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1.  平成23年6月期の連結業績（平成22年7月1日～平成23年6月30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6月期 630 △28.4 △144 ― △205 ― △285 ―
22年6月期 880 326.1 △280 ― △292 ― △290 ―

（注）包括利益 23年6月期 △285百万円 （―％） 22年6月期 △290百万円 （―％）

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6月期 △1,104.59 ― △284.5 △73.8 △23.0
22年6月期 △1,353.57 ― △168.2 △78.0 △31.8

（参考） 持分法投資損益 23年6月期  △62百万円 22年6月期  △4百万円

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6月期 114 △42 △37.0 △164.61
22年6月期 441 248 55.0 941.10

（参考） 自己資本   23年6月期  △42百万円 22年6月期  242百万円

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6月期 △93 △16 26 3
22年6月期 △288 △48 325 86

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6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年6月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  平成24年6月期の連結業績予想（平成23年7月1日～平成24年6月30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) 749 66.0 50 ― 48 ― 24 ― 9.38
通期 2,076 229.4 42 ― 40 ― △8 ― △34.47



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） ： 有  

(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） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 2社 （社名）
株式会社アルファ・テクノロジー、株式
会社プライムファーム

① 会計基準等の改正に伴う変更  ： 有
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6月期 258,100 株 22年6月期 258,100 株
② 期末自己株式数 23年6月期 ― 株 22年6月期 ― 株
③ 期中平均株式数 23年6月期 258,100 株 22年6月期 214,360 株

※ 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、財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化
等により、上記予想と異なる場合があります。上記業績予想に関する事項は１ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 



