
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 中間決算短信」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 21 年２月期 中間決算短信」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 21 年２月期 中間決算短信」の概要 

決算期  平成 21 年２月期 中間期（平成 20 年３月１日～平成 20 年８月 31 日） 

公表日  平成 20 年 10 月 15 日 

 

以 上 
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 (訂正前） 

                                                   （百万円未満切捨て） 

１．平成20年８月中間期の連結業績（平成20年３月１日～平成20年８月31日） 

  

  

(2）連結財政状態 

(3）連結キャッシュ・フローの状況 

２．配当の状況 

   

  平成21年２月期 中間決算短信 平成20年10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）総務人事部長 （氏名）津田 由行   TEL (03)5425－2511 

半期報告書提出予定日 平成20年11月28日     

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

20年８月中間期  9,354  △47.8  △1,014  －  △1,040  －  △1,372  －

19年８月中間期  17,910  71.5  △69  －  △199  －  △1,455  －

20年２月期  35,474  43.0  △651  －  △938  －  △5,958  －

  
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり 

中間（当期）純利益 

  円 銭 円 銭 

20年８月中間期  △6  12  －  －

19年８月中間期  △8  70  －  －

20年２月期  △35  34  －  －

  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 

20年８月中間期  14,587  7,637  31.9  19  41

19年８月中間期  34,866  16,268  27.0  55  41

20年２月期  18,201  10,389  27.4  29  34

（参考）自己資本 20年８月中間期 4,656 百万円 19年８月中間期 9,416 百万円 20年２月期 4,985 百万円

  
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円 

20年８月中間期  △477  178  243  3,137

19年８月中間期  △7,594  △785  6,608  3,050

20年２月期  △7,900  3,063  3,209  3,194

   １株当たり配当金 

（基準日） 年間 

  円 銭 

20年２月期  0  00

21年２月期     

21年２月期（予想）  0  00
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 (訂正後）                                   （百万円未満切捨て） 

１．平成20年８月中間期の連結業績（平成20年３月１日～平成20年８月31日） 

  

(2）連結財政状態 

  

(3）連結キャッシュ・フローの状況 

２．配当の状況 

   

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

20年８月中間期  9,354  △47.1  △1,014  －  △1,040  －  △1,239  －

19年８月中間期  17,682  69.3  △298  －  △428  －  △1,526  －

20年２月期  35,246  42.1  △890  －  △1,177  －  △6,090  －

  
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり 

中間（当期）純利益 

  円 銭 円 銭 

20年８月中間期  △5  53  －  －

19年８月中間期  △9  12  －  －

20年２月期  △36  12  －  －

  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 

20年８月中間期  14,587  7,637  31.9  19  41

19年８月中間期  34,607  16,095  27.0  55  00

20年２月期  17,876  10,064  27.1  28  56

（参考）自己資本 20年８月中間期 4,656 百万円 19年８月中間期 9,345 百万円 20年２月期 4,853 百万円

  
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円 

20年８月中間期  △477  178  243  3,137

19年８月中間期  △7,594  △785  6,608  3,050

20年２月期  △7,900  3,063  3,209  3,194

   １株当たり配当金 

（基準日） 年間 

  円 銭 

20年２月期  0  00

21年２月期     

21年２月期（予想）  0  00
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 (訂正前)  

(1）経営成績に関する分析 

① 当中間期の経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、昨年来の米国サブプライム問題に端を発した金融不安の高まりに加

え、原油及び原材料価格の高騰等の影響により企業収益の先行き不透明感が強まり、企業の設備投資も伸び悩むな

ど、国内景気の減速懸念が強まっております。 

また個人消費においても、ガソリンや食品をはじめとする生活必需品の価格上昇により、生活防衛の意識が更に強

まり、消費マインドは低調に推移しております。 

このような経済情勢の下で、当社グループは連結子会社12社(当中間連結期間末現在）で構成され、各事業分野に

おいて、キャッシュ・フローを重視し、コスト削減に努めながら、収益力の向上に取り組んでまいりました。  

また、当社は現在グループ再構築の途上にあり、その一環として、不動産事業において、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の全株式を売却いたしました。また、昨年来の不動産市況悪化

を鑑み、当社傘下の株式会社プロジェ・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がその不動

産事業規模を大幅に縮小することとし、当中間連結期間においてキャッシュ・フロー改善を図るため、販売用不動産

の在庫圧縮を行いました。しかし、市況悪化に伴う不動産価格の大幅な下落に伴い、大半が取得価格を下回る価格で

の売却を余儀なくされるとともに、多額の評価損計上を行わざるをえませんでした。このため、当社の連結売上高は

前年同期と比べて大幅に減少するとともに、損益面でも大幅な損失を計上することとなりました。 

この結果、当中間連結会計期間は、売上高93億54百万円（前年同期比47.8％減）、経常損失10億40百万円（前年同

期は１億99百万円の経常損失）、中間純損失13億72百万円（前年同期は14億55百万円の中間純損失）となりました。

   

（不動産事業） 

不動産事業は、折からのサブプライムローン問題の影響を受けた金融機関の融資引き締めに加え、建築基準法改

正に伴う着工数の減少や個人消費の鈍化等により、先行き不透明な状況に陥っております。 

このため、当社グループとしては、前述のとおり、不動産事業の事業規模を大幅に縮小することとし、前期末を

もって、分譲マンション販売を行っていたグローバル・ファンデックス株式会社を当社グループから離脱させ、連

結子会社である株式会社プロジェ・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は新規投資案

件を凍結するとともに、キャッシュ・フローの改善を図るため、販売用不動産在庫の圧縮に努めました。しかし、

在庫の圧縮は、市況悪化に伴う不動産価格の大幅な下落に伴い、大半の物件が原価を下回る価格での売却を余儀な

くされました。 

この結果、不動産事業の当中間連結会計期間の売上高は７億15百万円（前年同期比91.2％減）と大幅な減少とな

りました。 

   

(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、グローバル・ファンデックス株式会社を売却したことによる棚卸資産（販売用不動産等）の減少、

及び株式会社プロジェ・ホールディングスグループの棚卸資産（販売用不動産等）の減少により棚卸資産が、前中

間連結会計期間末に比べて93億59百万円の減少となり、また不動産関連事業の現況を踏まえて債権の回収可能性を

見積もった結果、貸倒引当金が前中間連結会計期間末に比べて11億84百万円増加したため、前中間連結会計期間末

に比べ105億32百万円減少し86億53百万円（前年同期比54.9％減）となりました。 

固定資産は、固定資産の除却及び株式会社プロジェ・ホールディングスによる土地建物の売却による減少、のれ

んの減損による一括償却などによる減少により前中間連結会計期間末に比べ97億６百万円減少し59億７百万円（前

年同期比62.2%減）となりました。 

（負債） 

流動負債は、グローバル・ファンデックス株式会社の棚卸資産に対する短期借入金が同社を売却したことにより

減少し、前中間連結会計期間末に比べ75億22百万円減少し46億10百万円（前年同期比62.0%減）となりました。 

固定負債は、主に株式会社プロジェ・ホールディングスが保有していた固定資産の売却に伴ない、長期預り保証

金が減少したため、前中間連結会計期間末に比べ41億25百万円減少し23億39百万円（前年同期比63.8%減）となり

ました。 

以上の結果、負債合計は69億50百万円（前年同期比62.6%減）となりました。 

（純資産） 

純資産は、第三者割当増資による資本金の増加がありましたが、前連結会計年度下期から当中間連結会計期間末

１．経営成績
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までの特別損失の増加により利益剰余金が減少したため、前中間連結会計期間末に比べ86億30百万円減少し76億

37百万円（前年同期比53.1%減）となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

当中間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、前中間連結会計期間末に比べ

87百万円増加し、31億37百万円となりました。 

当中間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） 

営業活動に使用した資金は４億77百万円（前中間連結会計期間は△75億94百万円）となりました。これは、主

に税金等調整前中間純損失34億72百万円、減価償却費76百万円、のれん償却額１億61百万円、たな卸資産評価損

17億７百万円、投資有価証券評価損１億５百万円、貸倒引当金の増加額２億61百万円、売上債権の減少額３億42

百万円、不動産共同事業出資金の減少額４億55百万円などの増加と、仕入債務の減少額77百万円などの減少によ

るものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は１億78百万円（前中間連結会計期間は△７億85百万円）となりました。これ

