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1.  平成23年2月期の連結業績（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

23年2月期 10,193 △20.9 16 ― △5 ― △191 ―
22年2月期 12,891 △28.8 △435 ― △471 ― △655 ―

（注）包括利益 23年2月期 ―百万円 （―％） 22年2月期 ―百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年2月期 △0.80 ― △5.0 △0.1 0.2
22年2月期 △2.73 ― △16.1 △4.3 △3.4

（参考） 持分法投資損益 23年2月期  ―百万円 22年2月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年2月期 9,109 6,481 40.8 15.48
22年2月期 9,413 6,621 41.5 16.27

（参考） 自己資本   23年2月期  3,713百万円 22年2月期  3,903百万円

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

23年2月期 46 183 93 2,711
22年2月期 △494 541 △787 2,388

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

22年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年2月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  平成24年2月期の連結業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 5,067 △7.1 3 ― △10 ― △63 ― △0.26
通期 9,932 △2.6 48 ― 8 ― △89 ― △0.37
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、38ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う変更  ： 無
② ①以外の変更  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期 239,935,000 株 22年2月期 239,935,000 株
② 期末自己株式数 23年2月期 7,587 株 22年2月期 6,543 株
③ 期中平均株式数 23年2月期 239,928,248 株 22年2月期 239,930,013 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年2月期の個別業績（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

23年2月期 54 △3.1 △111 ― △91 ― △210 ―
22年2月期 55 △34.1 △146 ― △97 ― △521 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

23年2月期 △0.88 ―
22年2月期 △2.17 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年2月期 1,484 1,448 97.5 6.03
22年2月期 1,693 1,658 97.8 6.90

（参考） 自己資本 23年2月期  1,446百万円 22年2月期  1,656百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
了しておりません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来に関する前提・見通し・計画に基づき当社が判断したものであ 
り、リスクや不確定要素を含んだものです。実際の業績は、今後の様々な要因によって大きく変化する可能性がありますので、これら業績等の予想に全面 
的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控え下さい。 
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(1）経営成績に関する分析 

  当連結会計年度（平成22年３月１日から平成23年２月28日）におけるわが国経済は、新興国の経済成長を背景とした

輸出の増加や、政府のエコポイント等の景気刺激策などにより、製造業を中心に緩やかな回復基調で推移いたしまし

た。しかしながら、厳しい雇用情勢や所得環境のため個人消費は引き続き伸び悩み、円の高止まりやデフレの影響など

と併せて、中東における政情不安もあり景気の先行きは依然として不透明感が拭えない状況でありました。 

  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。  

 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25億８百万円とな

り、前年同期比９億47百万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101億93百万円（前年同期比20.9％減）、営業利益16百万

円（前連結会計年度は営業損失４億35百万円）、経常損失５百万円（前連結会計年度は経常損失４億71百万円）、当期

純損失１億91百万円（前連結会計年度は当期純損失６億55百万円）となりました。 

  

 （婦人子供服販売事業） 

 婦人子供服販売事業は、雇用・所得環境もいまだ好転しておらず、消費者の生活防衛意識も強いままで、個人消費

も一部を除き厳しい環境が続きました。当連結会計年度においては、長引く残暑の影響もあり、秋物の立ち上がりに

影響を受けました。その後も冬物にも影響し苦戦する結果となりました。 

   この結果、婦人子供服販売事業の売上高は、前年度の営業店舗閉鎖の影響もあり、13億22百万円（前年同期比

51.9％減）と大幅減収となり、営業損失は84百万円（前連結会計年度は営業損失１億53百万円）となりました。 

  

 （ＰＣ販売事業） 

   ＰＣ販売事業につきましては、前連結会計年度はインターネット利用に機能を絞った５万円以下のミニノートパソ

コン等が売れていた事により平均単価が６万円を切る単価となっておりましたが、当連結会計年度においては新OS

「Windouws７」、新ＣＰＵ、３Ｄ機能、ブルーレイディスク対応の高性能パソコンが発売されたことから、パソコン

の単価、販売金額はいずれも前年を上回りました。しかしながら、ミニノートパソコンの需要が一巡したことによ

り、パソコンの販売台数は前連結会計年度を下回ることとなりました。また、スマートフォン（「iPhone」や

「Xperia」等）の販売を強化いたしましたが、エコポイント制度の変更に伴う対象商品（薄型テレビやエアコン等）

の駆け込み需要があった事から、エコポイント制度対象商品の取り扱いの少ない当社は、パソコン関連商品の販売の

減少の影響を受け、計画には及びませんでした。 

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

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

成22年３月より開始しております。また、引き続きお客様の「困った」を解決するパソコンクリニックサービスを強

化しております。  

   この結果、ＰＣ販売事業の売上高は53億52百万円（前年同期比9.5％減）、営業利益43百万円（同25.5％減）となり

ました。 

    

 （不動産事業） 

   「不動産賃貸事業」につきましては、子会社所有の土地・建物を有効利用し、概ね計画通りに推移いたしました。 

   「完成物件の買取り、再販事業」につきましては、ほぼ計画通りに推移し、残27戸が全戸完売となりました。ま

た、平成22年３月に購入した東京都世田谷区の物件（戸建１戸）を同年９月に販売・引渡しいたしました。神奈川県

平塚市における「分譲マンション開発事業（全27戸）」が竣工し、平成23年２月に11戸を販売・引渡しいたしまし

た。さらに神奈川県横浜市における「宅地分譲事業（全21区画）」の造成工事も完了し、同年２月に９区画が販売・

引渡しとなりました。 

   「分譲マンション開発事業」「宅地分譲事業」におきましては、販売数は計画通り推移しましたが、販売価格の低

い物件を中心に売れたことや、値引・追加工事の発生等により、売上高および利益率は計画比やや減少いたしまし

た。  

   また、平成19年１月に株式会社グローバルコーポレーション（現在特別精算手続中）にて取得していた土地（福岡

県福岡市）も平成22年７月に売却し、平成22年８月に共同事業主として参加した神奈川県横浜市にて分譲マンション

（全66戸）開発事業も同年12月に予定通り竣工し、完了いたしました。  

   この結果、不動産事業の売上高は28億16百万円（前年同期比53.8％増）、営業利益１億91百万円（前連結会計年度

は営業損失６百万円）となりました。 

    

１．経営成績
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（繊維事業） 

   繊維事業につきましては、国内での製品需要の低迷や、低価格化傾向などの影響により、厳しい市場環境が続きま

した。 

   紡績糸は、上半期は綿花高から仕入価格が上昇し、端境期とあいまって荷動きは低調に推移しましたが、下半期は

実需のシーズンに入ったこともあり、荷動きは順調に推移いたしました。また、テキスタイルにつきましては、ニッ

ト部門の生地がホームウエア用に使用されたことや、アパレル向け素材の衣料用途への提案強化に努めた結果、堅調

に推移いたしました。  

     全体的には需要回復と経費面でのコストダウン効果もあり、営業損益面では増益となりましたが、アパレル部門に

おける取引先の自己破産および織物部門からの撤退による在庫処分に伴う特別損失１億７百万円を計上いたしまし

た。また、貸倒実績率が増加したことに伴い、貸倒引当金繰入額（販売費および一般管理費）として約18百万円を計

上いたしました。 

   この結果、繊維事業の売上高は７億１百万円（前年同期比3.1％減）、営業損失22百万円（前連結会計年度は営業損

失84百万円）となりました。 

  

 （次期の見通し） 

   次期の見通しにつきましては、依然として景気の先行き不透明感が払拭できず、個人消費が低迷している中、当社

グループを取り巻く環境は引き続き厳しいことが予想されます。このため、当社グループとしては、引き続き企業運

営の大前提であるキャッシュ・フローを重視しながら、「事業の選択と経営資源の集中」という観点を持って、確実

に収益確保できるようなグループ運営に努めてまいります。また、当社個別においては経費削減を更に継続すること

で、収益改善を図ります。 

   平成24年２月期の連結業績予想としては、売上高99億32百万円（平成23年２月期比2.6％減）、営業利益48百万円

（平成23年２月期は16百万円の営業利益）、経常利益８百万円（平成23年２月期は５百万円の経常損失）、当期純損

失89百万円（平成23年２月期は１億91百万円の当期純損失）を見込んでおります。 

  

(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、65百万円減少し、56億78百万円となりました。これは主として、販売用不

動産の引渡しが計画通り行われたこと等により現預金が５億61百万円増加した一方で、たな卸資産が３億83百万円減

少したこと、その他流動資産が２億96百万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、２億33百万円減少し、34億30百万円となりました。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71百万円、投資有価証券の時価評価による評価損の計上等による減少

23百万円、回収等による差入保証金の減少１億33百万円等による投資その他の資産１億61百万円の減少によるもので

あります。 

   この結果、資産合計としては、91億９百万円（前年同期比３億３百万円減）となりました。 

  

  （負債） 

    流動負債は、前連結会計年度末に比べ、18百万円減少し、16億93百万円となりました。これは主として支払手形及

び買掛金が96百万円減少したこと、店舗閉鎖損失引当金が48百万円減少したこと、その他の引当金が59百万円減少し

たこと、その他流動負債が30百万円減少したことによる一方で、短期借入金が２億７百万円増加したことによるもの

です。 

    固定負債は、前連結会計年度末に比べ、１億44百万円減少し、９億34百万円となりました。これは主として、長期

借入金が１億９百万円減少したことによるものです。 

    この結果、負債合計としては、26億28百万円（前年同期比１億63百万円減）となりました。 

  

  （純資産） 

    純資産は、当連結会計年度における当期純損失の計上による利益剰余金の減少により、前年同期比１億40百万円減

少し、64億81百万円となりました。 

  

  ②キャッシュ・フローの状況 

    当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の期末残高は、前年同期比で３億28百万

円増加し、27億17百万円となりました。 

    当連結会計年度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。  
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  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    営業活動による資金収支は46百万円の収入（前連結会計年度は４億94百万円の支出）となりました。これは主に、

税金等調整前当期純損失１億67百万円、減損損失59百万円、たな卸資産の減少額３億49百万円、仕入債務の減少96百

万円によるものであります。 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

      投資活動による資金収支は１億83百万円の収入（前連結会計年度は５億41百万円の収入）となりました。これは主

に、有価証券の取得による支出１億円、差入保証金の差入による支出60百万円、差入保証金の回収による収入３億72

百万円によるものであります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    財務活動による資金収支は93百万円の収入（前連結会計年度は７億87百万円の支出）となりました。これは主に、

長期借入れによる収入２億50百万円、長期借入金の返済による支出１億51百万円によるものであります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主への利益還元を重要な課題の一つと認識し、企業基盤の強化及び今後の事業展開のための財務体質の