(1）経営成績に関する分析 

  当連結会計年度におけるわが国経済は、中国や一部新興国向け輸出が回復するとともに、エコカー補助金の終了に

伴う新車販売の落ち込みにも歯止めが掛かり、生産調整が一巡して持ち直しの動きに転じていく兆しがみえてきまし

たが、この３月の東北大震災により日本経済は甚大な被害を受け、原発とエネルギーの問題、そして円高への対処な

どの日本企業の業況は厳しく、また、欧州における財政問題などを背景とした世界経済の不透明感など予断を許さな

い状況が続いております。 

  このような状況の中、当社は当社グループ全体として、事業運営の改善と、財務体質の強化を図ることに注力して

まいりましたが、誠に遺憾ではございますが、当連結会計年度の業績は、以下のような結果となりました。 

   各セグメント別の業績は以下のとおりとなっております。 

  情報技術事業につきましては、平成22年10月12日に連結子会社であった株式会社アルファ・テクノロジーの所有

株式全てを譲渡したため事業を停止しております。その結果、売上高58,569千円（前期比56.1％減）、営業利益

19,267千円（前期営業損失30,697千円）となっております。 

 コンサルティング事業につきましては、平成22年11月30日に連結子会社であった株式会社プライムファームの所

有株式全てを譲渡したため事業を縮小し、財務改善コンサルティングが大幅に減少しております。また、デフレ継

続や個人消費の低迷等、とりまく環境は依然として厳しく、新たな顧客獲得もできず、計画どおり売上及び利益を

確保することができませんでした。その結果、売上高217,961千円(前期比61.0％減)、営業損失31,732千円(前期営

業損失61,563千円)となっております。 

  飲食事業につきましては、飲食店の店舗運営支援・パン及び菓子類の製造販売等を行うインストアベーカリーシ

ョップ15店舗の直接経営を安定して行ってまいりました。その結果、売上高336,384千円（前期比83.7％増）、営

業利益15,711千円（前期比40.4％減）となっております。なお、上記のインストアベーカリーショップの経営につ

いては、連結子会社である日本産業総研株式会社が、当社のその他の関係会社である日産アセット株式会社から、

その経営を委託されております。 

  コスメ事業につきましては、美容と健康をテーマにした美容雑貨の企画・開発・販売を行っており、市場に商品

を提供し、新規顧客に向け活動してまいりました。市場調査や開発の遅れなどから計画通りに３アイテムの新商品

を市場投入ができませんでしたが、投入時期を遅れながらも２アイテムの新商品（カラーリング用Ｗａｉｔキャッ

プケープ・ビューティーエックス10美容液）を市場投入することができました、従来から提供している２アイテム

の商品（エコロビュート美顔パフ・アイピット二重ジェル） と合わせて４アイテムの販売となりました。その結

果、売上高18,457千円、営業損失33,155千円となりました。 

 次期の見通しにつきましては、飲食事業においては、店舗の運営（群馬県内を中心に展開するスーパーマーケッ

トチェーンの店舗内で、パン及び菓子類の製造販売等を行うインストアべーカリーショップ15店舗経営）により、

継続して安定した収益を上げていきます。 

 また、情報技術事業においては、新たにタブレッド型コンピューターの販売拡大を図り、積極的な営業による取

引先の拡大を実現し、新たな収益の獲得を図っていきます。 

 こうした事業活動の結果、平成24年６月期の売上高は2,076百万円、経常利益40百万円、そして当期純損失８百

万円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 

    当連結会計年度末の流動資産は68,141千円（前連結会計年度末比192,043千円減）となりました。これは主と

して，期中に子会社の株式譲渡等で現金及び預金、売掛金などが減少したことによるものであります。 

 固定資産は46,577千円（前連結会計年度末比134,597千円減）となりました。これは主として、期中に子会社

の株式譲渡等で建物附属設備、ソフトウェア仮勘定、投資有価証券、差入保証金及び長期未収入金などが減少し

たことによるものであります。 

  この結果、資産合計は114,718千円（前連結会計年度末比326,640千円減）となりました。 

  負債 

  当連結会計年度末の流動負債は157,181千円（前連結会計年度末比32,187千円減）となりました。これは主と

して、期中に子会社の株式譲渡等で短期借入金及び未払金などが増加し、買掛金及び未払費用等が減少したこと

１．経営成績

 売上高 千円 630,246 (前年同期比  ％減)  28.4

 営業損失 千円 144,837 (前年同期 営業損失 千円) 280,316

 経常損失 千円 205,090 (前年同期 経常損失 千円)  292,810

 当期純損失 千円 285,095 (前年同期 当期純損失 千円)   290,151
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によるものであります。 

  固定負債はゼロ（前連結会計年度末比3,458千円減）となりました。これは主として、期中に子会社の株式譲

渡で預り保証金などが減少したことによるものであります。  

  この結果、負債合計は、157,181千円（前連結会計年度末比35,646千円減）となりました。 

  純資産 

  当連結会計年度末の純資産合計は△42,462千円（前連結会計年度末比290,994千円減）となりました。これ

は、期中に子会社の株式譲渡で別途積立金が減少し、また、利益剰余金が減少したことによるものであります。

  

    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)は、主として、税金等調整前当期純損失

282,064千円、売上債権の減少額28,212千円、短期借入金による収入28,250千円等により、全体では前連結会計年度

末と比較して83,484千円減少し、当連結会計年度末では3,310千円となりました。 

   (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

  営業活動により使用した資金は、前連結会計年度末と比較して195,509千円増加し、93,481千円となりました。こ

れは主に税金等調整前当期純損失282,064千円、売上債権の減少額28,212千円、仕入債務の減少額15,906千円、子会

社株式売却損益77,917千円、貸倒引当金の増加額155,109千円等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)  

  投資活動により使用した資金は、前連結会計年度末と比較して42,662千円減少し、16,153千円となりました。これ

は主に、無形固定資産の取得による支出18,000千円及び差入保証金の差入による支出1,882千円、有形固定資産の売

却による収入11,397千円等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)  

  財務活動により得られた資金は、前連結会計年度末と比較して299,470千円減少し、26,150千円となりました。こ

れは、短期借入れによる収入28,250千円及び短期借入金の返済による支出2,100千円によるものであります。 

  