は、主に貸付金の回収による収入２億23百万円、長期性預金の払戻による収入１億20百万円、差入保証金の回収

による収入１億12百万円、連結子会社株式の追加取得による支出１億円76百万円、連結範囲の変更を伴う子会社

株式の取得による支出82百万円などの支出によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は２億43百万円（前中間連結会計期間は66億８百万円）となりました。これは、

主に株式の発行による収入11億11百万円、長期借入金の返済１億円69百万円、短期借入金の純減額６億23百万

円、連結子会社の配当金の支払１億２百万円などの支出によるものです。 
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 (訂正後)  

(1）経営成績に関する分析 

① 当中間期の経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、昨年来の米国サブプライム問題に端を発した金融不安の高まりに加

え、原油及び原材料価格の高騰等の影響により企業収益の先行き不透明感が強まり、企業の設備投資も伸び悩むな

ど、国内景気の減速懸念が強まっております。 

また個人消費においても、ガソリンや食品をはじめとする生活必需品の価格上昇により、生活防衛の意識が更に強

まり、消費マインドは低調に推移しております。 

このような経済情勢の下で、当社グループは連結子会社12社(当中間連結期間末現在）で構成され、各事業分野に

おいて、キャッシュ・フローを重視し、コスト削減に努めながら、収益力の向上に取り組んでまいりました。  

また、当社は現在グループ再構築の途上にあり、その一環として、不動産事業において、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の全株式を売却いたしました。また、昨年来の不動産市況悪化

を鑑み、当社傘下の株式会社プロジェ・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がその不動

産事業規模を大幅に縮小することとし、当中間連結期間においてキャッシュ・フロー改善を図るため、販売用不動産

の在庫圧縮を行いました。しかし、市況悪化に伴う不動産価格の大幅な下落に伴い、大半が取得価格を下回る価格で

の売却を余儀なくされるとともに、多額の評価損計上を行わざるをえませんでした。このため、当社の連結売上高は

前年同期と比べて大幅に減少するとともに、損益面でも大幅な損失を計上することとなりました。 

この結果、当中間連結会計期間は、売上高93億54百万円（前年同期比47.1％減）、経常損失10億40百万円（前年同

期は４億28百万円の経常損失）、中間純損失12億39百万円（前年同期は15億26百万円の中間純損失）となりました。

   

（不動産事業） 

不動産事業は、折からのサブプライムローン問題の影響を受けた金融機関の融資引き締めに加え、建築基準法改

正に伴う着工数の減少や個人消費の鈍化等により、先行き不透明な状況に陥っております。 

このため、当社グループとしては、前述のとおり、不動産事業の事業規模を大幅に縮小することとし、前期末を

もって、分譲マンション販売を行っていたグローバル・ファンデックス株式会社を当社グループから離脱させ、連

結子会社である株式会社プロジェ・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は新規投資案

件を凍結するとともに、キャッシュ・フローの改善を図るため、販売用不動産在庫の圧縮に努めました。しかし、

在庫の圧縮は、市況悪化に伴う不動産価格の大幅な下落に伴い、大半の物件が原価を下回る価格での売却を余儀な

くされました。 

この結果、不動産事業の当中間連結会計期間の売上高は７億15百万円（前年同期比91.0％減）と大幅な減少とな

りました。 

  

(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、グローバル・ファンデックス株式会社を売却したことによる棚卸資産（販売用不動産等）の減少、

及び株式会社プロジェ・ホールディングスグループの棚卸資産（販売用不動産等）の減少により棚卸資産が、前中

間連結会計期間末に比べて93億59百万円の減少となり、また不動産関連事業の現況を踏まえて債権の回収可能性を

見積もった結果、貸倒引当金が前中間連結会計期間末に比べて９億45百万円増加したため、前中間連結会計期間末

に比べ102億76百万円減少し86億53百万円（前年同期比54.3％減）となりました。 

固定資産は、固定資産の除却及び株式会社プロジェ・ホールディングスによる土地建物の売却による減少、のれ

んの減損による一括償却などによる減少により前中間連結会計期間末に比べ97億４百万円減少し59億７百万円（前

年同期比62.2%減）となりました。 

（負債） 

流動負債は、グローバル・ファンデックス株式会社の棚卸資産に対する短期借入金が同社を売却したことにより

減少し、前中間連結会計期間末に比べ74億36百万円減少し46億10百万円（前年同期比61.7%減）となりました。 

固定負債は、主に株式会社プロジェ・ホールディングスが保有していた固定資産の売却に伴ない、長期預り保証

金が減少したため、前中間連結会計期間末に比べ41億25百万円減少し23億39百万円（前年同期比63.8%減）となり

ました。 

以上の結果、負債合計は69億50百万円（前年同期比62.5%減）となりました。 

（純資産） 

純資産は、第三者割当増資による資本金の増加がありましたが、前連結会計年度下期から当中間連結会計期間末

までの特別損失の増加により利益剰余金が減少したため、前中間連結会計期間末に比べ84億57百万円減少し76億37

百万円（前年同期比52.5%減）となりました。 
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② キャッシュ・フローの状況 

当中間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、前中間連結会計期間末に比べ

87百万円増加し、31億37百万円となりました。 

当中間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） 

営業活動に使用した資金は４億77百万円（前中間連結会計期間は△75億94百万円）となりました。これは、主

に税金等調整前中間純損失31億47百万円、減価償却費76百万円、のれん償却額１億61百万円、たな卸資産評価損

17億７百万円、投資有価証券評価損１億５百万円、貸倒引当金の減少額63百万円、売上債権の減少額３億42百万

円、不動産共同事業出資金の減少額４億55百万円などの増加と、仕入債務の減少額77百万円などの減少によるも

のです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は１億78百万円（前中間連結会計期間は△７億85百万円）となりました。これ

は、主に貸付金の回収による収入２億23百万円、長期性預金の払戻による収入１億20百万円、差入保証金の回収

による収入１億12百万円、連結子会社株式の追加取得による支出１億円76百万円、連結範囲の変更を伴う子会社

株式の取得による支出82百万円などの支出によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は２億43百万円（前中間連結会計期間は66億８百万円）となりました。これは、

主に株式の発行による収入11億11百万円、長期借入金の返済１億円69百万円、短期借入金の純減額６億23百万

円、連結子会社の配当金の支払１億２百万円などの支出によるものです。 
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  (訂正前) 

４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

    前中間連結会計期間末
（平成19年８月31日） 

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日） 

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 

（平成20年２月29日） 

区分 注記 
番号 金額（千円）

構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 構成比
（％）

（資産の部）                

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金 ※１  3,347,550 3,429,325  3,459,514

２ 受取手形及び売掛金 ※３  1,470,326 1,100,760  1,399,964

３ 有価証券    10,001 －  －

４ たな卸資産 ※１  12,662,341 3,302,630  5,060,795

５ 不動産共同事業出資
金    845,000 889,700  1,345,000

６ その他    875,983 1,140,004  1,110,928

貸倒引当金    △24,975 △1,209,170  △923,962

流動資産合計    19,186,228 55.0 8,653,250 59.3  11,452,240 62.9

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※２   

(1）建物及び構築物 ※１  3,372,349 1,075,791  1,143,197

(2）土地 ※１  4,384,050 1,361,659  1,361,659

(3）その他    149,896 7,906,296 98,883 2,536,335  107,059 2,611,915

２ 無形固定資産     

(1）のれん    3,669,212 420,886  437,317

(2）その他    55,237 3,724,450 46,553 467,439  52,153 489,471

３ 投資その他の資産     

(1）長期差入保証金 ※１  2,400,750 2,148,753  2,252,765

(2）長期貸付金    － 734,362  956,862

(3）その他    1,636,026 538,933  967,741

貸倒引当金    △53,012 3,983,764 △517,858 2,904,191  △542,016 3,635,353

固定資産合計    15,614,510 44.8 5,907,966 40.5  6,736,740 37.0

Ⅲ 繰延資産    65,444 0.2 26,563 0.2  12,548 0.1

資産合計    34,866,183 100.0 14,587,781 100.0  18,201,529 100.0
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    前中間連結会計期間末
（平成19年８月31日） 

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日） 

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 

（平成20年２月29日） 

区分 注記 
番号 金額（千円）

構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 構成比
（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１ 支払手形及び買掛金 ※１   1,908,256 1,612,716  1,655,996