充実を勘案しながら、安定した配当を行うことを基本方針としております。 

  しかしながら、当連結会計年度におきましては当期純損失となったため、現在の厳しい経済情勢を踏まえ、誠に遺

憾ではございますが、無配とさせていただきたく存じます。次期の配当につきましても、企業基盤の強化、今後の業

績の見通しなどを勘案した結果、現時点ではキャッシュ・フローを重視し、社内留保の回復に努めることが 善策で

あると考え、引き続き無配とさせていただく予定です。 

今後も当社グループ各社の財政状態、業績動向及び配当性向を総合的に勘案し、配当金額を決定していく方針であ

りますが、当社グループとしての企業価値の回復を図り、株主の期待に応えられるよう努めていく所存です。 

 (4）事業等のリスク 

   当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のあると考えられる主な事項は、以下のよう

なものがあります。これらの中には必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資家の判断上重

要であると考えられる事項と考え、記載しております。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末

現在において当社グループが判断したものであります。 

  

   ①当社株式について 

      当社は平成19年３月グローバル・ファンデックス株式会社を子会社化したことに伴い、株式会社大阪証券取引所よ

り「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、当社は平成19年４月13

日付で平成23年２月28日を 終日とする上場猶予期間に入っておりましたが、当該 終日までに、同所が定める基準

に適合することができなかったため、平成23年３月１日から監理銘柄（確認中）へ指定されております。当社といた

しましては引き続き、適合審査について申請することの検討をしておりましたが、平成23年２月期決算における利益

が株式会社大阪証券取引所の定める形式基準である１億円に満たないことが明らかになりました。株式会社大阪証券

取引所の規則により、形式基準を満たしてない場合は適合審査を通過しないことになります。今後、当社株式につき

ましては、平成23年２月期の有価証券報告書提出日（平成23年５月31日予定）から起算して８日目の日（休業日を除

く）までに、当社が適合審査申請を行わないことを株式会社大阪証券取引所が確認した時点で上場廃止が決定し、整

理銘柄への指定から１ヶ月後に上場廃止となる予定であります。  

   また、当社は、株式会社大阪証券取引所へ過去２回の改善報告書を提出しております。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、株式会社大阪証券取引所の定める株券上場廃止基準に抵触し、当社株式は上場廃止になる可能

性が潜在しております 

   さらに、当社の連結子会社である株式会社プロジェ・ホールディングスの100％子会社でありました株式会社グロ

ーバルコーポレーション（現在特別清算手続中）におきまして、過去に一部取引先との間で不適切な取引が行われて

いた可能性があることが判明したため、社外の弁護士及び公認会計士による調査委員会を設置し、調査を行いまし

た。調査の結果、２件の取引について売上を訂正し、過年度決算の訂正を行いました。この訂正内容が重要と認めら

れる相当の理由があると判断され、今後の審査の結果いかんによりましては、株式会社大阪証券取引所より管理銘柄

及び整理銘柄に関する規則第７条第１号a(k)（上場会社が株券上場廃止基準第２条第１項第11号a前段に該当すると

認められる相当の事由があると大阪証券取引所が認める場合）に該当することとなるため、投資者の注意を喚起する

ため、当社株式が監理銘柄（審査中）に指定されております。  
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  ②レピュテーション・リスク（評価・評判の低下に伴うリスク）について 

   当社は、過去の経営内容に起因する当社株式の上場廃止リスクの発生、過去の経営者の風評、当社グループの業績

低迷、当社株式の株価下落等により、当社を取り巻くレピュテーション・リスクが増大していると認識しておりま

す。そのため、当社グループ全体が営業面、財務面等様々な影響を受けております。 

   当社としては、グループの企業価値をこれ以上毀損することがないように、当社グループの総力を挙げてレピュテ

ーション・リスクの改善に向け取り組んではおりますが、今後もレピュテーション・リスクの進行により、当社グル

ープの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。  

  ③店舗計画及び店舗の賃借物件への依存について 

   当社グループの婦人子供服販売事業及びＰＣ販売事業の店舗は、主として賃借物件であり、店舗賃借のための敷

金・保証金をはじめ、物件によっては建物建設のための建設協力金を家主に差し入れております。賃借店舗の大半

は、賃貸借契約期間が長期にわたるものが多く、建設協力金は契約期間内で回収いたしますが、敷金・保証金は契約

期間が満了しなければ返還されません。そのため、倒産その他賃貸人側の事由により、敷金・保証金の全部又は一部

が回収できなくなる可能性があります。また、営業している店舗において契約期間が満了した場合、賃貸人側の事由

により契約更新ができずに閉鎖を余儀なくされる可能性があります。これらが発生した場合には、当社グループの経

営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

   また、採算効率の悪化等により、当社グループの判断にて店舗を閉鎖する場合もあり、その場合には店舗の閉鎖に

伴う損失を計上する可能性があります。 

  ④婦人子供服事業について 

   当社グループの婦人子供服販売事業は、個人消費及び衣料品消費の動向をはじめ、冷夏暖冬等の気象状況の変化等

により、市場動向は大きく左右されることがあります。これらにより、当社グループの婦人子供服販売事業の業績に

影響を及ぼす可能性があります。 

  ⑤資金調達について 

   当社グループの婦人子供服販売事業、ＰＣ販売事業及び不動産事業は金融機関からの融資を受け事業運営を行って

おります。当社グループ全体では当連結会計年度末現在で現預金28億11百万円を保有しており、現状グループとして

資金繰りに懸念はありません。しかしながら、金利情勢その他の外的経済環境、当社グループの業績及びレピュテー

ション・リスクによる金融機関の対応等によっては、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

  ⑥不動産事業について 

   当社グループが行っている不動産事業は、一般的に景気動向、金利動向、地価動向、税制、消費者動向等の影響を

受けており、不動産価格は経済・金融情勢、企業の収益動向等の要因により変化します。また、不動産業界におきま

しては、「宅地建物取引業法」「建築基準法」「都市計画法」等の法的規制を受けております。このため、経済環境

に大幅な変化が生じた場合、または今後法令等の改正または新たな規制が行われた場合には、当社グループの不動産

事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  ⑦在庫リスクについて 

   当社グループの各事業分野における在庫リスクは以下のようなものがあると考えております。これらが発生した場

合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  ・婦人子供服販売事業：事前に商品の販売動向を踏まえ計画的に取引先から仕入れを行っておりますが、その後の市

場動向の変化、販売店舗の営業不振等により、計画通りの販売価格にて商品を販売できない可能性があります。 

  ・不動産事業：販売用不動産を取得する場合及び不動産共同事業に出資する場合には、事前に十分な調査を行い、リ

スクを 小限に抑えるよう努めておりますが、予測がつかない瑕疵の発生等により当該プロジェクトが遅延した場

合等、在庫が滞留する可能性があります。在庫が滞留した場合、キャッシュ・フローの圧迫や購入価格を下回る売

却や評価減を行う可能性があります。 

  ・繊維事業：紡績糸は短期的に変化の少ない商品特性であり、随時販売していくことが可能のため、不良在庫になる

可能性は低いと考えております。テキスタイル（生地）については基本的に販売先からのオーダー制であり、在庫

リスクは少ないですが、販売先からのキャンセル、製品の不具合等が発生した場合、不良在庫が生じる可能性があ

ります。 

  ⑧保証金及び未収入金について 

   当社グループのＰＣ販売事業は、フランチャイズ契約に伴う保証金をフランチャイズ本部に対し差し入れておりま

す。また、カード決済にて販売した代金は、一旦フランチャイズ本部にて預りとなるため、フランチャイズ本部が倒

産その他の事由により債務不履行となった場合には、それらの全額または一部が回収出来ない可能性があります。 
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  ⑨特定の取引先への依存について 

   当社グループのＰＣ販売事業は、ＰＣ販売チェーンとのフランチャイズ契約により営業を行っております。当社グ

ループとしては、現状のＰＣ販売事業におけるフランチャイズ契約を維持していく方針ですが、今後このフランチャ

イズ契約が終了、もしくは破棄された場合には、当社グループのＰＣ販売事業の業績に影響を与える可能性がありま

  す。 

   また、当社グループの繊維事業の売上の一部は、主に海外の特定の協力工場で生産を依存している紡績糸であり、

政情不安等の事情により紡績糸の生産が停止した場合、当社グループの繊維事業の業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

  ⑩子会社について 

   当社グループが現在保有している子会社について、今後当社グループが想定する事業展開又は業績への寄与が難し

い場合などの理由により、当社グループ外への譲渡又は清算を行う場合があります。その場合には、当社グループの

経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  ⑪為替レートの変動リスクについて  

   当社グループの繊維事業の一部については、輸出入取引を行っております。このため、為替レートの急激な変動が

あった場合、当社グループの繊維事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  ⑫個人情報保護について 

   当社グループが行う婦人子供服販売事業、ＰＣ販売事業、不動産事業及び繊維事業は、それぞれ事業ごとに個人情

報を含めた秘密情報を保有しており、その情報の外部漏洩に関しては細心の注意を払っております。個人情報を含め

た秘密情報の取扱については、個人情報保護法により個人情報取扱事業者としての法的リスクが発生し、当社グルー

プとしての法的責任並びに社会的責任を課せられております。万一、漏洩事件が発生した場合、社会的信用問題、個

人への賠償問題、業務面での処分問題等により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。   

  ⑬新株予約権の付与について 

   当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。平成19年５月以降新規で発行はして

おりませんが、これらの新株予約権等が目的とする株式の数は、当連結会計年度末現在で合計72,000株であります。

発行済株式総数に、当該新株予約権が全て行使された場合に発行される株式数を加えた株式数に対する、当該新株予

約権が全て行使された場合の割合は0.03％（当連結会計年度末現在）であり、株式価値の希薄化が生じる可能性があ

ります。  

  ⑭訴訟その他請求について 

   当社グループの中で、いくつかの訴訟が現在係争中です。今後当社グループが開発、施工、販売等を行う不動産物

件について、瑕疵、土壌汚染等を起因として、訴訟その他の請求が発生する可能性があります。これら訴訟その他の

請求の内容及び結果によっては、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  ⑮人材の確保及び育成について 

   当社グループにおける各事業において、それぞれの事業展開に合わせた人材の確保及び育成ができない場合には、

事業活動が停滞し、当社グループの経営成績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

  ⑯定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得等について  

 （種類株式発行に係る定款一部変更の件（「定款一部変更の件Ａ」）） 

 平成23年２月21日付プレスリリース「株式会社ヘキサゴンホールディングス、江藤鉄男氏及びエフシーインシュラ

ンス株式会社による「公開買付報告書」について」及び「主要株主の異動に関するお知らせ」等にてご報告申しあげ

ておりますとおり、株式会社ヘキサゴンホールディングス（以下「ヘキサゴン」といいます。）、江藤鉄男氏及びエ

フシーインシュランス株式会社（以下「エフシーインシュランス」といい、ヘキサゴン及び江藤鉄男氏と総称して

「公開買付者」といいます。）は、平成22年11月19日から平成23年２月18日まで、当社の普通株式及び新株予約権を

対象とした公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を行い、その結果、公開買付者は、平成23年２月25日

