数株主利益(△は損失) △70,786 △142,878 △72,092 － △1,852,924

四半期(当期)純利益(△は
純損失) △171,988 △159,834 △12,154 － △6,090,959
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