２ 短期借入金 ※１   8,995,623 2,131,432  2,762,370

３ 賞与引当金     81,112 25,912  24,346

４ 役員賞与引当金     2,154 3,070  2,154

５ その他     1,146,266 837,802  901,247

流動負債合計     12,133,412 34.8 4,610,934 31.6  5,346,114 29.4

Ⅱ 固定負債      

１ 社債 ※１   125,000 30,000  45,000

２ 長期借入金 ※１   1,567,456 897,392  987,082

３ 長期預り保証金 ※１   3,225,524 184,564  155,399

４ 繰延税金負債     － 1,028,734  1,031,404

５ 退職給付引当金     145,208 123,978  127,281

６ その他     1,401,083 74,484  119,390

固定負債合計     6,464,273 18.5 2,339,153 16.0  2,465,558 13.5

負債合計     18,597,685 53.3 6,950,087 47.6  7,811,673 42.9

       

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

１ 資本金     6,062,518 17.4 6,622,518 45.4  6,062,518 33.3

２ 資本剰余金     5,713,015 16.4 6,273,015 43.0  5,713,015 31.4

３ 利益剰余金     △2,265,249 △6.5 △8,151,091 △55.9  △6,778,749 △37.2

４ 自己株式     △155 △0.0 △184 △0.0  △158 △0.0

株主資本合計     9,510,128 27.3 4,744,257 32.5  4,996,625 27.5

Ⅱ 評価・換算差額等      

１ その他有価証券評価
差額金     △71,937 △87,278  △11,203

２ 土地再評価差額金     △21,767 －  －

評価・換算差額等合計     △93,705 △0.3 △87,278 △0.6  △11,203 △0.1

Ⅲ 新株予約権     55,682 0.2 109,643 0.8  105,585 0.6

Ⅳ 少数株主持分     6,796,391 19.5 2,871,071 19.7  5,298,848 29.1

純資産合計     16,268,498 46.7 7,637,693 52.4  10,389,856 57.1

負債純資産合計     34,866,183 100.0 14,587,781 100.0  18,201,529 100.0
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  (訂正後) 

  

    前中間連結会計期間末
（平成19年８月31日） 

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日） 

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 

（平成20年２月29日） 

区分 注記 
番号 金額（千円）

構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 構成比
（％）

（資産の部）                

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金 ※１  3,347,550 3,429,325  3,459,514

２ 受取手形及び売掛金 ※３  1,470,326 1,100,760  1,399,964

３ 有価証券    10,001 －  －

４ たな卸資産 ※１  12,662,341 3,302,630  5,060,795

５ 不動産共同事業出資 
  金    606,000 650,700  1,106,000

６ その他    858,339 1,140,004  1,110,928

貸倒引当金    △24,975 △970,170  △1,009,962

流動資産合計    18,929,584 54.7 8,653,250 59.3  11,127,240 62.2

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※２   

(1）建物及び構築物 ※１  3,372,349 1,075,791  1,143,197

(2）土地 ※１  4,384,050 1,361,659  1,361,659

(3）その他    149,896 7,906,296 98,883 2,536,335  107,059 2,611,915

２ 無形固定資産     

(1）のれん    3,669,212 420,886  437,317

(2）その他    55,237 3,724,450 46,553 467,439  52,153 489,471

３ 投資その他の資産     

(1）長期差入保証金 ※１  2,400,750 2,148,753  2,252,765

(2）長期貸付金    － 734,362  956,862

(3）その他    1,634,015 538,933  967,741

貸倒引当金    △53,012 3,981,752 △517,858 2,904,191  △542,016 3,635,353

固定資産合計    15,612,499 45.1 5,907,966 40.5  6,736,740 37.7

Ⅲ 繰延資産    65,444 0.2 26,563 0.2  12,548 0.1

資産合計    34,607,528 100.0 14,587,781 100.0  17,876,529 100.0
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    前中間連結会計期間末
（平成19年８月31日） 

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日） 

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 

（平成20年２月29日） 

区分 注記 
番号 金額（千円）

構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 構成比
（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１ 支払手形及び買掛金 ※１   1,908,256 1,612,716  1,655,996

２ 短期借入金 ※１   8,995,623 2,131,432  2,762,370

３ 賞与引当金     81,112 25,912  24,346

４ 役員賞与引当金     2,154 3,070  2,154

５ その他     1,060,703 837,802  901,247

流動負債合計     12,047,849 34.8 4,610,934 31.6  5,346,114 29.9

Ⅱ 固定負債      

１ 社債 ※１   125,000 30,000  45,000

２ 長期借入金 ※１   1,567,456 897,392  987,082

３ 長期預り保証金 ※１   3,225,524 184,564  155,399

４ 繰延税金負債     － 1,028,734  1,031,404

５ 退職給付引当金     145,208 123,978  127,281

６ その他     1,401,083 74,484  119,390

固定負債合計     6,464,273 18.7 2,339,153 16.0  2,465,558 13.8

負債合計     18,512,123 53.5 6,950,087 47.6  7,811,673 43.7

       

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

１ 資本金     6,062,518 17.5 6,622,518 45.4  6,062,518 33.9

２ 資本剰余金     5,713,015 16.5 6,273,015 43.0  5,713,015 32.0

３ 利益剰余金     △2,335,731 △6.7 △8,151,091 △55.9  △6,911,098 △38.7

４ 自己株式     △155 △0.0 △184 △0.0  △158 △0.0

株主資本合計     9,439,647 27.3 4,744,257 32.5  4,864,277 27.2

Ⅱ 評価・換算差額等      

１ その他有価証券評価 
  差額金     △71,937 △87,278  △11,203

２ 土地再評価差額金     △21,767 －  －

評価・換算差額等合計     △93,705 △0.3 △87,278 △0.6  △11,203 △0.1

Ⅲ 新株予約権     55,682 0.2 109,643 0.8  105,585 0.6

Ⅳ 少数株主持分     6,693,781 19.3 2,871,071 19.7  5,106,197 28.6

純資産合計     16,095,405 46.5 7,637,693 52.4  10,064,856 56.3

負債純資産合計     34,607,528 100.0 14,587,781 100.0  17,876,529 100.0
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  (訂正前) 
(2) 中間連結損益計算書

    
前中間連結会計期間

（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

当中間連結会計期間
（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日） 

前連結会計年度の
要約連結損益計算書 

（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 注記 
番号 金額（千円）

百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円） 百分比
（％）

Ⅰ 売上高    17,910,353 100.0 9,354,479 100.0  35,474,322 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１  13,639,967 76.2 7,346,766 78.5  27,579,035 77.7

売上総利益    4,270,385 23.8 2,007,712 21.5  7,895,287 22.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２  4,340,208 24.2 3,021,973 32.3  8,546,848 24.1

営業利益    △69,822 △0.4 △1,014,260 △10.8  △651,560 △1.8

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息    6,716 8,118  20,774

２ 受取配当金    1,164 551  1,168

３ 受取手数料    12,494 2,542  10,509

４ 貸倒引当金戻入額    8,759 －  10,707

５  受取違約金収入    13,174 264  72,885

６ 受取保険金    － 6,969  －

７ その他    14,713 57,022 0.3 27,507 45,952 0.5  42,580 158,625 0.5

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息    98,702 53,918  261,897

２ 株式交付費償却    38,471 8,276  86,683

３ 支払手数料    － －  11,179

４ その他    49,606 186,781 1.0 9,525 71,720 0.8  85,946 445,707 1.3

経常利益    △199,581 △1.1 △1,040,027 △11.1  △938,642 △2.6

Ⅵ 特別利益     

１ 固定資産売却益 ※３  122 －  22,219

２ 投資有価証券売却益    2,608 20,386  145,979

３ 新株予約権戻入益    15,000 500  23,020

４ 店舗閉鎖に伴う違約
金収入 ※４  24,828 －  24,828

５ 貸倒引当金戻入益    － 42,559 0.2 45,538 66,424 0.7  5,999 222,045 0.6
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前中間連結会計期間