の決済開始日をもって、当社普通株式121,914,850株（本日現在の当社発行済株式総数239,935,000株に対する割合：

50.81％。なお、その内訳は、ヘキサゴン52,844,850株、江藤鉄男氏62,200,000株、エフシーインシュランス

6,870,000株）を所有するに至りました。（なお、平成23年２月25日付ヘキサゴン提出に係る大量保有報告書によれ

ば、江藤鉄男氏及びエフシーインシュランスは、ヘキサゴンとの間で、当社の株主総会において、全ての議案につ

き、ヘキサゴンの意向に従い、議決権を行使する旨につき、平成22年11月18日付で書面により合意しているとのこと

です。） 

 当社は、本公開買付け後にヘキサゴンと具体的な経営方針について協議したところ、ヘキサゴンから当社に対し、

当社へ取締役及び監査役の派遣を行い、当社の経営を主体的に推進する意向がある旨が示されるとともに、当社グル

ープの企業価値向上に向けた迅速な意思決定プロセスを構築するために、当社の株主を公開買付者のみとする一連の

取引（以下「本件スクイーズアウト」といいます。）を実施することが望ましいとの認識が示されました。 
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 当社は、かかるヘキサゴンの意向及び認識を踏まえ、当社を取り巻く経営環境を考慮の上、慎重に検討を行いまし

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、同社を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」に関する規定に基づき、当社が実質的な存続会社で

はないとされ、平成19年４月13日付で平成23年２月末日を 終日とする上場廃止に係る猶予期間に入りました。その

後、当該猶予期間の 終日までに、株式会社大阪証券取引所が定める株券上場審査基準に準じて同所が定める基準に

適合することが確認できない場合に該当するとして、当社株式は平成23年３月１日付で株式会社大阪証券取引所より

監理銘柄（確認中）に指定されるに至り、平成23年２月期（第39期）有価証券報告書を提出した日から起算して８日

目までに当社より適合審査の申請が行われなかった場合には、当社株式は上場廃止になる状況にありました。そこ

で、当社では、当該期限までに適合審査の申請を行うべく鋭意努力してまいりましたが、平成23年４月15日付で公表

いたしました平成23年２月期（第39期）の決算の内容に鑑みますと、当該期限までに適合審査の申請を行うことは極

めて困難であり、当社株式が上場廃止となることが確実な状況となるに至りました。 

 当社は、このような当社を取り巻く経営環境に鑑み、ヘキサゴン主導による当社グループ経営を推進することによ

り、当社の経営基盤及び財務基盤を強化していくことが、当社の企業価値向上にとって も重要な戦略であると判断

するとともに、当社株式が上場廃止となることが確実な状況の中にあっては、本件スクイーズアウトを実施すること

が株主の皆様の利益に資すると判断し、平成23年５月13日開催予定の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」と

いいます。）及び同日に開催予定の普通株式を有する株主の皆様を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総

会」といいます。）を開催することとしたものです。 

 本件スクイーズアウトは、以下の①から③の方法により実施されます。 

  

① 当社の定款の一部を変更して、普通株式とは別の種類の株式であるＡ種種類株式（以下「Ａ種種類株式」とい

います。）を発行できる旨の定款変更を行うことにより、当社を会社法の規定する種類株式発行会社（会社

法第２条第13号に定義するものをいいます。以下同じです。）といたします。 

② 上記①による変更後の当社の定款の一部をさらに変更して、当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項

（会社法第108条第１項第７号に規定する事項についての定めをいいます。以下同じです。）を付す旨の定め

を新設いたします。なお、全部取得条項が付された後の当社普通株式を、以下「全部取得条項付普通株式」

といいます。 

③ 会社法第171条第１項並びに上記①及び②による変更後の当社の定款に基づき、当社は、本臨時株主総会及び

本種類株主総会の特別決議によって、全部取得条項付普通株式を所有する株主の皆様（当社を除きます。以

下同じです。）から全部取得条項付普通株式全てを取得し、当社は全部取得条項付普通株式を所有する各株

主様に対して、当該取得の対価として、その所有する全部取得条項付普通株式１株と引換えにＡ種種類株式

34,535,000分の１株を交付いたします。この際、公開買付者以外の全部取得条項付普通株式を所有する各株

主様に対して取得対価として交付されるＡ種種類株式の数は、１株未満の端数となる予定です。 

  

 全部取得条項付普通株式を所有する各株主様に対するＡ種種類株式の交付の結果生じる１株未満の端数につきまし

ては、その合計数（会社法第234条第１項により、その合計数に１株に満たない端数がある場合には、当該端数は切

り捨てられます。）に相当するＡ種種類株式を、会社法第234条の定めに従って売却し、当該売却によって得られた

代金をその端数に応じて全部取得条項付普通株式を所有する各株主様に交付いたします。かかる売却手続に関し、当

社では、会社法第234条第２項の規定に基づき裁判所の許可を得てＡ種種類株式をヘキサゴンに対して売却すること

を予定しております。 

 この場合のＡ種種類株式の売却価格につきましては、必要となる裁判所の許可が予定どおり得られた場合には、全

部取得条項付普通株式を所有する各株主様が所有する全部取得条項付普通株式の数に３円（本公開買付けにおける当

社普通株式１株当たりの買付等の価格）を乗じた金額に相当する金銭を全部取得条項付普通株式を所有する各株主様

に交付できるような価格に設定することを予定しております。ただし、裁判所の許可が得られない場合や、計算上の

端数調整が必要な場合等においては、実際に交付される金額が上記金額と異なる場合もあり得ます。 

 「定款一部変更の件Ａ」は、本件スクイーズアウトのうち、上記①を実施するものであります。会社法上、全部取

得条項の付された株式は種類株式発行会社のみが発行できるものとされていることから（会社法第171条第１項、第

108条第１項第７号）、上記①は、当社普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更である上記②を行う前提とし

て、当社が種類株式発行会社となるため、Ａ種種類株式を発行する旨の定めを新設するほか、所要の変更を行うもの

であります。  
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 （全部取得条項に係る定款一部変更の件（「定款一部変更の件Ｂ」）） 

 「定款一部変更の件Ａ」でご説明したとおり、当社は、当社を取り巻く経営環境に鑑み、ヘキサゴン主導による当

社グループ経営を推進することにより、当社の経営基盤及び財務基盤を強化していくことが、当社の企業価値向上に

とって も重要な戦略であると判断するとともに、当社株式が上場廃止となることが確実な状況の中にあっては、本

件スクイーズアウトを実施することが株主の皆様の利益に資すると判断いたしました。 

 「定款一部変更の件Ｂ」は、「定款一部変更の件Ａ」でご説明した本件スクイーズアウトのうち②を実施するもの

であり、「定款一部変更の件Ａ」による変更後の当社の定款の一部をさらに変更し、当社の発行する全ての普通株式

に全部取得条項を付してこれを全部取得条項付普通株式とし、かつ、当該全部取得条項に従い当社が株主総会の特別

決議によって全部取得条項付普通株式の全部を取得する場合において、全部取得条項付普通株式1株と引換えにＡ種

種類株式を34,535,000分の１株の割合をもって交付する旨の定款の定めを設けるものです。「定款一部変更の件Ｂ」

に係る定款変更の効力が発生した場合には、当社普通株式は全て全部取得条項付普通株式となります。 

 また、本件スクイーズアウト手続における上記②の後、株主総会の特別決議によって当社は全部取得条項付普通株

式を所有する各株主様から全部取得条項付普通株式を取得しますが（本件スクイーズアウト手続における上記③）、

当該取得と引換えに公開買付者以外の全部取得条項付普通株式を所有する各株主様に割り当てられるＡ種種類株式の

数は、1株未満の端数となる予定です。  

 （全部取得条項付普通株式の取得の件） 

１．全部取得条項付普通株式の全部を取得することを必要とする理由 

 「定款一部変更の件Ａ」でご説明したとおり、当社は、当社を取り巻く経営環境に鑑み、ヘキサゴン主導による当

社グループ経営を推進することにより、当社の経営基盤及び財務基盤を強化していくことが、当社の企業価値向上に

とって も重要な戦略であると判断するとともに、当社株式が上場廃止となることが確実な状況の中にあっては、本

件スクイーズアウトを実施することが株主の皆様の利益に資すると判断いたしました。 

 全部取得条項付普通株式の取得の件は、「定款一部変更の件Ａ」でご説明した本件スクイーズアウトのうち③を実

施するものであり、会社法第171条第１項並びに「定款一部変更の件Ａ」及び「定款一部変更の件Ｂ」による変更後

の当社定款に基づき、株主総会の特別決議によって、当社が全部取得条項付普通株式の全部を取得し、当該取得と引

換えに、「定款一部変更の件Ａ」による定款変更に基づき設けられるＡ種種類株式を交付するものです。 

 当社が全部取得条項付普通株式１株につき株主様に割り当てることとなるＡ種種類株式の数は、公開買付者以外の

全部取得条項付普通株式を所有する各株主様に対して取得対価として交付されるＡ種種類株式の数が１株未満の端数

となるように、34,535,000分の１株としております。かかる全部取得条項付普通株式の取得と引換えに全部取得条項

付普通株式を所有する各株主様に交付されることになる１株未満の端数の合計数（会社法第234条第１項により、そ

の合計数に１株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。なお、この場合でも売却代金の交付

に際しては、全部取得条項付普通株式を所有する各株主様が交付を受ける端数の割合に応じて売却代金が交付される

予定です。）に相当する数のＡ種種類株式については、会社法第234条第２項の規定に基づき裁判所の許可を得てヘ

キサゴンに対して売却することを予定しております。この場合のＡ種種類株式の売却価格につきましては、必要とな

る裁判所の許可が予定どおり得られた場合には、全部取得条項付普通株式を所有する各株主様が所有する全部取得条

項付普通株式の数に３円（公開買付者が本公開買付けを行った際における普通株式１株あたりの買付け等の価格。）

を乗じた金額に相当する金銭を全部取得条項付普通株式を所有する各株主様に交付できるような価格に設定すること

を予定しております。ただし、裁判所の許可が得られない場合や計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際

に交付される金額が上記金額と異なる場合もあり得ます。 

  

２．全部取得条項付普通株式の取得の内容 

（１）全部取得条項付普通株式の取得と引換えに交付する取得対価及びその割当てに関する事項 

   会社法第171条第１項並びに「定款一部変更の件Ａ」及び「定款一部変更の件Ｂ」による変更後の当社の定款

に基づき、全部取得条項付普通株式の取得と引換えに、取得日（下記（２）において定めます。）において、

別途定める基準日（取得日の前日を基準日とすることを予定しております。）の 終の当社の株主名簿に記載

又は記録された全部取得条項付普通株式を所有する各株主様に対して、その所有する全部取得条項付普通株式

１株につき、Ａ種種類株式を34,535,000分の１株の割合をもって交付するものといたします。 

（２）取得日 

   平成23年６月17日 

（３）その他 

   全部取得条項付普通株式の取得の件に係る全部取得条項付普通株式の取得は、「定款一部変更の件Ａ」に係る

定款変更及び「定款一部変更の件Ｂ」に係る定款変更の効力が生じることを条件として、その効力が生じるも

のといたします。 

   なお、その他の必要事項については、取締役会にご一任願いたいと存じます。 
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３．上場廃止 