  (参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 (注)１．各指標の算出方法は、以下のとおりです。 

     ・自己資本比率：自己資本／総資産 

     ・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

     ・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

     ・インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

    ２．いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

    ３．株式時価総額は、期末株式終値×期末発行済株式数により算出しております。 

    ４．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。 

    ５．有利子負債は、連結貸借対照表上に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての債務を対象として

おります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

    ６．平成20年６月期から平成23年６月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・

レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当  

 株主への利益分配に関する当社の基本的な方針は、成長を継続的に目指し、会社の内部留保の充実に努めると同時

に、成長に応じた適正な利益還元を株主に継続的に配当として実施することを目標としております。 

 当社は現在まで、営業活動、開発活動、資本の充実等の経営基盤の強化を図ることを 優先しておりましたので、

創立以来配当実績はございませんが、上記方針に基づき、今後は内部留保の充実を図るとともに、可能な限り株主還

元を実施する所存であります。ただし、今期におきましても、利益を確保することができなかったことから、無配と

する方針であります。 

  

  平成20年６月期 平成21年６月期 平成22年６月期  平成23年６月期  

 自己資本比率 % 92.7 % 33.0 % 45.7 % △37.0

 時価ベースの自己資本比率 % 75.4 % 91.8 % 117.4 % 369.0

 キャッシュ・フロー対有利子負債比

率 
 －  －  －  －

 インタレスト・カバレッジ・レシオ  －  －  －  －

-2-



(4）事業等のリスク 

 決算短信に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性の

ある事項には、以下のようなものがあります。 

    

（当社及び当社グループにおける事業等のリスク） 

   ①事業規模拡大策について 

 当社グループは事業ポートフォリオの 適化を常に考え、業務提携や資本提携を含む事業拡大を行ってまいりま

す。事業規模拡大策については、当社グループの既存事業と経営資源の結集による相乗効果を期待しておりますが、

業務提携先や資本提携先の業績に依存する部分もあり、必ずしも予定通りの収益があげられる保証はありません。ま

た当該企業と当社グループとの提携や当社グループへの傘下入りの際、企業風土や経営戦略面においての融合には相

当の時間を要すると想定しておりますが、予想以上に長期化した場合には、双方の事業運営に支障が生じ、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。 

    

 ②小規模な経営組織であること 

   当社は純粋持株会社であり、子会社の管理・運営を業としております。平成23年６月末現在における当社グループ

全体においても役員及び従業員数が14名と小規模であることから、それを管理する当社も少数精鋭の小規模企業とし

て位置しており、各グループ企業自体も小規模企業の集団となっております。当社グループ全体として、事業規模を

拡大し、社内体制を整備しつつ優秀な人員を確保し、企業価値及び連結企業価値向上に資する所存ですが、予定通り

事業や人員の採用が進まなかった場合は、経営活動に支障が生じる可能性があります。そのようなリスクを 低限に

軽減するため、事業進捗の管理強化や、優秀な人員確保のための組織作り、一部アウトソーシングによる機能の効率

化などを図ってまいります。 

  

 ③顧客情報に関するリスク 

   当社グループでは、取引先に関する個人情報及び法人情報を取得・保有しており適切に取扱うことが重要でありま

す。個人情報保護法及び関係法令の遵守だけではなく、個人・法人ともに情報漏洩による被害防止を行う必要があり

ます。万が一、外部からの不正アクセス等により、当社及び当社グループが有する個人や法人の情報が社外に漏洩し

た場合には、損害賠償請求・社会的な信用失墜などにより当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能

性があります。 

   

④信用リスク 

 当社グループは様々な営業取引をおこなっており、取引先の信用悪化や経営破綻等による損失が発生する信用リス

クを負っております。当社グループでは、細心の注意を払い営業取引を行っておりますが、このリスクを全て排除す

ることは困難ですので、取引先の信用悪化や経営破綻等によって当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能

性があります。 

  