（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

当中間連結会計期間
（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日） 

前連結会計年度の
要約連結損益計算書 

（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 注記 
番号 金額（千円）

百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円） 百分比
（％）

Ⅶ 特別損失     

１ 店舗閉鎖損失 ※５  29,335 62,303  22,835

２ 固定資産除却損 ※６  197,313 13,492  248,437

３ 減損損失 ※７  28,656 23,202  32,019

４ のれん一括償却額 ※８  315,719 97,312  1,288,316

５ 貸倒引当金繰入額    － 324,798  1,370,441

６ 投資有価証券評価損    598,158 105,933  997,248

７ 事業所移転損失    3,481 72,276  4,766

８ たな卸資産評価損    － 1,707,417  －

９ その他 ※９  91,883 1,264,548 7.0 92,598 2,499,334 26.7  3,017,940 6,982,095 19.7

税金等調整前中間
（当期）純利益    △1,421,569 △7.9 △3,472,937 △37.1  △7,698,691 △21.7

法人税、住民税及び
事業税    111,699 21,088  36,938

法人税等調整額    69,377 181,077 1.0 △2,844 18,244 0.2  △116,745 △79,806 △0.2

少数株主損失(△)    △146,689 △0.8 △2,118,840 △22.6  △1,660,273 △4.7

中間（当期）純利益    △1,455,957 △8.1 △1,372,342 △14.7  △5,958,611 △16.8
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  (訂正後) 

  

    
前中間連結会計期間

（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

当中間連結会計期間
（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日） 

前連結会計年度の
要約連結損益計算書 

（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 注記 
番号 金額（千円）

百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円） 百分比
（％）

Ⅰ 売上高    17,682,734 100.0 9,354,479 100.0  35,246,703 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１  13,639,967 77.1 7,346,766 78.5  27,579,035 78.2

売上総利益    4,042,766 22.9 2,007,712 21.5  7,667,668 21.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２  4,341,400 24.6 3,021,973 32.3  8,558,229 24.3

営業利益    △298,633 △1.7 △1,014,260 △10.8  △890,560 △2.5

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息    6,716 8,118  20,774

２ 受取配当金    1,164 551  1,168

３ 受取手数料    12,494 2,542  10,509

４ 貸倒引当金戻入額    8,759 －  10,707

５  受取違約金収入    13,174 264  72,885

６ 受取保険金    － 6,969  －

７ その他    14,713 57,022 0.3 27,507 45,952 0.5  42,580 158,625 0.5

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息    98,702 53,918  261,897

２ 株式交付費償却    38,471 8,276  86,683

３ 支払手数料    － －  11,179

４ その他    49,606 186,781 1.0 9,525 71,720 0.8  85,946 445,707 1.3

経常利益    △428,392 △2.4 △1,040,027 △11.1  △1,177,642 △3.3

Ⅵ 特別利益     

１ 固定資産売却益 ※３  122 －  22,219

２ 投資有価証券売却益    2,608 20,386  145,979

３ 新株予約権戻入益    15,000 500  23,020

４ 店舗閉鎖に伴う違約 
    金収入 ※４  24,828 －  24,828

５ 貸倒引当金戻入益    － 42,559 0.2 45,740 66,626 0.7  5,999 222,045 0.6
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前中間連結会計期間

（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

当中間連結会計期間
（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日） 

前連結会計年度の
要約連結損益計算書 

（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 注記 
番号 金額（千円）

百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円） 百分比
（％）

Ⅶ 特別損失     

１ 店舗閉鎖損失 ※５  29,335 62,303  22,835

２ 固定資産除却損 ※６  197,313 13,492  248,437

３ 減損損失 ※７  28,656 23,202  32,019

４ のれん一括償却額 ※８  315,719 97,312  1,288,316

５ 貸倒引当金繰入額    － －  1,456,441

６ 投資有価証券評価損    598,158 105,933  997,248

７ 事業所移転損失    3,481 72,276  4,766

８ たな卸資産評価損    － 1,707,417  －

９ その他 ※９  91,883 1,264,548 7.1 92,598 2,174,536 23.3  3,018,030 7,068,095 20.1

税金等調整前中間
（当期）純利益    △1,650,381 △9.3 △3,147,937 △33.7  △8,023,691 △22.8

法人税、住民税及び
事業税    36,223 21,088  36,938

法人税等調整額    89,134 125,358 0.7 △2,844 18,244 0.2  △116,745 △79,806 △0.2

少数株主損失(△)    △249,299 △1.4 △1,926,188 △20.6  △1,852,924 △5.3

中間（当期）純利益    △1,526,439 △8.6 △1,239,993 △13.3  △6,090,959 △17.3
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  (訂正前)  

前中間連結会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日） 

(3) 中間連結株主資本等変動計算書

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年２月28日残高
（千円） 

 5,292,518  6,335,874  △3,375,419  △138,478  8,114,495

中間連結会計期間中の変
動額 

  

新株の発行  770,000  770,000   1,540,000

中間純損失   △1,455,957   △1,455,957

自己株式の取得   △52  △52

企業結合による増加   1,173,269  138,374  1,311,643

準備金から資本金又は
剰余金への振替 

  △2,566,127  2,566,127   0

株主資本以外の項目の
中間連結会計期間中の
変動額（純額） 

  

中間連結会計期間中の変
動額合計（千円） 

 770,000  △622,858  1,110,169  138,322  1,395,633

平成19年８月31日残高
（千円） 

 6,062,518  5,713,015  △2,265,249  △155  9,510,128

  

評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券 

評価差額金 
土地再評価  

差額金  
評価・換算 
差額等合計 

平成19年２月28日残高
（千円） 

 △421,714  －  △421,714  110,620  7,234,030  15,037,430

中間連結会計期間中の
変動額 

  

新株の発行    1,540,000

中間純損失    △1,455,957

自己株式の取得    △52

企業結合による増加    1,311,643

準備金から資本金又
は剰余金への振替 

   0

株主資本以外の項目
の中間連結会計期間
中の変動額（純額） 

 349,776  △21,767  328,009  △54,937  △437,638  △164,566

中間連結会計期間中の
変動額合計（千円） 

 349,776  △21,767  328,009  △54,937  △437,638  1,231,067

平成19年８月31日残高
（千円） 

 △71,937  △21,767  △93,705  55,682  6,796,391  16,268,498
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当中間連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成20年２月29日残高
（千円） 

 6,062,518  5,713,015  △6,778,749  △158  4,996,625

中間連結会計期間中の変
動額 

  

新株の発行  560,000  560,000   1,120,000

中間純損失   △1,372,342   △1,372,342

自己株式の取得   △25  △25

株主資本以外の項目の
中間連結会計期間中の
変動額（純額） 

  

中間連結会計期間中の変
動額合計（千円） 

 560,000  560,000  △1,372,342  △25  △252,368

平成20年８月31日残高
（千円） 

 6,622,518  6,273,015  △8,151,091  △184  4,744,257

  

評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券 

評価差額金 
評価・換算 
差額等合計 

平成20年２月29日残高
（千円） 

 △11,203  △11,203  105,585  5,298,848  10,389,856

中間連結会計期間中の変
動額 

  

新株の発行    1,120,000

中間純損失    △1,372,342

自己株式の取得    △25

株主資本以外の項目の
中間連結会計期間中の
変動額（純額） 

 △76,075  △76,075  4,057  △2,427,776  △2,499,793

中間連結会計期間中の変
動額合計（千円） 

 △76,075  △76,075  4,057  △2,427,776  △2,752,162

平成20年８月31日残高
（千円） 

 △87,278  △87,278  109,643  2,871,071  7,637,693
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年２月28日残高
（千円） 

 5,292,518  6,335,874  △3,375,419  △138,478  8,114,495

連結会計年度中の変動額   

新株の発行  770,000  770,000   1,540,000

当期純損失(△）   △5,958,611   △5,958,611

企業結合による増加   1,173,269  138,374  1,311,643

合併による剰余金の減少   △34,535   △34,535

連結除外による剰余
金の増加 

  23,688   23,688

自己株式の取得   △55  △55

準備金から資本金又は
剰余金への振替 

  △2,566,127  2,566,127  

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額(純額)   

連結会計年度中の変動額
合計（千円） 

 770,000  △622,858  △3,403,330  138,319  △3,117,869

平成20年２月29日残高
（千円） 

 6,062,518  5,713,015  △6,778,749  △158  4,996,625

  