本臨時株主総会において、定款一部変更の件Ａ、定款一部変更の件Ｂ及び全部取得条項付普通株式の取得の件に

係る議案が原案どおり承認可決され、また、本種類株主総会において定款一部変更の件Ｂと同内容の議案が原案どお

り承認可決された場合には、当社普通株式は、株式会社大阪証券取引所の上場廃止基準に該当することとなり、平成

23年５月13日から平成23年６月13日まで整理銘柄に指定された後、同月14日をもって上場廃止となる予定です。上場

廃止後は、当社普通株式を大阪証券取引所市場第二部において取引することはできません。 

  

（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キャッシュ・フローが６期連続してマイナスとなっており、損益

面では、営業損失435百万円及び当期純損失655百万円を計上しております。当連結会計年度においては営業キャッ

シュ・フローにおいてはプラスに転じ、営業利益16百万円を計上したものの、依然として当期純損失191百万円を

計上しております。当該状況により当社グループには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日付で平成23年２月28日を 終日とする上場猶予期間に入っておりましたが、当該 終

日までに、同所が定める基準に適合することができなかったため、平成23年３月１日から監理銘柄（確認中）へ指

定されております。当社といたしましては引き続き、適合審査について申請することの検討をしておりましたが、

平成23年２月期決算における利益が株式会社大阪証券取引所の定める形式基準である１億円に満たないことが明ら

かになりました。株式会社大阪証券取引所の規則により、形式基準を満たしてない場合は適合審査を通過しないこ

とになります。今後、当社株式につきましては、平成23年２月期の有価証券報告書提出日（平成23年５月31日予

定）から起算して８日目の日（休業日を除く）までに、当社が適合審査申請を行わないことを株式会社大阪証券取

引所が確認した時点で上場廃止が決定し、整理銘柄への指定から１ヶ月後に上場廃止となる予定であります。  

さらに、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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当連結会計年度末における当社グループの事業系統図は次のとおりであります。 

 
  

※１ 連結子会社である、株式会社プロジェ・ホールディングスは、名古屋証券取引所・大阪証券取引所市場第二部

に、株式会社オーエー・システム・プラザは大阪証券取引所JASDAQ市場に、それぞれ上場しております。 

    

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社は純粋持株会社として、原則として事業子会社の株式を中長期的に保有・統括し、傘下の事業子会社各社の価

値向上に努めることで、当社グループの価値向上を目的とすることを経営の基本方針としております。 

   しかしながら現在の状況は、過去の経営者が行ったＭ＆Ａ戦略（会社買収）や有価証券投資等が失敗し、逆にそれ

らが「負の遺産」となって、償却・減損等を余儀なくされたことにより、当連結会計年度を含め５期連続して大幅な

特別損失の計上をする結果となりました。 

 そのため、現在では当社グループの生き残りを図るべく、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。そして当面は、キャッシュ・フローを重視し、既存事業強化と経費節減を中心とした経営合理化を行い

ながら、収益確保を図ってまいります。 

(2）目標とする経営指標 

  当社グループは、財務体質の強化を図るための経営指標としてキャッシュ・フローを重視し、経常利益及び税金等

調整前当期純利益の改善を目標としております。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

   現在の当社は、これまでのＭ＆Ａ戦略や有価証券投資等の失敗に起因する大幅赤字決算の連続、過去の経営者の風

評に加え、平成19年３月のグローバル・ファンデックス株式会社を子会社化したことに伴う「上場猶予期間」入り、

平成19年11月及び平成20年６月の２回に及ぶ「改善報告書」提出請求、平成20年４月のベルリバーファイナンス株式

会社との資本提携解消及び同社の当社株式異動、当連結会計期間における２回の過年度決算の訂正等、様々な要因に

よるレピュテーション・リスクの増大等により、当社を取り巻く環境は厳しいと認識しております。 

   このような状況下、当社としましては、現在の経営体制となりました平成20年６月以降より、内部管理体制ならび

に内部統制の充実を図り、キャッシュ・フローを重視してグループ各社の財務体質強化を行うことで、会社としての

基盤強化に努めております。引き続きグループ全体で、コスト削減及び既存事業活性化による収益力の向上を図って

まいります。 

  

 (4）会社の対処すべき課題 

  現在の当社は、以下の課題を抱えていると認識しており、これら課題の解決へ向けての対処に努めていく所存であ

ります。 

  ①当社は当面の資金繰りに支障はないものの、連続して当期純損失を計上しているため、「継続企業の前提に重要な

疑義を生じさせるような状況」が存在しております。このため、今後安定的に収益が計上できるような企業体制の

再構築が求められております。 

  ②「１．経営成績 (4)事業等のリスク ①当社株式について、⑯定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得

等について」に記載したとおり、当社株式は株式会社大阪証券取引所の上場廃止基準に該当することとなり、上場

廃止となる予定であります。 

  ③当社は、これまでの経営状態、過去の経営者の風評等より、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）が増大していることを十分認識しております。  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  2,249,983 ※1  2,811,964

受取手形及び売掛金 ※3  526,484 498,823

有価証券 － 100,000

商品及び製品 1,128,420 986,117

販売用不動産 1,084,208 ※1  667,685

仕掛品 10,300 5,971

仕掛販売用不動産 178,647 359,319

原材料及び貯蔵品 1,432 686

その他 568,478 272,049

貸倒引当金 △4,120 △24,000

流動資産合計 5,743,835 5,678,617

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  813,391 ※1  791,834

土地 ※1  1,327,780 ※1  1,281,171

その他（純額） 17,721 14,209

有形固定資産合計 ※2  2,158,894 ※2  2,087,214

無形固定資産   

のれん 60,762 57,477

その他 5,540 8,810

無形固定資産合計 66,302 66,288

投資その他の資産   

投資有価証券 27,950 4,030

長期貸付金 506,299 504,499

差入保証金 1,461,210 1,328,178

長期未収入金 61,507 36,125

破産更生債権等 2,702,284 2,673,931

その他 35,397 21,717

貸倒引当金 △3,355,579 △3,291,130

投資その他の資産合計 1,439,070 1,277,352

固定資産合計 3,664,268 3,430,855

繰延資産 5,288 324

資産合計 9,413,392 9,109,798
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成23年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※1, ※3  531,048 ※1  434,866

短期借入金 ※1, ※4  751,980 ※1, ※4  959,600

未払法人税等 53,962 59,659

賞与引当金 20,566 23,218

店舗閉鎖損失引当金 48,879 －

その他の引当金 61,949 2,518

その他 243,527 213,499

流動負債合計 1,711,914 1,693,363

固定負債   

長期借入金 ※1  548,110 ※1  438,510

繰延税金負債 124,249 107,348

退職給付引当金 72,190 73,650

長期預り保証金 156,618 156,676

負ののれん 114,049 108,047

その他 64,400 50,638

固定負債合計 1,079,618 934,870

負債合計 2,791,532 2,628,234

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 △8,991,167 △9,182,285

自己株式 △190 △190

株主資本合計 3,904,175 3,713,057

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,040 －

評価・換算差額等合計 △1,040 －

新株予約権 30,356 59,073

少数株主持分 2,688,367 2,709,433

純資産合計 6,621,859 6,481,563

負債純資産合計 9,413,392 9,109,798
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 12,891,894 10,193,714

売上原価 ※1  9,871,492 ※1  7,669,351

売上総利益 3,020,402 2,524,362

販売費及び一般管理費 ※2  3,455,671 ※2  2,508,201

営業利益又は営業損失（△） △435,268 16,161

営業外収益   

受取利息 5,053 3,888

受取配当金 36,903 0

受取手数料 3,734 3,306

為替差益 － 329

保険解約返戻金 － 5,069

負ののれん償却額 6,002 6,002

その他 8,718 9,361

営業外収益合計 60,412 27,958

営業外費用   

支払利息 72,696 36,512

支払手数料 － 5,001

株式交付費償却 14,362 4,963

租税公課 1,808 1,445

その他 7,306 1,697

営業外費用合計 96,173 49,621

経常損失（△） △471,029 △5,501

特別利益   

投資有価証券売却益 56,262 －

関係会社株式売却益 111,192 －

貸倒引当金戻入額 49,891 28,407

新株予約権戻入益 82,907 1,183

固定資産売却益 113 ※4  7,804

違約損失引当金戻入益 － 12,000

受取和解金 － 4,700

過年度損益修正益 － 5,644

その他 11,892 5,478

特別利益合計 312,260 65,218
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

特別損失   

たな卸資産評価損 168,000 33,971

固定資産売却損 0 ※6  1,014

固定資産除却損 ※5  13,812 ※5  150

減損損失 ※7  142,827 ※7  59,406

店舗閉鎖損失 ※3  112,194 －

事務所移転費用 39,886 －

投資有価証券評価損 83,615 24,783

貸倒引当金繰入額 1,000 －

貸倒損失 － 65,254

自己新株予約権評価損 － 29,900

その他 734 13,089

特別損失合計 562,069 227,570

税金等調整前当期純損失（△） △720,838 △167,854

法人税、住民税及び事業税 16,455 19,474

過年度法人税等 － △410

法人税等調整額 3,385 △16,900

法人税等合計 19,840 2,163

少数株主利益又は少数株主損失（△） △85,482 21,099

当期純損失（△） △655,196 △191,117
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,622,518 6,622,518

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,622,518 6,622,518

資本剰余金   

前期末残高 6,273,015 6,273,015

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,273,015 6,273,015

利益剰余金   

前期末残高 △8,612,012 △8,991,167

当期変動額   

当期純損失（△） △655,196 △191,117

連結範囲の変動 276,041 －

当期変動額合計 △379,155 △191,117

当期末残高 △8,991,167 △9,182,285

自己株式   

前期末残高 △184 △190

当期変動額   

自己株式の取得 △5 0

当期変動額合計 △5 0

当期末残高 △190 △190

株主資本合計   

前期末残高 4,283,336 3,904,175

当期変動額   

当期純損失（△） △655,196 △191,117

自己株式の取得 △5 0

連結範囲の変動 276,041 －

当期変動額合計 △379,161 △191,118

当期末残高 3,904,175 3,713,057
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23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 △26,380 △1,040

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,340 1,040

当期変動額合計 25,340 1,040

当期末残高 △1,040 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △26,380 △1,040

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,340 1,040

当期変動額合計 25,340 1,040

当期末残高 △1,040 －

新株予約権   

前期末残高 111,058 30,356

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △80,702 28,717

当期変動額合計 △80,702 28,717

当期末残高 30,356 59,073

少数株主持分   

前期末残高 2,655,980 2,688,367

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 32,387 21,065

当期変動額合計 32,387 21,065

当期末残高 2,688,367 2,709,433

純資産合計   

前期末残高 7,023,995 6,621,859

当期変動額   

当期純損失（△） △655,196 △191,117

自己株式の取得 △5 0

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） △22,974 50,822

当期変動額合計 △402,135 △140,295

当期末残高 6,621,859 6,481,563
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23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（△） △720,838 △167,854