⑤飲食事業における事業等のリスク 

  近年、食品の安全性が間われる事象が数多く発生しており、当社グループでは、仕入食材の安全性について注意 

深くチェックを行っております。しかしながら、食品に関する事故が発生した際には、風評被害や食材価格の急騰 

などにより、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。 

  

(5）継続企業の前提に関する重要事象等 

 当社グループは、前連結会計年度まで４期連続して営業損失、経常損失及び当期純損失を計上し、営業キャッシ

ュ・フローも４期連続してマイナスになっております。当連結会計年度においては144,837千円の営業損失、205,090

千円の経常損失、285,095千円の当期純損失を計上し、営業キャッシュ・フローのマイナスを93,481千円計上してお

ります。また、当連結会計年度末の現預金残高が3,310千円となっており、42,462千円の債務超過となっておりま

す。 

 これらの状況により、当社グループは、前連結会計年度から引き続いて継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。 

 当社は、当該状況を解決すべく、選択と集中の観点から以下のような事業の再編、再構築を推し進め、事業運営の

改善と財務体質の強化に注力し、安定収益を実現できる経営基盤の確立に取り組んでおります。 

「事業運営の改善」 

①飲食事業 

 飲食事業においては、店舗の運営（群馬県内を中心に展開するスーパーマーケットチェーンの店舗内で、パン及び

菓子類の製造販売等を行うインストアペーカリーショップ15店舗経営）により、継続して安定した収益を上げており
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ますが、さらに、複数の近隣店舗のキッチン共有化による人員削減及び生産効率の向上を図るなど、生産体制の見直

しによる粗利益率の改善を行うとともに、販売においても売上増加につながる顧客満足度アップを目指し、新商品の

開発強化や従業員の再教育による品質向上に取り組んで参ります。 

②情報技術事業 

 情報技術事業においては、新たに業務提携したタブレット端末の販売拡大を図り、積極的な営業による取引先の拡

大を実現し、全国展開を目指して参ります。 

③その他事業 

 その他事業においては、新規事業についても随時検討を行い、当社グループにとって有益であると判断する案件に

ついては、積極的に取り組んで参ります。 

「財務体質の強化」 

 当社グループは、安定的経営のベースとなる財務基盤を早期に確保することが 重要課題であると認識しておりま

す。また、当面の資金の安定化を図るため、当社の新たな株主等関係者から支援を受けることの合意ができており、

財務基盤の強化を進めて参ります。 

「当面の資金支援」 

 当社は、株主等関係者からの借入による資金的な支援と早期に第三者割当増資を実施して資本増強を図ることによ

り、当社に対する支援を継続して受ける予定です。 

「内部管理体制の構築」 

 会社組織の強化及び内部統制体制の整備を行い、組織の効率化を推進して参ります。また、取締役２名が一時取締

役となっておりますが、定時総会において新たな取締役を選任して、内部管理体制の構築を図って参ります。 

  

しかし、これらの対応策に関しては、計画通りに推移しない可能性があるため、現時点で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。なお、連結財務諸表は継続企業を前提に作成されており、このような重要な不確実

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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  当社グループは、持株会社体制のもと「コンサルティング事業」（日本産業総研㈱））、「飲食事業」（日本産業総

研㈱）、「コスメ事業」（ロータスコスメビュート㈱）、「ＩＴセールス・プロモーション事業」（㈱アクシコ、㈱ア

クシコエンターテインメント）を有しております。ただし、平成22年10月12日をもって「情報技術事業」を行っていた

（㈱アルファ・テクノロジー）と、平成22年11月30日をもってコンサルティング事業と飲食事業を行っていた（㈱プラ

イムファーム）の所有株式全てを譲渡いたしましたので、当社の連結対象から除外されております。 

 当社グループの事業は、独立単発的な役務提供ではなく、グループ会社が一体となり各社の持つノウハウを駆使し、

顧客企業へ総合的にコンサルティングを行い、継続的にサポートし、顧客企業が抱える経営課題の問題解決に向けて行

動して行くことが特徴であります。  

 なお、当社グループの資本関係を図に示すと以下のとおりとなります。 

  