評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券 

評価差額金 
評価・換算 
差額等合計 

平成19年２月28日残高
（千円） 

 △421,714  △421,714  110,620  7,234,030  15,037,430

連結会計年度中の変動額   

新株の発行    1,540,000

当期純損失(△）    △5,958,611

企業結合による増加    1,311,643

合併による剰余金の減少    △34,535

連結除外による剰余
金の増加 

   23,688

自己株式の取得    △55

準備金から資本金又は
剰余金への振替 

  

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額(純額)  410,510  410,510  △5,034  △1,935,181  △1,529,704

連結会計年度中の変動額
合計（千円） 

 410,510  410,510  △5,034  △1,935,181  △4,647,574

平成20年２月29日残高
（千円） 

 △11,203  △11,203  105,585  5,298,848  10,389,856
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  (訂正後)  

前中間連結会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日） 

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年２月28日残高
（千円） 

 5,292,518  6,335,874  △3,375,419  △138,478  8,114,495

中間連結会計期間中の変
動額 

  

新株の発行  770,000  770,000   1,540,000

中間純損失   △1,526,439   △1,526,439

自己株式の取得   △52  △52

企業結合による増加   1,173,269  138,374  1,311,643

準備金から資本金又は
剰余金への振替 

  △2,566,127  2,566,127   0

株主資本以外の項目の
中間連結会計期間中の
変動額（純額） 

  

中間連結会計期間中の変
動額合計（千円） 

 770,000  △622,858  1,039,688  138,322  1,325,152

平成19年８月31日残高
（千円） 

 6,062,518  5,713,015  △2,335,731  △155  9,439,647

  

評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券 

評価差額金 
土地再評価  

差額金  
評価・換算 
差額等合計 

平成19年２月28日残高
（千円） 

 △421,714  －  △421,714  110,620  7,234,030  15,037,430

中間連結会計期間中の
変動額 

  

新株の発行    1,540,000

中間純損失    △1,526,439

自己株式の取得    △52

企業結合による増加    1,311,643

準備金から資本金又
は剰余金への振替 

   0

株主資本以外の項目
の中間連結会計期間
中の変動額（純額） 

 349,776  △21,767  328,009  △54,937  △540,249  △267,177

中間連結会計期間中の
変動額合計（千円） 

 349,776  △21,767  328,009  △54,937  △540,249  1,057,975

平成19年８月31日残高
（千円） 

 △71,937  △21,767  △93,705  55,682  6,693,781  16,095,405
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当中間連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成20年２月29日残高
（千円） 

 6,062,518  5,713,015  △6,911,098  △158  4,864,277

中間連結会計期間中の変
動額 

  

新株の発行  560,000  560,000   1,120,000

中間純損失   △1,239,993   △1,239,993

自己株式の取得   △25  △25

株主資本以外の項目の
中間連結会計期間中の
変動額（純額） 

  

中間連結会計期間中の変
動額合計（千円） 

 560,000  560,000  △1,239,993  △25  △120,019

平成20年８月31日残高
（千円） 

 6,622,518  6,273,015  △8,151,091  △184  4,744,257

  

評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券 

評価差額金 
評価・換算 
差額等合計 

平成20年２月29日残高
（千円） 

 △11,203  △11,203  105,585  5,106,197  10,064,856

中間連結会計期間中の変
動額 

  

新株の発行    1,120,000

中間純損失    △1,239,993

自己株式の取得    △25

株主資本以外の項目の
中間連結会計期間中の
変動額（純額） 

 △76,075  △76,075  4,057  △2,235,125  △2,307,142

中間連結会計期間中の変
動額合計（千円） 

 △76,075  △76,075  4,057  △2,235,125  △2,427,162

平成20年８月31日残高
（千円） 

 △87,278  △87,278  109,643  2,871,071  7,637,693
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年２月28日残高
（千円） 

 5,292,518  6,335,874  △3,375,419  △138,478  8,114,495

連結会計年度中の変動額   

新株の発行  770,000  770,000   1,540,000

当期純損失(△）   △6,090,959   △6,090,959

企業結合による増加   1,173,269  138,374  1,311,643

合併による剰余金の減少   △34,535   △34,535

連結除外による剰余
金の増加 

  23,688   23,688

自己株式の取得   △55  △55

準備金から資本金又は
剰余金への振替 

  △2,566,127  2,566,127  

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額(純額)   

連結会計年度中の変動額
合計（千円） 

 770,000  △622,858  △3,535,678  138,319  △3,250,218

平成20年２月29日残高
（千円） 

 6,062,518  5,713,015  △6,911,098  △158  4,864,277

  

評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券 

評価差額金 
評価・換算 
差額等合計 

平成19年２月28日残高
（千円） 

 △421,714  △421,714  110,620  7,234,030  15,037,430

連結会計年度中の変動額   

新株の発行    1,540,000

当期純損失(△）    △6,090,959

企業結合による増加    1,311,643

合併による剰余金の減少    △34,535

連結除外による剰余
金の増加 

   23,688

自己株式の取得    △55

準備金から資本金又は
剰余金への振替 

  

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額(純額)  410,510  410,510  △5,034  △2,127,833  △1,722,356

連結会計年度中の変動額
合計（千円） 

 410,510  410,510  △5,034  △2,127,833  △4,972,574

平成20年２月29日残高
（千円） 

 △11,203  △11,203  105,585  5,106,197  10,064,856
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  (訂正前) 

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

    
前中間連結会計期間

（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日） 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日）

区分 注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１ 税金等調整前中間（当期）純利益   △1,421,569 △3,472,937 △7,698,691

２ 減価償却費   113,940 76,469 210,270

３ のれん償却額   516,654 161,054 1,689,853

４ 減損損失   28,656 23,202 32,019

５ たな卸資産評価損   － 1,707,417 －

６ 投資有価証券評価損    598,158 105,933 997,248

７ 投資有価証券売却損   30,175 13 －

８ 投資有価証券売却益   － △20,386 △145,979

９ 固定資産除却損   197,313 13,492 248,437

10 固定資産売却益    － － △22,219

11 固定資産売却損    － 1,352 －

12 関係会社株式売却損   － － 2,793,313

13 受取利息及び受取配当金   △7,881 △8,669 △21,942

14 支払利息   98,702 53,918 261,897

15 繰延資産償却額   38,471 8,276 86,683

16 貸倒引当金の増減額（△は減少）   △22,870 261,049 1,369,351

17 退職給付引当金の減少額   △103,440 △3,303 △121,367

18 売上債権の減少額   22,385 342,730 35,461

19 不動産共同事業出資金の増減額 
（△は増加）    70,000 455,300 △430,000

20 たな卸資産の増減額（△は増加）   △6,821,059 50,746 △6,663,934

21 仕入債務の増減額（△は減少）   △308,938 △77,682 315,293

22 流動資産その他の増減額（△は増加）   167,098 △92,444 37,550

23 流動負債その他の減少額   △111,784 △25,454 △8,818

24 その他   53,887 △5,974 133,480

小計   △6,862,099 △445,894 △6,902,092

25 利息及び配当金の受取額   7,166 8,055 21,638

26 利息の支払額   △109,051 △50,146 △272,063

27 法人税等の還付額   － 75,060 －

28 法人税等の支払額   △630,299 △64,938 △747,541

営業活動によるキャッシュ・フロー   △7,594,284 △477,863 △7,900,058
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前中間連結会計期間

（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日） 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日）

区分 注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 有形固定資産の取得による支出   △53,513 △22,676 △319,720

２ 有形固定資産の売却による収入   2,273 82 5,255,155

３ 無形固定資産の取得による支出   △9,539 △3,921 △28,026

４ 無形固定資産の売却による収入    － － 10,887

５ 長期性預金の払戻による収入   10,036 120,000 4,485

６ 長期性預金の預入による支出    △60,246 － △57,154

７ 投資有価証券の取得による支出   △733,770 － △831,687

８ 投資有価証券の売却による収入    642,059 29,749 1,209,576

９ 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得に
よる支出 ※２ △510,276 △82,525 △510,276

10 連結子会社株式の追加取得による支出   △200,014 △176,750 △200,014

11 差入保証金の支払による支出   △20,963 △6,744 △40,547

12 差入保証金の回収による収入   146,525 112,655 241,202

13 短期貸付金の純増額   － △40,200 △267,000

14 長期貸付金の貸付による支出   － △500 △945,908

15 長期貸付金の回収による収入   － 223,000 －

16 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却に
よる支出 

※３
 

－ － △415,902

17 その他   2,020 26,710 △41,286

投資活動によるキャッシュ・フロー   △785,408 178,880 3,063,782

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 株式の発行による収入   1,516,547 1,111,367 1,529,884