減価償却費 77,962 52,466

減損損失 142,827 59,406

のれん償却額 8,300 3,357

繰延資産償却額 14,362 4,963

たな卸資産評価損 168,000 33,971

負ののれん償却額 △6,002 △6,002

自己新株予約権評価損 － 29,900

貸倒引当金の増減額（△は減少） △46,987 △44,569

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,931 1,460

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 48,879 △48,879

その他の引当金の増減額（△は減少） 61,949 △21,167

受取利息及び受取配当金 △41,956 △3,888

保険解約損益（△は益） － △5,069

支払利息 72,696 36,512

新株予約権戻入益 △82,907 △1,183

固定資産売却損益（△は益） △113 △6,790

固定資産除却損 13,812 150

投資有価証券売却損益（△は益） △56,262 －

投資有価証券評価損益（△は益） 83,615 24,783

関係会社株式売却損益（△は益） △111,192 －

受取和解金 － △4,700

貸倒損失 － 65,254

売上債権の増減額（△は増加） 208,376 27,660

不動産事業出資金の増減額（△は増加） － △163,968

たな卸資産の増減額（△は増加） 128,009 349,258

破産更生債権等の増減額（△は増加） － △38,039

仕入債務の増減額（△は減少） △382,650 △96,181

その他の流動資産の増減額（△は増加） 175,589 31,658

その他の流動負債の増減額（△は減少） △217,429 △29,830

その他 19,883 36,954

小計 △462,008 119,633

利息及び配当金の受取額 42,204 2,575

利息の支払額 △52,888 △33,532

和解金の受取額 － 4,700

和解金の支払額 － △19,600

法人税等の還付額 2,620 735

法人税等の支払額 △24,089 △28,457

営業活動によるキャッシュ・フロー △494,162 46,054
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △100,000

有形固定資産の取得による支出 △7,451 △40,052

有形固定資産の売却による収入 194 8,329

無形固定資産の取得による支出 △915 △5,903

投資有価証券の売却による収入 139,863 176

定期預金の預入による支出 △9,371 －

定期預金の払戻による収入 81,000 －

差入保証金の差入による支出 △5,073 △60,234

差入保証金の回収による収入 251,957 372,407

長期貸付金の回収による収入 109,200 1,800

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

57,462 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△88,161 －

保険積立金の解約による収入 － 6,871

その他 13,063 156

投資活動によるキャッシュ・フロー 541,768 183,551

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △566,605 －

長期借入れによる収入 － 250,000

長期借入金の返済による支出 △232,024 △151,980

自己株式の取得による支出 △5 0

その他 10,728 △4,389

財務活動によるキャッシュ・フロー △787,906 93,630

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,012 329

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △742,312 323,565

現金及び現金同等物の期首残高 3,140,245 2,388,235

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 2,388,235 2,711,801
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継続企業の前提に関する注記

前連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23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

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。  

当社グループは、前連結会計年度において営業キャッシ

ュ・フローが６期連続してマイナスとなっており、損益面

では、営業損失435百万円及び当期純損失655百万円を計上

しております。当連結会計年度においては営業キャッシ

ュ・フローにおいてはプラスに転じ、営業利益16百万円を

計上したものの、依然として当期純損失191百万円を計上

しております。当該状況により当社グループには継続企業

の前提に関する重要な疑義を生じさせる状況が存在してお

ります。 

連結財務諸表作成会社である当社は、こうした状況を改

善すべく、グループ各社における財務体質の改善に取り組

んでおります。当連結会計年度末（平成23年２月28日現

在）において、当社グループが保有する現金及び預金残高

は 百万円であり、グループ各社に対しては、キャッ

シュ・フローを重視しながら運営するよう指導を行なって

おり、資金繰りに支障はございません。引き続きグループ

各社において、経営合理化による経費削減を継続するとと

もに、キャッシュ・フローを重視しながら、既存事業の強

化・改善による収益確保を図るべく努めてまいります。ま

た、今後も不採算事業・部門の撤退、遊休・不働資産の売

却等により、相応のキャッシュ・ポジションを維持してい

く方針であります。 

当グループ内で収益インパクトが大きい、不動産事業を

行なっている株式会社プロジェ・ホールディングスにつき

ましては、経営の合理化とともに不動産事業領域の選択と

集中により確実な収益確保と継続的な営業キャッシュフロ

ーを創出すべく、事業の安定化をはかっております。 

当社の主要子会社であります婦人子供服販売事業を行な

っている株式会社エルメにつきましては、前連結会計年度

までに営業店舗・マーケット戦略の大幅な見直しを行い、

不採算店舗の退店を行なっており、今後も小額ながら収益

の見込める催事店舗の出店やより一層コスト削減に努め収

益の確保を図ってまいります。 

ＰＣ販売事業については、５万円以下のノートパソコン

や高性能ノートパソコンの販売の他に、サービス面でも月

額定額制の保守サービス会員獲得に注力し利益確保に努め

ております。 

しかしながら、一連の景気刺激策や金融緩和により緩や

かに回復基調は見られるものの雇用情勢の悪化や日本経済

に対する先行不安などから個人消費が低迷している中での

施策であるため、現時点においては継続企業の前提に関す

る重要な不確実性が認められます。  

2,811
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前連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

  

  

  

  

  

  

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日付で平成23年２月28日を

終日とする上場猶予期間に入っておりましたが、当該 終

日までに、同所が定める基準に適合することができなかっ

たため、平成23年３月１日から監理銘柄（確認中）へ指定

されております。当社といたしましては引き続き、適合審

査について申請することの検討をしておりましたが、平成

23年２月期決算における利益が株式会社大阪証券取引所の

定める形式基準である１億円に満たないことが明らかにな

りました。株式会社大阪証券取引所の規則により、形式基

準を満たしてない場合は適合審査を通過しないことになり

ます。今後、当社株式につきましては、平成23年２月期の

有価証券報告書提出日（平成23年５月31日予定）から起算

して８日目の日（休業日を除く）までに、当社が適合審査

申請を行わないことを株式会社大阪証券取引所が確認した

時点で上場廃止が決定し、整理銘柄への指定から１ヶ月後

に上場廃止となる予定であります。 

また、当社は、株式会社大阪証券取引所へ過去２回の改

善報告書を提出しております。同所の有価証券上場規程平

成21年12月30日改正付則第２項に基づき、「当該規則施行

日（平成21年12月30日）から過去５年以内に改善報告書を

１回提出している場合は公表措置を、改善報告書を２回提

出している場合は公表措置及び警告措置を講じているもの

とみなします」に該当し、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年以内に同所の「適

時開示規則第２章（会社情報の適時開示等）」又は「企業

行動規範に関する規則第２章（遵守すべき事項）」の規程

に違反し、同所の有価証券上場規程に規定する警告措置を

受けた場合には同所の定める株券上場廃止基準に該当する

ことになります。 

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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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

１ 連結の範囲に関する事項 

子会社は、全て連結しております。 

連結子会社の数 ４社 

１ 連結の範囲に関する事項 

子会社は、全て連結しております。 

連結子会社の数 ４社 

連結子会社の名称 

㈱エルメ 

㈱プロジェ・ホールディングス 

㈱ドーコーボウ 

㈱オーエー・システム・プラザ 

連結範囲の変更  

㈱ディーアンドアール・インテグレイツは、平成21

年３月２日付で全株式を譲渡し連結子会社ではなく

なりました。 

㈱サイバーリップルは、平成21年８月10日付で全株

式を譲渡し連結子会社ではなくなりました。 

㈱オーパは、平成21年９月18日付で清算を結了致し

ました。 

㈱グローバルコーポレーションは、平成21年12月24

日に解散し特別清算手続開始の決定を受け、かつ、

有効な支配従属関係が存在しないと認められたた

め、連結の範囲から除外しております。  

㈱ダイヤモンドエージェンシーは、平成22年１月12

日付で全株式を譲渡し連結子会社ではなくなりまし

た。 

他の会社の議決権の過半数を自己の計算において所有

しているにもかかわらず連結子会社としなかった当該

他の会社等の名称  

㈱グローバルコーポレーション 

連結子会社としなかった理由  

特別清算手続開始の決定を受け、かつ、有効な支

配従属関係が存在しないと認められたためでありま

す。  

連結子会社の名称 

㈱エルメ 

㈱プロジェ・ホールディングス 

㈱ドーコーボウ 

㈱オーエー・システム・プラザ 

他の会社の議決権の過半数を自己の計算において所有

しているにもかかわらず連結子会社としなかった当該

他の会社等の名称  

㈱グローバルコーポレーション 

連結子会社としなかった理由  

特別清算手続開始の決定を受け、かつ、有効な支

配従属関係が存在しないと認められたためでありま

す。  

２ 持分法の適用に関する事項 

関連会社がないため該当事項はありません。 

２ 持分法の適用に関する事項 

関連会社がないため該当事項はありません。 
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前連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日

と一致しております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日

と一致しております。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

a 満期保有目的の債券 

償却原価法 

a 満期保有目的の債券 

同左 

b その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算末日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は、全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定） 

b その他有価証券 

時価のあるもの 

──────  

  

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

② たな卸資産 

ａ 商品及び製品 

婦人子供服販売事業における店舗商品は売価還元

低価法、商品センター商品は 終仕入原価法（貸

借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切り下げの方法）を採用しております。 

ＰＣ販売事業及び繊維事業では移動平均法による

原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切り下げの方法）を採用しておりま

す。 

② たな卸資産 

ａ 商品及び製品 

        同左 

ｂ 販売用不動産及び仕掛販売用不動産 

  不動産事業における販売用不動産及び仕掛販売用

不動産は個別法による原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価切り下げの方

法）を採用しております。 

ｂ 販売用不動産及び仕掛販売用不動産 

          同左 

ｃ 仕掛品 

繊維事業では移動平均法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づく簿価切り

下げの方法）を採用しております。 

ｃ 仕掛品 

        同左 

ｄ 貯蔵品 

  婦人子供服販売事業及びＰＣ販売事業では 終仕

入れ原価法による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）

を採用しており、繊維事業及び不動産事業では移

動平均法による原価法（貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）を

採用しております。 

ｄ 貯蔵品 

          同左 
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前連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

ａ 建物及び構築物 

イ 平成19年３月31日以前に取得したもの 

主として旧定額法 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

ａ 建物及び構築物 

イ 平成19年３月31日以前に取得したもの 

同左 

ロ  平成19年４月１日以降に取得したもの  

主として定額法  

ロ  平成19年４月１日以降に取得したもの  

同左 

ｂ その他の有形固定資産 

イ 平成19年３月31日以前に取得したもの  

旧定率法  

ｂ その他の有形固定資産 

イ 平成19年３月31日以前に取得したもの  

同左 

ロ 平成19年４月１日以降に取得したもの   

定率法   

ロ 平成19年４月１日以降に取得したもの   

同左 

② 無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。 

② 無形固定資産 

同左 

(3）重要な繰延資産の処理方法 (3）重要な繰延資産の処理方法 

① 株式交付費 

株式交付のときより３年間にわたり定額法により

償却しております。 

① 株式交付費 

同左 

(4）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個々の債権の回収の可能性を

検討して、回収不能見込額を合わせて計上してお

ります。 

(4）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

② 賞与引当金 

従業員に支給する賞与の支出に充てるため、支給

見込額の当連結会計年度末の負担額を見積計上し

ております。 

② 賞与引当金 

同左 

③ 店舗閉鎖損失引当金 

店舗の閉鎖に係る費用の発生及び損失に備える

ため、その発生見込額を計上しております。 

③ 店舗閉鎖損失引当金 

        ──────  

  

④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産に基づき計

上しております。 

④ 退職給付引当金 

同左 
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前連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

⑤ その他の引当金 

当社及び連結子会社では以下の引当金を計上し

ております。なお、連結貸借対照表上では「その

他の引当金」としてまとめて表示しております。 

ａ違約金損失引当金 

将来発生する可能性のある売買契約違約損失に

備えるため、当連結会計年度に必要と見込まれる

損失発生見込み額を計上しております。 

ｂ事務所移転費用引当金 

事務所の移転に係る費用の発生見込額を計上して

おります。  

⑤ その他の引当金 

当社及び連結子会社では以下の引当金を計上し

ております。なお、連結貸借対照表上では「その

他の引当金」としてまとめて表示しております。 

ａ違約金損失引当金 

       ──────  

  

  

ｂ事務所移転費用引当金 

事務所の移転に係る費用の発生見込額を計上して

おります。  

(5）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっ

ており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結

会計年度の費用として処理しております。 

  

(5）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

         同左 

② 連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しております。 

② 連結納税制度の適用 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

全面時価評価法を採用しております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれんは、効果の発現が見込まれる期間（５年、10年

又は20年）で均等償却を行っております。金額の僅少

なものについては、発生年度に一括償却しておりま

す。 

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

同左 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満

期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資であります。 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

（棚卸資産の評価に関する会計基準）  

 不動産事業及び繊維事業における通常の販売目的で

保有するたな卸資産については、従来、販売用不動産

は個別法による原価法、商品及び製品、仕掛品、貯蔵

品は移動平均法による原価法によっておりましたが、

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成18年７月５日公表分 企業会計基準第９

号）が当連結会計年度から適用されたことに伴い、販

売用不動産は個別法による原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価切り下げの方

法）、商品及び製品、仕掛品、貯蔵品は移動平均法に

よる原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切り下げの方法）に変更しております。

これにより、営業損失及び経常損失、税金等調整前当

期純損失は58,764千円増加しております。なお、セグ

メント情報に与える影響は当該箇所に記載しておりま

す。 

  ＰＣ販売事業における通常の販売目的で保有するた

な卸資産については、従来、移動平均法による原価法

によっておりましたが、「棚卸資産の評価に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日公表

分 企業会計基準第９号）が当連結会計年度から適用

されたことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対

照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下

げの方法）に変更しております。これにより、営業損

失及び経常損失、税金等調整前当期純損失は13,583千

円増加しております。なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載しております。  

  

          ────── 

（リース取引に関する会計基準）  

所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当連結会計年度より「リース取

引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 平成５

年６月17日 企業会計基準委員会 平成19年３月30日

改正)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号 平成６年１月18日 

日本公認会計士協会 会計制度委員会 平成19年３月

30日改正）を適用し、通常の売買取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き適用

しております。この変更が損益に与える影響はありま

せん。 

  

        ────── 
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

（連結貸借対照表） 

１ 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲載されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「販売用不動

産」「仕掛品」「仕掛販売用不動産」「原材料及び貯蔵

品」に区分掲記しております。 

  なお、前連結会計年度の、「たな卸資産」に含まれて

いる「商品及び製品」「販売用不動産」「仕掛品」「原

材料及び貯蔵品」は、それぞれ1,232,574千円、

1,432,757千円、41,150千円、1,729千円であります。 

２ 前連結会計年度において、「長期差入保証金」と表記

していたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い

連結財務諸表の比較可能性を向上させるため、当連結会

計年度より「差入保証金」として表記しております。 

  

          ────── 

３ 前連結会計年度末において、投資その他の資産の「そ

の他」に含めておりました「破産更生債権等」（前連結

会計年度324,103千円）については、資産の総額の100分

の５超となったため、当連結会計年度より区分掲記して

おります。  

  

（連結損益計算書） 

１ 前連結会計年度において、「消費税等差額」、「訴訟

和解益」及び「事業所移転損失」と表記していたもの

は、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表

の比較可能性を向上させるため、当連結会計年度よりそ

れぞれ営業外費用の「租税公課」、特別利益の「受取和

解金」及び特別損失の「事務所移転費用」として表記し

ております。 

  

          ────── 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

１ 前連結会計年度において、「投資有価証券売却損」、

「投資有価証券売却益」、「長期性預金の預入による支

出」、「長期性預金の払戻のよる収入」及び「連結子会

社株式の追加取得による支出」と表記していたものは、

ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い、連結財務諸表の

比較可能性を向上させるため、当連結会計年度よりそれ

ぞれ「投資有価証券売却損益」（売却益と売却損を相殺

しております）、「定期預金の預入による支出」、「定

期預金の払戻による収入」及び「子会社株式の取得によ

る支出」として表記しております。  

  

          ────── 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（平成23年２月28日） 

※１ 担保資産 

(1）担保に供している資産 

※１ 担保資産 

(1）担保に供している資産 

定期預金 千円100,641

建物及び構築物 千円379,845

土地 千円1,164,832

合計 千円1,645,319

定期預金 千円100,778

販売用不動産 

建物及び構築物 

千円

千円

359,319

360,076

土地 千円1,218,534

合計 千円2,038,708

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 

支払手形及び買掛金 千円17,045

短期借入金 千円726,480

長期借入金 千円538,110

合計 千円1,281,635

支払手形及び買掛金 千円42,601

短期借入金 千円949,600

長期借入金 千円438,510

合計 千円1,430,711

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

  

  

千円1,407,085

  

  

千円1,439,395

※３ 連結会計年度末日満期手形 

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理をしております。なお、

当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高

に含まれております。 

  

          ────── 

受取手形 千円12,289

支払手形 千円4,440

  

※４ 連結子会社㈱オーエー・システム・プラザにおいて

は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と

当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づ

く当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。 

※４ 連結子会社㈱オーエー・システム・プラザにおいて

は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と

当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づ

く当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。 

当座貸越極度額の総額 千円600,000

借入実行残高 千円600,000

差引額 千円－

当座貸越極度額の総額 千円600,000

借入実行残高 千円600,000

差引額 千円－
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

※１ 期末たな卸資産は、収益性の低下に伴う簿価切り下

げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価

に含まれております。 

※１ 期末たな卸資産は、収益性の低下に伴う簿価切り下

げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価

に含まれております。 

千円83,005 千円26,487

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

従業員給料・賞与 千円985,448

賞与引当金繰入 千円40,471

照明冷暖房費 千円198,789

賃借料 千円679,932

支払報酬 千円506,418

従業員給料・賞与 千円690,260

賞与引当金繰入 千円41,028

照明冷暖房費 千円105,946

賃借料 千円440,007

支払報酬 千円464,777

※３ 店舗閉鎖損失               ────── 

㈱エルメ アリオ鳳店他 千円112,194     

                     ────── ※４ 固定資産売却益のうち主なもの 

  建物及び構築物 千円7,804

※５ 固定資産除却損のうち主なもの ※５ 固定資産除却損のうち主なもの 

建物及び構築物 千円6,424

工具、器具及び備品 千円3,610

ソフトウエア 千円1,274

建物及び構築物 千円135

工具、器具及び備品 千円14

                      ────── ※６ 固定資産売却損のうち主なもの 

  土地 千円1,014

※７ 減損損失 

(1）減損損失を認識した主な資産 

 当社グループは、当連結会計年度において、以下の

とおり減損損失を計上いたしました。 

※７ 減損損失 

(1）減損損失を認識した主な資産 

 当社グループは、当連結会計年度において、以下の

とおり減損損失を計上いたしました。 

用途 種類 場所 

  
婦人子供服販売
事業関連資産 

  
建物及び 
構築物、 
工具、器具 
及び備品、
ソフトウエ
ア 

  
大阪市中央区  
兵庫県明石市  
栃木県宇都宮市 
愛知県春日井市  
名古屋市中村区 
  

  
ＰＣ販売事業 

  
建物及び 
構築物、 
工具、器具 
及び備品、
土地 

  
徳島県徳島市 

  
繊維事業 

  
建物、機械
装置、ソフ
トウエア、
その他 

  
大阪市中央区 
  

  
共用資産 

  
建物及び 
構築物、 
工具、器具
及び備品、
ソフトウエ
ア 

  
東京都港区 

  

用途 種類 場所 

婦人子供服販売
事業関連資産 

建物及び 
構築物、 
工具、器具 
及び備品、
ソフトウエ
ア 

  
東京都板橋区  
大阪府茨木市  
  
  

ＰＣ販売事業 建物及び 
構築物、 
工具、器具 
及び備品、
土地 

  
徳島県徳島市 

不動産事業 土地 
  
徳島県徳島市 
  

共用資産 建物 
  

  
東京都港区 
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前連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

(2）減損損失の認識に至った経緯 

 営業活動から生じる損益が継続してマイナスであ

り、将来キャッシュ・フローによって当該資産の簿価

全額を回収できる可能性が低いと判断したことから減

損損失を計上しております。 

(2）減損損失の認識に至った経緯 

 営業活動から生じる損益が継続してマイナスであ

り、将来キャッシュ・フローによって当該資産の簿価

全額を回収できる可能性が低いと判断したことから減

損損失を計上しております。 

(3）減損損失の金額 (3）減損損失の金額 

建物及び構築物 千円72,991

機械装置  千円853

工具、器具及び備品 千円11,190

土地 千円32,330

ソフトウエア  千円22,689

その他 千円2,772

合計 千円142,827

建物及び構築物 千円14,155

工具、器具及び備品 千円181

土地 千円45,070

合計 千円59,406

(4）資産のグルーピングの方法 

 当社グループは減損会計の適用に当たって、原則と

して事業の種類別セグメントを基礎としたグルーピン

グを行っております。なお、賃貸用資産、店舗用資

産、遊休資産については、個々の物件をグルーピング

の 小単位としております。 

(4）資産のグルーピングの方法 

 当社グループは減損会計の適用に当たって、原則と

して事業の種類別セグメントを基礎としたグルーピン

グを行っております。なお、賃貸用資産、店舗用資

産、遊休資産については、個々の物件をグルーピング

の 小単位としております。 

(5）回収可能価額の算定方法 

 回収可能価額は、使用価値または正味売却価額によ

り測定しております。回収可能価額を正味売却価額で

測定している場合には、原則として零としており、回

収可能価額を使用価値で測定している場合には、将来

キャッシュ・フローを1.1％で割り引いて算出してお

ります。 

(5）回収可能価額の算定方法 

 回収可能価額は、使用価値または正味売却価額によ

り測定しております。回収可能価額を正味売却価額で

測定している場合には、原則として不動産鑑定評価基

準に基づき測定しており、回収可能価額を使用価値で

測定している場合には、将来キャッシュ・フローがマ

イナスであるため具体的な割引率を算定せず、回収可

能価額を零として評価しております。 
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前連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