２ 社債発行による収入   47,495 － 47,495

３ 社債の償還による支出   △50,000 △30,000 △100,000

４ 短期借入金の純増減額   5,157,144 △623,500 5,069,405

５ 長期借入金の借入による収入   314,170 72,500 602,894

６ 長期借入金の返済による支出   △300,261 △169,628 △799,565

７ 自己株式の取得による支出   △52 △25 △55

８ 連結子会社の配当金の支払額   △100,449 △102,124 △101,299

９ 長期預り保証金返還による支出   － － △3,031,341

10 その他   24,185 △15,396 △8,106

財務活動によるキャッシュ・フロー   6,608,780 243,191 3,209,311

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   △1,656 △478 △1,656

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額   △1,772,569 △56,269 △1,628,620

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   4,822,650 3,194,029 4,822,650

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※１ 3,050,080 3,137,759 3,194,029
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   (訂正後) 

  

    
前中間連結会計期間

（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日） 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日）

区分 注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１ 税金等調整前中間（当期）純利益   △1,650,381 △3,147,937 △8,023,691

２ 減価償却費   113,940 76,469 210,270

３ のれん償却額   516,654 161,054 1,689,853

４ 減損損失   28,656 23,202 32,019

５ たな卸資産評価損   － 1,707,417 －

６ 投資有価証券評価損    598,158 105,933 997,248

７ 投資有価証券売却損   30,175 13 －

８ 投資有価証券売却益   － △20,386 △145,979

９ 固定資産除却損   197,313 13,492 248,437

10 固定資産売却益    － － △22,219

11 固定資産売却損    － 1,352 －

12 関係会社株式売却損   － － 2,793,313

13 受取利息及び受取配当金   △7,881 △8,669 △21,942

14 支払利息   98,702 53,918 261,897

15 繰延資産償却額   38,471 8,276 86,683

16 貸倒引当金の増減額（△は減少）   △22,870 △63,950 1,455,351

17 退職給付引当金の減少額   △103,440 △3,303 △121,367

18 売上債権の減少額   22,385 342,730 35,461

19 不動産共同事業出資金の増減額 
  （△は増加）    309,000 455,300 △191,000

20 たな卸資産の増減額（△は増加）   △6,821,059 50,746 △6,663,934

21 仕入債務の増減額（△は減少）   △308,938 △77,682 315,293

22 流動資産その他の増減額（△は増加）   167,098 △92,444 37,550

23 流動負債その他の減少額   △121,972 △25,454 △8,818

24 その他   53,887 △5,974 133,480

小計   △6,862,099 △445,894 △6,902,092

25 利息及び配当金の受取額   7,166 8,055 21,638

26 利息の支払額   △109,051 △50,146 △272,063

27 法人税等の還付額   － 75,060 －

28 法人税等の支払額   △630,299 △64,938 △747,541

営業活動によるキャッシュ・フロー   △7,594,284 △477,863 △7,900,058
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前中間連結会計期間

（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日） 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日）

区分 注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 有形固定資産の取得による支出   △53,513 △22,676 △319,720

２ 有形固定資産の売却による収入   2,273 82 5,255,155

３ 無形固定資産の取得による支出   △9,539 △3,921 △28,026

４ 無形固定資産の売却による収入    － － 10,887

５ 長期性預金の払戻による収入   10,036 120,000 4,485

６ 長期性預金の預入による支出    △60,246 － △57,154

７ 投資有価証券の取得による支出   △733,770 － △831,687

８ 投資有価証券の売却による収入    642,059 29,749 1,209,576

９ 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得に 
    よる支出 ※２ △510,276 △82,525 △510,276

10 連結子会社株式の追加取得による支出   △200,014 △176,750 △200,014

11 差入保証金の支払による支出   △20,963 △6,744 △40,547

12 差入保証金の回収による収入   146,525 112,655 241,202

13 短期貸付金の純増額   － △40,200 △267,000

14 長期貸付金の貸付による支出   － △500 △945,908

15 長期貸付金の回収による収入   － 223,000 －

16 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却に 
    よる支出 

※３
 

－ － △415,902

17 その他   2,020 26,710 △41,286

投資活動によるキャッシュ・フロー   △785,408 178,880 3,063,782

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 株式の発行による収入   1,516,547 1,111,367 1,529,884

２ 社債発行による収入   47,495 － 47,495

３ 社債の償還による支出   △50,000 △30,000 △100,000

４ 短期借入金の純増減額   5,157,144 △623,500 5,069,405

５ 長期借入金の借入による収入   314,170 72,500 602,894

６ 長期借入金の返済による支出   △300,261 △169,628 △799,565

７ 自己株式の取得による支出   △52 △25 △55

８ 連結子会社の配当金の支払額   △100,449 △102,124 △101,299

９ 長期預り保証金返還による支出   － － △3,031,341

10 その他   24,185 △15,396 △8,106

財務活動によるキャッシュ・フロー   6,608,780 243,191 3,209,311

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   △1,656 △478 △1,656

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額   △1,772,569 △56,269 △1,628,620

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   4,822,650 3,194,029 4,822,650

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※１ 3,050,080 3,137,759 3,194,029
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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

前中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29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、当中間連結

会計期間においても営業損失1,014百

万円、中間純損失1,372百万円を計上

しました。営業キャッシュ・フローに

おいても４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。 

当中間連結会計期間における主たる

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、販売用不動産の評価額を

見直した結果、多額の棚卸資産評価損

が発生し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、当該状況を改善すべく、当社グル

ープにおける財務体質の強化・改善に

取り組んでおります。 

当中間連結会計期間末（平成20年８

月31日現在）において、当社グループ

が保有する現預金残高は3,429百万円

であり、現在はキャッシュ・フローを

重視しながら運営するよう指導を行っ

ており、当社グループは資金繰りに支

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、引き続き既存事業

強化の改善策を実施してまいります。

当社グループにおいて業績が低迷し

ている子会社については、経営合理化

による経費節減を図り、キャッシュ・

フローを重視しながら、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ま

す。  

当社グループは、前連結会計年度に

おいて442百万円の営業損失及び3,600

百万円の当期純損失を計上し、当連結

会計年度においても651百万円の営業

損失及び5,958百万円の当期純損失を

計上しました。営業キャッシュ・フロ

ーにおいても４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。 

連結財務諸表作成会社である当社

は、当該状況を改善すべく、平成20年

４月11日に第三者割当増資1,120百万

円を調達し、当面の資金について目処

をつけ、以下の改善策を実施してまい

ります。 

当社グループは、既存事業の強化と

財務体質の改善に取り組んでまいりま

す。そのため、前連結会計年度まで行

っていた、短期的なキャピタルゲイン

を目的とする有価証券の売買を行う投

資事業を行わないこととし、また当連

結会計年度末までに、保有資産の洗い

替え、グループ再構築に伴う子会社の

譲渡による整理等を行ってまいりまし

た。 

今後につきましては、過去の教訓を

活かして大規模なM&Aを行わず、既存

グループ会社の活性化を図るべく、キ

ャッシュ・フローを重視しながら、収

益の確保を図ってまいります。また、

業績が低迷している子会社について

は、新規で関連事業を模索するととも

に、リストラによる経費節減を図って

いく所存です。 

なお、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、㈱

大阪証券取引所は同社の「不適当な合

併等」の規定に基づく上場規則に従

い、当社が実質的な存続会社ではない

との判断をしました。この決定により

当社は平成19年４月13日より「猶予期

間」（期限は平成22年２月末日）に入

ることとなりました。 
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前中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日） 

  当社としましては、現状を打破すべ

く、今後安定的に収益の計上が見込め

る企業体制の構築を行ってまいりま

す。当年11月末までには当社自体の経

営体制を含めた改善策をまとめる予定

であり、現在準備を進めております。

なお、当社は、平成19年３月22日付

で不動産会社であるグローバル・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

証券取引所より同社の「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の判断が下された

ため、当社は平成19年４月13日より

「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、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