１．発行済株式に関する事項 

２．自己株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加  2,198株 

  

３．新株予約権等に関する事項 

  

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株）  239,935,000  －  －  239,935,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株）  4,345  2,198  －  6,543

会社名 内訳 
目的となる
株式の種類 

目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末 

増加 減少 
当連結会計
年度末 

提出会社 
ストック・オプションと

しての新株予約権 
－  －  －  －  －  2,139

連結子会社 － －  －  －  －  －  28,217

合計  －  －  －  －  30,356
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当連結会計年度（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日） 

１．発行済株式に関する事項 

２．自己株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加  1,044株 

  

３．新株予約権等に関する事項 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株）  239,935,000  －  －  239,935,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株）  6,543  1,044  －  7,587

会社名 内訳 
目的となる
株式の種類 

目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末 

増加 減少 
当連結会計
年度末 

提出会社 
ストック・オプションと

しての新株予約権 
－  －  －  －  －  1,375

連結子会社 － －  －  －  －  －  57,698

合計  －  －  －  －  59,073
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 千円2,249,983

預け金（流動資産その他） 千円238,893

預入期間３ヶ月超の定期預金 千円△100,641

現金及び現金同等物 千円2,388,235

現金及び預金 千円2,811,964

預け金（流動資産その他） 千円615

預入期間３ヶ月超の定期預金 千円△100,778

現金及び現金同等物 千円2,711,801

※２ 当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でな

くなった会社の資産及び負債の主な内訳  

   株式会社サイバーリップル   

   

流動資産 千円3,270

固定資産 千円2,524

流動負債 千円△4,547

その他 千円7,744

株式売却益 千円51,009

当該会社株式売却価額 千円60,000

現金及び現金同等物 千円△2,537

差引：売却による収入 千円57,462

    
          ────── 
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前連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

   株式会社ディーアンドアール・インテグレイツ  

  

株式会社ダイヤモンドエージェンシー   

  

流動資産 千円232,465

固定資産 千円5,336

流動負債 千円△57,672

固定負債 千円△26,480

その他 千円△18,511

株式売却益 千円40,861

当該会社株式売却価額 千円176,000

仲介手数料 千円△20,000

現金及び現金同等物 千円△196,700

差引：売却による支出 千円△40,700

流動資産 千円434,519

固定資産 千円57,729

流動負債 千円△479,071

固定負債 千円△150,783

その他(のれん他)  千円119,364

株式売却益 千円19,321

当該会社株式売却価額 千円1,080

現金及び現金同等物 千円△48,540

差引：売却による支出 千円△47,460

    

３  重要な非資金取引の内容  

  貸付金の担保権の行使による販売用不動産の取得 

  

          ────── 

  

販売用不動産 568,572千円
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前連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

 （注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主な内容 

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

(2）ＩＴ・デジタルメディア・コンテンツ事業・・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、広告業務等 

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

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

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

３ 事業区分の変更 

    前連結会計年度まで独立した事業区分としていた投資事業については、キャピタルゲインを目的とする有価

証券の売買は行わないことになったため、当連結会計年度より事業区分を廃止しております。 

４ 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（145,668千円）の主なものは、親会社管

理部門に係る費用であります。 

５ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（655,588千円）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。 

６ 会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準）                               

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日公表分 企業会計基準第９号）を適用しておりま

す。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、不動産事業で58,618千円、繊維事業で146千円営

業損失が増加し、ＰＣ販売事業で13,583千円営業利益が減少しております。 

（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） 

ＩＴ・デジ
タルメディ
ア・コンテ
ンツ事業 
（千円） 

ＰＣ販売事
業 
（千円） 

不動産事業
（千円） 

繊維事業
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営

業損益 
    

売上高     

(1）外部顧客に

する売上高 
 2,746,028  1,672,298 5,917,900 1,831,656 724,009  12,891,894  － 12,891,894

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

 －  － － － －  － (－)  －

計  2,746,028  1,672,298 5,917,900 1,831,656 724,009  12,891,894  － 12,891,894

営業費用  2,899,742  1,775,342 5,858,901 1,838,630 808,877  13,181,495  145,668 13,327,163

営業利益又は

営業損失

（△） 

 △153,713  △103,043 58,998 △6,974 △84,867  △289,600 (145,668)  △435,268

Ⅱ 資産、減価

償却費、減

損損失及び

資本的支出 

    

資産  896,690  － 3,760,725 3,754,492 344,930  8,756,839  656,552 9,413,392

減価償却費  24,992  5,301 36,964 14,533 7,229  89,022  2,522 91,544

減損損失  61,923  － 55,578 － 15,012  132,515  10,312 142,827

資本的支出   2,609  － － 5,499 －  8,108  － 8,108

ステラ・グループ㈱（8206）　平成23年２月期　決算短信

－ 36 －



当連結会計年度（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28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）ＰＣ販売事業・・・・・・・・・・・・・・・パソコン、パソコン周辺機器 

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

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

３ 事業区分の変更 

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

子会社の譲渡により当該事業を構成する会社がなくなったため、平成21年12月25日付で事業部門を廃止して

おります。 

４ 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（111,713千円）の主なものは、親会社管

理部門に係る費用であります。 

５ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（635,041千円）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。 

  

前連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外店舗がないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外店舗がないため、該当事項はありません。 

  
婦人子供服販売
事業 

（千円） 

ＰＣ販売事業 
（千円） 

不動産事業
（千円） 

繊維事業
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円）  

Ⅰ 売上高及び営

業損益 
  

売上高   

(1）外部顧客に

する売上高 
1,322,037  5,352,863 2,816,929 701,883 10,193,714  － 10,193,714

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

－  － － 2,718 2,718 ( ) 2,718 －

計 1,322,037  5,352,863 2,816,929 704,602 10,196,432  ( ) 2,718 10,193,714

営業費用 1,406,827  5,308,898 2,625,352 727,479 10,068,557  108,995 10,177,553

営業利益又は

営業損失

（△） 

△84,789  43,964 191,576 △22,877 127,875  ( ) 111,713 16,161

Ⅱ 資産、減価

償却費、減

損損失及び

資本的支出 

  

資産 547,770  3,673,818 4,001,506 251,661 8,474,756  635,041 9,109,798

減価償却費 6,147  30,192 16,059 47 52,446  － 52,446

減損損失 1,070  23,154 35,180 － 59,406  － 59,406

資本的支出  17,796  470 27,606 － 45,873  － 45,873

ｂ．所在地別セグメント情報
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前連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

当連結会計年度（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 （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。 

  

前連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

      該当事項はありません。  

  

当連結会計年度（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日） 

 当社は、平成23年４月15日開催の取締役会において、平成23年２月期決算における利益が、株式会社大阪証券

取引所の定める形式基準である１億円に満たないことが明らかになったことから、株式会社大阪証券取引所へ適

合審査申請を行わない旨の決議をいたしました。これにより、今後、当社株式については、平成23年２月期の有

価証券報告書提出日（平成23年５月31日予定）から起算して８日目の日（休業日を除く）までに、当社が適合審

査申請を行わないことを株式会社大阪証券取引所が確認した時点で上場廃止が決定し、整理銘柄への指定から１

ヶ月後に上場廃止となる予定であります。  

  

ｃ．海外売上高

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

１株当たり純資産額 16円27銭 円 銭 15 48

１株当たり当期純損失  ２円73銭   円 銭 0 80

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21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当期純損失          655,196千円           千円 191,117

普通株主に帰属しない金額 －千円 千円 －

普通株式に係る当期純損失          655,196千円           千円 191,117

普通株式の期中平均株式数       239,930千株        千株 239,928

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     2,517千株） 

新株予約権３種類 

（株式の数      千株） 2,409

（重要な後発事象）
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リース取引、関連当事者との取引、税効果会計関係、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、スト

ック・オプション等、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の重要性が

大きくないと考えられるため開示を省略いたします。 

  

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年２月28日) 

当事業年度 
(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 549,036 596,651

前払費用 5,611 3,165

関係会社短期貸付金 1,055,000 955,000

短期貸付金 3,600 3,600

未収入金 2,659 3,322

1年内回収予定の差入保証金 25,260 －

その他 1,665 6,149

貸倒引当金 △455,295 △559,760

流動資産合計 1,187,537 1,008,128

固定資産   

投資その他の資産   

関係会社株式 431,352 431,352

その他の関係会社有価証券 8,700 9,300

投資有価証券 23,920 －

長期貸付金 498,108 496,308

関係会社長期貸付金 439,857 434,857

差入保証金 35,819 34,682

破産更生債権等 28,592 24,474

その他 100 100

貸倒引当金 △966,205 △955,346

投資その他の資産合計 500,243 475,728

固定資産合計 500,243 475,728

繰延資産   

株式交付費 5,288 324

繰延資産合計 5,288 324

資産合計 1,693,069 1,484,180

負債の部   

流動負債   

未払金 3,992 3,026

未払法人税等 19,549 28,644

預り金 691 572

その他の引当金 6,885 －

その他 － 0

流動負債合計 31,119 32,243

固定負債   

繰延税金負債 3,535 3,779

固定負債合計 3,535 3,779

負債合計 34,655 36,023
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年２月28日) 

当事業年度 
(平成23年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,622,518 6,622,518

資本剰余金   

資本準備金 1,641,589 1,641,589

その他資本剰余金 4,631,426 4,631,426

資本剰余金合計 6,273,015 6,273,015

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △11,243,192 △11,454,080

利益剰余金合計 △11,243,192 △11,454,080

自己株式 △190 △190

株主資本合計 1,652,150 1,441,262

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,124 5,520

評価・換算差額等合計 4,124 5,520

新株予約権 2,139 1,375

純資産合計 1,658,414 1,448,157

負債純資産合計 1,693,069 1,484,180
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

営業収益 ※2  55,768 ※2  54,051

営業費用 ※1  201,786 ※1  165,845

営業損失（△） △146,018 △111,793

営業外収益   

受取利息 ※2  24,938 ※2  26,552

受取配当金 36,750 －

その他 877 253

営業外収益合計 62,566 26,805

営業外費用   

株式交付費償却 12,480 4,963

租税公課 1,807 －

雑損失 － 1,334

営業外費用合計 14,288 6,297

経常損失（△） △97,740 △91,285

特別利益   

固定資産売却益 ※3  8 －

投資有価証券売却益 4,396 －

新株予約権戻入益 2,024 764

貸倒引当金戻入額 15,596 5,859

特別利益合計 22,025 6,623

特別損失   

減損損失 ※4  10,312 －

投資有価証券評価損 23,920 24,783

貸倒引当金繰入額 402,005 99,464

その他 6,558 －

特別損失合計 442,796 124,248

税引前当期純損失（△） △518,510 △208,911

法人税、住民税及び事業税 3,077 1,976

法人税等合計 3,077 1,976

当期純損失（△） △521,588 △210,888
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,622,518 6,622,518