ます。今後は、グループ体制の再構築

を図り、猶予期間期限の平成22年度末

迄の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

所より同社の「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、「改善報告書」の提出要請を受

け、平成19年12月４日付で提出いたし

ました。その後平成20年６月に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

であったとして、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。これにより、

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更なる

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。この対応

策として、当社は平成20年５月29日開

催の当社定時株主総会において、実務

管理面を重視した体制を組織し、適時

開示において二度と指摘を受けること

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、営業利益ベースの

黒字化を達成すると共に、機能的なガ

バナンス体制を構築しコンプライアン

スの強化をすることによる早期の猶予

期間解除を目指します。  

また当社グループは、当社を取り巻

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）により、グ

ループ全体が大きく影響を受けている

ことを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

を挙げて本件に取り組んでまいる所存

でございます。 

  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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前中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日） 

  当社グループは、こうした旧経営陣

による過去の出来事等により、当社を

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、当社グループの総力

を挙げて本件に取り組んでまいる所存

でございます。 

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) 

前中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29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、当中間連結

会計期間においても営業損失1,014百

万円、中間純損失1,239百万円を計上

しました。営業キャッシュ・フローに

おいても４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。 

当中間連結会計期間における主たる

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、販売用不動産の評価額を

見直した結果、多額の棚卸資産評価損

が発生し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、当該状況を改善すべく、当社グル

ープにおける財務体質の強化・改善に

取り組んでおります。 

当中間連結会計期間末（平成20年８

月31日現在）において、当社グループ

が保有する現預金残高は3,429百万円

であり、現在はキャッシュ・フローを

重視しながら運営するよう指導を行っ

ており、当社グループは資金繰りに支

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、引き続き既存事業

強化の改善策を実施してまいります。

当社グループにおいて業績が低迷し

ている子会社については、経営合理化

による経費節減を図り、キャッシュ・

フローを重視しながら、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ま

す。  

当社グループは、前連結会計年度に

おいて442百万円の営業損失及び3,600

百万円の当期純損失を計上し、当連結

会計年度においても890百万円の営業

損失及び6,090百万円の当期純損失を

計上しました。営業キャッシュ・フロ

ーにおいても４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。 

連結財務諸表作成会社である当社

は、当該状況を改善すべく、平成20年

４月11日に第三者割当増資1,120百万

円を調達し、当面の資金について目処

をつけ、以下の改善策を実施してまい

ります。 

当社グループは、既存事業の強化と

財務体質の改善に取り組んでまいりま

す。そのため、前連結会計年度まで行

っていた、短期的なキャピタルゲイン

を目的とする有価証券の売買を行う投

資事業を行わないこととし、また当連

結会計年度末までに、保有資産の洗い

替え、グループ再構築に伴う子会社の

譲渡による整理等を行ってまいりまし

た。 

今後につきましては、過去の教訓を

活かして大規模なM&Aを行わず、既存

グループ会社の活性化を図るべく、キ

ャッシュ・フローを重視しながら、収

益の確保を図ってまいります。また、

業績が低迷している子会社について

は、新規で関連事業を模索するととも

に、リストラによる経費節減を図って

いく所存です。 

なお、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、㈱

大阪証券取引所は同社の「不適当な合

併等」の規定に基づく上場規則に従

い、当社が実質的な存続会社ではない

との判断をしました。この決定により

当社は平成19年４月13日より「猶予期

間」（期限は平成22年２月末日）に入

ることとなりました。 
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前中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日） 

  当社としましては、現状を打破すべ

く、今後安定的に収益の計上が見込め

る企業体制の構築を行ってまいりま

す。当年11月末までには当社自体の経

営体制を含めた改善策をまとめる予定

であり、現在準備を進めております。

なお、当社は、平成19年３月22日付

で不動産会社であるグローバル・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

証券取引所より同社の「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の判断が下された

ため、当社は平成19年４月13日より

「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、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

ます。今後は、グループ体制の再構築

を図り、猶予期間期限の平成22年度末

迄の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

所より同社の「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、「改善報告書」の提出要請を受

け、平成19年12月４日付で提出いたし

ました。その後平成20年６月に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

であったとして、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。これにより、

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更なる

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。この対応

策として、当社は平成20年５月29日開

催の当社定時株主総会において、実務

管理面を重視した体制を組織し、適時

開示において二度と指摘を受けること

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、営業利益ベースの

黒字化を達成すると共に、機能的なガ

バナンス体制を構築しコンプライアン

スの強化をすることによる早期の猶予

期間解除を目指します。  

また当社グループは、当社を取り巻

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）により、グ

ループ全体が大きく影響を受けている

ことを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

を挙げて本件に取り組んでまいる所存

でございます。 

  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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前中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日） 

  当社グループは、こうした旧経営陣

による過去の出来事等により、当社を

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、当社グループの総力

を挙げて本件に取り組んでまいる所存

でございます。 

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)  

前中間連結会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日） 

 （注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各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）投資事業・・・・・・・・・・有価証券売買、貸付 

(3）ＩＴソリューション事業・・・ＩＴスタッフィング、システムコンサルティング、インタラクティブ 

(4）広告事業・・・・・・・・・・新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、セールスプロモーション、映画、屋外、交

通、その他すべての広告業務取扱い及び広告表現に関する企画、制作なら

びにマーケティング、ＰＲ等のサービス活動の一切 

(5）ＰＣ販売事業・・・・・・・・パソコン、パソコン周辺機器 

(6）不動産事業・・・・・・・・・不動産の賃貸、販売、コンサルティング 

(7）繊維事業・・・・・・・・・・紡績糸、ニット、織物、縫製品 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（123,041千円）の主なものは、親会社管

理部門に係る費用であります。 

注記事項

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  

婦人子供
服販売事
業 
（千円） 

投資事業 
（千円） 

ＩＴソリ
ューショ
ン事業 
（千円） 

広告事業
（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） 

売上高及び営業損益     

売上高     

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 2,804,107  635 1,179,392 2,182,517 3,095,673 8,171,129 476,899  17,910,353  － 17,910,353

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  75,729 9,325 34,741 － － －  119,795 (119,795) －

計  2,804,107  76,364 1,188,717 2,217,258 3,095,673 8,171,129 476,899  18,030,149 (119,795) 17,910,353

営業費用  2,901,141  153,153 1,181,479 2,145,212 3,105,712 7,968,651 526,332  17,981,683 (1,507) 17,980,175

営業利益又は営業損

失（△） 
 △97,034  △76,789 7,237 72,046 △10,039 202,477 △49,433  48,465 (118,287) △69,822
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 前連結会計年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29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）投資事業・・・・・・・・・・有価証券売買、貸付 

(3）ＩＴソリューション事業・・・ＩＴスタッフィング、システムコンサルティング、インタラクティブ 

(4）広告事業・・・・・・・・・・新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、セールスプロモーション、映画、屋外、交

通、その他すべての広告業務取扱い及び広告表現に関する企画、制作なら

びにマーケティング、ＰＲ等のサービス活動の一切 

(5）ＰＣ販売事業・・・・・・・・パソコン、パソコン周辺機器 

(6）不動産事業・・・・・・・・・不動産の賃貸、販売、コンサルティング 

(7）繊維事業・・・・・・・・・・紡績糸、ニット、織物、縫製品 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（207,348千円）の主なものは、親会社管

理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（822,336千円）の主なものは、親会社での余資運用資

金（現金及び預金）、及び管理部門に係る資産等であります。 

  

婦人子供
服販売事

業 
（千円） 

投資事業 
（千円） 

ＩＴソリ
ューショ
ン事業 

（千円） 

広告事業
（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

Ⅰ 売上高及び

営業損益 
     

売上高      

(1）外部顧客に

する売上高 
 5,132,652  635  2,132,339 4,433,986 7,560,675 15,152,728 1,061,304  35,474,322  － 35,474,322

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

 －  101,668  12,287 38,971 － － －  152,927 （152,927) －

計  5,132,652  102,303  2,144,626 4,472,958 7,560,675 15,152,728 1,061,304  35,627,250 (152,927) 35,474,322

営業費用  5,423,697  193,289  2,172,411 4,350,627 7,617,974 15,144,258 1,178,708  36,080,968  44,915 36,125,883

営業利益又は

営業損失

（△） 

 △291,045  △90,986  △27,784 122,330 △57,299 8,470 △117,403  △453,718 (197,842) △651,560

Ⅱ 資産、減価

償却費及び

資本的支出 

     