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,622,518 6,622,518

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,641,589 1,641,589

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,641,589 1,641,589

その他資本剰余金   

前期末残高 4,631,426 4,631,426

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,631,426 4,631,426

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △10,721,604 △11,243,192

当期変動額   

当期純損失（△） △521,588 △210,888

当期変動額合計 △521,588 △210,888

当期末残高 △11,243,192 △11,454,080

自己株式   

前期末残高 △184 △190

当期変動額   

自己株式の取得 △5 0

当期変動額合計 △5 0

当期末残高 △190 △190

株主資本合計   

前期末残高 2,173,744 1,652,150

当期変動額   

当期純損失（△） △521,588 △210,888

自己株式の取得 △5 0

当期変動額合計 △521,593 △210,888

当期末残高 1,652,150 1,441,262
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23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 △12,221 4,124

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16,345 1,396

当期変動額合計 16,345 1,396

当期末残高 4,124 5,520

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △12,221 4,124

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16,345 1,396

当期変動額合計 16,345 1,396

当期末残高 4,124 5,520

新株予約権   

前期末残高 3,810 2,139

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,671 △764

当期変動額合計 △1,671 △764

当期末残高 2,139 1,375

純資産合計   

前期末残高 2,165,333 1,658,414

当期変動額   

当期純損失（△） △521,588 △210,888

自己株式の取得 △5 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 14,674 632

当期変動額合計 △506,919 △210,256

当期末残高 1,658,414 1,448,157
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継続企業の前提に関する注記

第38期 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

第39期 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当社は、前事業年度において224百万円の営業損失およ

び2,243百万円の当期純損失を計上し、当事業年度におい

ても146百万円の営業損失および521百万円の当期純損失を

計上し、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。 

しかしながら、当事業年度末（平成22年２月28日現在）

において、当社が保有する現預金残高は549百万円であ

り、自己資本比率は97.8％であります。現在の当社の運営

は経費削減を大前提に、キャッシュ・フローを重視しなが

ら行っており、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、ならびに大規模な支出を伴う投資は行って

おりません。従って、当社は資金繰りに支障はございませ

ん。 

現在の当社は純粋持株会社になっており、売上は子会社

からの経営指導料及び配当に頼らざるをえない状況にあり

ます。そのため、当社単体での大幅な収益改善は期待でき

ませんが、当社としてはコスト削減、営業外損益改善等の

努力を継続して行っております。また、グループ各社の活

性化を図ることで、結果として当社単体への収益還流につ

ながるものと考えております。従って、当社グループ各社

において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、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。 

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され、

当社は平成19年４月13日付け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。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、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。 

当社は、前事業年度において 百万円の営業損失およ

び 百万円の当期純損失を計上し、当事業年度において

も 百万円の営業損失および 百万円の当期純損失を計

上し、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。 

しかしながら、当事業年度末（平成23年２月28日現在）

において、当社が保有する現預金残高は 百万円であ

り、自己資本比率は97.5％であります。現在の当社の運営

は経費削減を大前提に、キャッシュ・フローを重視しなが

ら行っており、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、ならびに大規模な支出を伴う投資は行って

おりません。従って、当社は資金繰りに支障はございませ

ん。 

現在の当社は純粋持株会社になっており、売上は子会社

からの経営指導料及び配当に頼らざるをえない状況にあり

ます。そのため、当社単体での大幅な収益改善は期待でき

ませんが、当社としてはコスト削減、営業外損益改善等の

努力を継続して行っております。また、グループ各社の活

性化を図ることで、結果として当社単体への収益還流につ

ながるものと考えております。従って、当社グループ各社

において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、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。 

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日付けで平成23年２月28日を 終日

とする上場猶予期間に入っておりましたが、当該 終日ま

でに、同所が定める基準に適合することができなかったた

め、平成23年３月１日から監理銘柄（確認中）へ指定され

ております。当社といたしましては引き続き、適合審査に

ついて申請することの検討をしておりましたが、平成23年

２月期決算における利益が株式会社大阪証券取引所の定め

る形式基準である１億円に満たないことが明らかになりま

した。株式会社大阪証券取引所の規則により、形式基準を

満たしてない場合は適合審査を通過しないことになりま

す。今後、当社株式につきましては、平成23年２月期の有

価証券報告書提出日（平成23年５月31日予定）から起算し

て８日目の日（休業日を除く）までに、当社が適合審査申

請を行わないことを株式会社大阪証券取引所が確認した時

点で上場廃止が決定し、整理銘柄への指定から１ヶ月後に

上場廃止となる予定であります。  

146

521

111 210

596
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第38期 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

第39期 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

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財務諸表に

は反映しておりません。  

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。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、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。 

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財務諸表に

は反映しておりません。  
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重要な会計方針

第38期 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

第39期 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 １ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定しております。） 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

a  建物（建物付属設備を含む）  

イ 平成19年３月31日以前に取得したもの 

   旧定額法 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

a  建物（建物付属設備を含む）  

イ 平成19年３月31日以前に取得したもの 

   同左 

ロ 平成19年４月１日以降に取得したもの 

   定額法 

ロ 平成19年４月１日以降に取得したもの 

   同左 

b  その他の有形固定資産 

イ 平成19年３月31日以前に取得したもの 

   旧定率法 

b  その他の有形固定資産 

イ 平成19年３月31日以前に取得したもの 

   同左 

ロ 平成19年４月１日以降に取得したもの 

   定率法 

ロ 平成19年４月１日以降に取得したもの 

   同左 

(2）無形固定資産 

 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づく定額法によって

おります。 

(2）無形固定資産 

同左 

３ 繰延資産の処理方法 ３ 繰延資産の処理方法 

(1）株式交付費 

 株式交付のときから３年間にわたり定額法により償

却しております。 

(1）株式交付費 

同左 

４ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個々の債権の回収の可能性を検討して、

回収不能見込額を合わせて計上しております。 

４ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

(2）その他の引当金 

当社では以下の引当金を計上しております。貸借対

照表上では「その他の引当金」として表示しておりま

す。 

ａ事務所移転費用引当金 

事務所の移転に係る費用の発生見込み額を計上して

おります。 

(2）その他の引当金 

         ────── 

５ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっ

ており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業

年度の費用として処理しております。  

５ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

(2）連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用しております。 

(2）連結納税制度の適用 

同左 
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会計処理方法の変更

第38期 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

第39期 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

（リース取引に関する会計基準）  

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業

会計基準第13号 平成５年６月17日 企業会計基準委員

会 平成19年３月30日改正)及び「リース取引に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号 平

成６年１月18日 日本公認会計士協会 会計制度委員会

平成19年３月30日改正）を適用し、通常の売買取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き適用してお

ります。この変更が損益に与える影響はありません。 

  

        ────── 

表示方法の変更

第38期 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

第39期 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

（貸借対照表） 

１ 前事業年度末において、「長期差入保証金」及び「閉

鎖店未返還保証金」として区分掲記していたものは、Ｅ

ＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い財務諸表の比較可能

性を向上させるため、当事業年度末より「差入保証金」

に合算して記載しております。なお、前事業年度末に含

まれる「長期差入保証金」「閉鎖店未返還保証金」は、

それぞれ25,260千円、38,420千円であり、当事業年度末

の「閉鎖店未返還保証金」は35,819千円であります。 

  

         ────── 

（損益計算書）  

１ 前事業年度において、「消費税等差額」及び「事業税

等還付金」として表記をしていたものは、ＥＤＩＮＥＴ

へのＸＢＲＬ導入に伴い財務諸表の比較可能性を向上さ

せるため、当事業年度より営業外費用「租税公課」及び

特別利益「その他」に含めて表記しております。 

  

          ────── 
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該当事項はありません。 

  

注記事項

（貸借対照表関係）

（損益計算書関係）

第38期 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

第39期 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

※１ 営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおり

であります。 

※１ 営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおり

であります。 

役員報酬 千円16,715

従業員給料 千円30,998

支払報酬 千円71,918

租税公課 千円33,594

賃借料 千円18,980

減価償却費 千円2,522

役員報酬 千円18,725

従業員給料 千円21,289

支払報酬 千円39,739

租税公課 千円32,918

賃借料 千円9,342

減価償却費 千円－

※２ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次

のとおりであります。 

※２ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次

のとおりであります。 

営業収益 千円55,768

受取利息 千円24,077

営業収益 千円54,051

受取利息 千円26,066

※３ 固定資産売却益は、工具・器具及び備品８千円であ

ります。 

                     ────── 

※４ 減損損失 

  当社は、当事業年度において以下のとおり減損損失を

計上いたしました。 

 （1)減損損失を認識した資産 

  

(2)減損損失の認識に至った経緯 

 営業活動から生じる損益が継続してマイナスであ

り、将来キャッシュ・フローによって当該資産の簿

価全額を回収できる可能性が低いと判断したことか

ら減損損失を計上しております。 

(3)減損損失の金額 

  

 場所   用途  種類 

 東京都港区  東京本社  

 建物、工具、器

具及び備品、ソフ

トウエア、その他 

建物及び構築物 千円6,704

工具・器具及び備品 千円668

ソフトウエア  千円2,334

その他 千円605

合計 千円10,312

                     ────── 
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第38期（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

１ 自己株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加 2,198株 

  

第39期（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日） 

１ 自己株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加  1,044株 

  

 （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。 

第38期（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

 該当事項はありません。 

  

第39期（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日） 

 当社は、平成23年４月15日開催の取締役会において、平成23年２月期決算における利益が、株式会社大阪証券

取引所の定める形式基準である１億円に満たないことが明らかになったことから、株式会社大阪証券取引所へ適

合審査申請を行わない旨の決議をいたしました。これにより、今後、当社株式については、平成23年２月期の有

価証券報告書提出日（平成23年５月31日予定）から起算して８日目の日（休業日を除く）までに、当社が適合審

査申請を行わないことを株式会社大阪証券取引所が確認した時点で上場廃止が決定し、整理銘柄への指定から１

ヶ月後に上場廃止となる予定であります。  

  

（株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株）  4,345  2,198  －  6,543

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株）  6,543  1,044  －  7,587

（１株当たり情報）

項目 
第38期 

（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

第39期 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

１株当たり純資産額  ６円90銭 ６円03銭 

１株当たり当期純損失  ２円17銭  ０円 銭 88

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 
第38期 

（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

第39期 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

当期純損失          521,588千円           千円 210,888

普通株主に帰属しない金額 -千円 千円 -

普通株式に係る当期純損失          521,588千円           千円 210,888

普通株式の期中平均株式数        239,930千株         千株 239,928

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権３種類 

（株式の数2,517千株）  

新株予約権３種類 

（株式の数 千株）  2,409

（重要な後発事象）

ステラ・グループ㈱（8206）　平成23年２月期　決算短信

－ 50 －



(1）役員の異動 

①代表取締役の異動 

開示内容が定まった時点でお知らせいたします。 

②その他役員の異動  

・新任取締役候補 

  取締役 髙木正広 

③就任予定日 

平成23年５月13日 

(2）その他 

  該当事項はありません。 

  

６．その他
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