資産  2,017,553  193,507  861,169 896,805 4,030,884 9,127,817 640,092  17,767,830  433,699 18,201,529

減価償却費  71,025  －  23,326 2,482 41,220 43,381 1,316  182,753  27,517 210,270

資本的支出  78,336  －  21,191 1,918 188,185 35,465 20,201  345,297  5,445 350,742
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     (訂正後)  

前中間連結会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日） 

 （注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各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）投資事業・・・・・・・・・・有価証券売買、貸付 

(3）ＩＴソリューション事業・・・ＩＴスタッフィング、システムコンサルティング、インタラクティブ 

(4）広告事業・・・・・・・・・・新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、セールスプロモーション、映画、屋外、交

                通、その他すべての広告業務取扱い及び広告表現に関する企画、制作なら

                びにマーケティング、ＰＲ等のサービス活動の一切 

(5）ＰＣ販売事業・・・・・・・・パソコン、パソコン周辺機器 

(6）不動産事業・・・・・・・・・不動産の賃貸、販売、コンサルティング 

(7）繊維事業・・・・・・・・・・紡績糸、ニット、織物、縫製品 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（123,041千円）の主なものは、親会社管

理部門に係る費用であります。 

  

婦人子供
服販売事
業 
（千円） 

投資事業 
（千円） 

ＩＴソリ
ューショ
ン事業 
（千円） 

広告事業
（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） 

売上高及び営業損益     

売上高     

(1）外部顧客に

対する売上高 
 2,804,107  635 1,179,392 2,182,517 3,095,673 7,943,510 476,899  17,682,734  － 17,682,734

(2）セグメント

間の内部売上高

又は振替高 

 －  75,729 9,325 34,741 － － －  119,795 (119,795) －

計  2,804,107  76,364 1,188,717 2,217,258 3,095,673 7,943,510 476,899  17,802,530 (119,795) 17,682,734

営業費用  2,901,141  153,153 1,181,760 2,145,212 3,105,712 7,965,192 530,703  17,982,876 (1,507) 17,981,368

営業利益又は営業損

失（△） 
 △97,034  △76,789 6,956 72,046 △10,039 △21,681 △53,804  △180,345 (118,287) △298,633
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 前連結会計年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29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）投資事業・・・・・・・・・・有価証券売買、貸付 

(3）ＩＴソリューション事業・・・ＩＴスタッフィング、システムコンサルティング、インタラクティブ 

(4）広告事業・・・・・・・・・・新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、セールスプロモーション、映画、屋外、交

                通、その他すべての広告業務取扱い及び広告表現に関する企画、制作なら

                びにマーケティング、ＰＲ等のサービス活動の一切 

(5）ＰＣ販売事業・・・・・・・・パソコン、パソコン周辺機器 

(6）不動産事業・・・・・・・・・不動産の賃貸、販売、コンサルティング 

(7）繊維事業・・・・・・・・・・紡績糸、ニット、織物、縫製品 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（207,348千円）の主なものは、親会社管

理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（822,336千円）の主なものは、親会社での余資運用資

金（現金及び預金）、及び管理部門に係る資産等であります。 

  

  

婦人子供
服販売事

業 
（千円） 

投資事業 
（千円） 

ＩＴソリ
ューショ
ン事業 

（千円） 

広告事業
（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

Ⅰ 売上高

及び営業損

益 

     

売上高      

(1）外部顧

客にする売

上高 

 5,132,652  635  2,132,339 4,433,986 7,560,675 14,925,109 1,061,304  35,246,703  － 35,246,703

(2）セグメ

ント間の内

部売上高又

は振替高 

 －  101,668  12,287 38,971 － － －  152,927 （152,927) －

計  5,132,652  102,303  2,144,626 4,472,958 7,560,675 14,925,109 1,061,304  35,399,631 (152,927) 35,246,703

営業費用  5,423,697  193,289  2,172,603 4,350,627 7,617,974 15,149,093 1,185,062  36,092,349  44,915 36,137,264

営業利益又は

営業損失

（△） 

 △291,045  △90,986  △27,976 122,330 △57,299 △223,983 △123,757  △692,718 (197,842) △890,560

Ⅱ 資産、

減価償却費

及び資本的

支出 

     

資産  2,017,553  193,507  861,169 896,805 4,030,884 8,794,718 648,190  17,442,830  433,699 17,876,529

減価償却費  71,025  －  23,326 2,482 41,220 43,381 1,316  182,753  27,517 210,270

資本的支出  78,336  －  21,191 1,918 188,185 35,465 20,201  345,297  5,445 350,742
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  (訂正前) 

（注） 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり中間（当期）純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額 

  

（１株当たり情報）

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日）

前連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 55円41銭 19円41銭 29円34銭 

１株当たり中間（当期）純損

失（△） 
△8円70銭 △6 円12銭 △35円34銭 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益については、

１株当たり中間純損失であ

るため記載しておりませ

ん。 

同左 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 
前中間連結会計期間末 
（平成19年８月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成20年８月31日） 

前連結会計年度末 
（平成20年２月29日） 

中間連結貸借対照表の純資産の部の合計

額 
16,268,498千円 7,637,693千円 10,389,856千円 

普通株式に係る純資産額 9,416,423千円 4,656,978千円 4,985,422千円 

差額の主な内訳       

新株予約権 55,682千円 109,643千円 105,585千円 

少数株主持分 6,796,391千円 2,871,071千円 5,298,848千円 

普通株式の発行済株式数 169,935千株 239,935千株 169,935千株 

普通株式の自己株式数 １千株 ４千株 ２千株 

１株当たり純資産額の算定に用いられた

普通株式の数 
169,933千株 239,930千株 169,932千株 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間 
(自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日)

中間連結損益計算書上の中間（当期）純

損失（△） 
△1,455,957千円 △1,372,342千円 △5,958,611千円 

普通株式に係る中間（当期）純損失

（△） 
△1,455,957千円 △1,372,342千円 △5,958,611千円 

普通株主に帰属しない金額  －  －  －

普通株式の期中平均株式数 167,302千株 224,334千株 168,610千株 

中間（当期）純利益調整額 

（うち子会社に対する親会社の持分比率

変動等によるもの（税額相当額控除

後）） 

 －  － － 

普通株式増加数 33,953千株 70,000千株 33,953千株 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権４種類 

(株式の数17,615千株) 

新株予約権３種類 

(株式の数 2,600千株) 

新株予約権４種類 

(株式の数8,727千株) 
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  (訂正後) 

（注） 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり中間（当期）純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額 

  

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日）

前連結会計年度 
（自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 55円00銭 19円41銭 28円56銭 

１株当たり中間（当期）純損

失（△） 
△9円12銭 △5円53銭 △36円12銭 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益については、

１株当たり中間純損失であ

るため記載しておりませ

ん。 

同左 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 
前中間連結会計期間末 
（平成19年８月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成20年８月31日） 

前連結会計年度末 
（平成20年２月29日） 

中間連結貸借対照表の純資産の部の合計

額 
16,095,405千円 7,637,693千円 10,064,856千円 

普通株式に係る純資産額 9,345,942千円 4,656,978千円 4,853,073千円 

差額の主な内訳       

新株予約権 55,682千円 109,643千円 105,585千円 

少数株主持分 6,693,781千円 2,871,071千円 5,106,197千円 

普通株式の発行済株式数 169,935千株 239,935千株 169,935千株 

普通株式の自己株式数 １千株 ４千株 ２千株 

１株当たり純資産額の算定に用いられた

普通株式の数 
169,933千株 239,930千株 169,932千株 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間 
(自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日)

中間連結損益計算書上の中間（当期）純

損失（△） 
△1,526,439千円 △1,239,993千円 △6,090,959千円 

普通株式に係る中間（当期）純損失

（△） 
△1,526,439千円 △1,239,993千円 △6,090,959千円 

普通株主に帰属しない金額  －  －  －

普通株式の期中平均株式数 167,302千株 224,334千株 168,610千株 

中間（当期）純利益調整額 

（うち子会社に対する親会社の持分比率

変動等によるもの（税額相当額控除

後）） 

 －  － － 

普通株式増加数 33,953千株 70,000千株 33,953千株 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権４種類 

(株式の数17,615千株) 

新株予約権３種類 

(株式の数 2,600千株) 

新株予約権４種類 

(株式の数8,727千株) 
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