  

 
  

２．企業集団の状況
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以下、当社グループ各社の当連結会計年度末現在の事業内容は、次のとおりであります。 

  

(１)コンサルティング事業（連結子会社 日本産業総研㈱）  

  当該事業は、飲食業界に特化したコンサルティングであり、サービスの提供として、食材の購買代行業務で「安心・

安全」や「コスト削減」などの食材を安定調達できる仕入ネットワーク確立。また、メニュー提案、店舗展開、食材物

流、財務改善などを提供しております。 

  ただし、平成22年11月30日に子会社であった株式会社プライムファームの所有株式全てを譲渡したため、従来にあっ

た財務会計処理の代行及び財務書類の作成、戦略的財務コンサルティング、直接金融支援コンサルティングに関する業

務は行っておりません。 

  

(２)飲食事業（連結子会社 日本産業総研㈱） 

  当該事業は、飲食店の店舗運営支援、飲食店の直接経営になります。群馬県内を中心に展開するスーパーマーケット

チェーンの店舗内で、パン及び菓子類の製造販売等を行うインストアベーカリーショップ15店を店舗経営しておりま

す。 

  なお、上記のインストアベーカリーショップの経営については、連結子会社である日本産業総研株式会社が、当社の

その他の関係会社である日産アセット株式会社から、その経営を委託されております。 

  

(３)コスメ事業（連結子会社 ロータスコスメビュート㈱） 

  当該事業は、美容と健康をテーマにした美容雑貨の企画・開発・販売を行っており、市場に商品を提供し、新規顧客

に向け活動を行っております。 

  また、当事業は、平成22年９月１日に日本産業総研㈱から新設分割した連結子会社が実施しております。 

  

(４)ＩＴセールス・プロモーション事業（関連会社 ㈱アクシコ、㈱アクシコエンターテインメント） 

  当該事業は、セールスプロモーション(以下SPという)に特化した広告企画・制作を中心に展開しております。 

 も得意とし、また、今後力を入れていく事業領域は、SPの分野の中でも「ルートメディア」と呼ばれる従来の広告

業においてフォーカスされていなかった新しいマーケットであります。 

 「ルートメディア」とは、SPの手法の一つであり、広告依頼主が提供したい商品・サービスを、購入する可能性が高

いと思われるセグメントされたターゲット層にピンポイントかつダイレクトな販売促進活動を行うことを可能にする媒

体です。端的に言うと、広告依頼主がその商品・サービスを売り込もうとするターゲット層へ商品・サービスを直接リ

ーチさせ認知させるプロモーション手法であります。 

  従来のマスコミ４媒体広告（新聞、雑誌、テレビ、ラジオ）は、依然として高いシェアを誇っておりますが、広告依

頼主にとってこれらの手法は幅広くマスで商品・サービスを認知させる手法である一方でコストが膨大にかかり、費用

対効果として も効率の良い方法とは言えないという指摘がなされております。 

  また、近年は消費の多様化が進行しており、それに伴い広告依頼主のニーズも従来のマスコミ４媒体広告のみでな

く、広告依頼主のニーズを詳細に捉えた形のピンポイントのSPが求められております。そこで新しく誕生したSPの媒体

が「ルートメディア」であります。従来のマスコミ４媒体広告がマスを対象としているのとは対照的に、広告依頼主か

らの要望やニーズを踏まえて、ピンポイントにセグメントされた属性に対して、迅速かつ効果の高いダイレクトなSPを

実現しております。 

  この「ルートメディア」にいち早く着目し、特化した事業戦略を明確に打ち出す事により、広告業界の中で他社には

ない独自のポジショニングの構築に成功しております。膨大なルートメディア情報は、A.R.M.S.(アームス 

AXICO Route Media network System)と呼ばれる社内システムにより蓄積・管理されると同時に、広告依頼主からのセ

ールスプロモーションの進捗やプロセス管理も行い、他者には模倣できない迅速かつ効果的なセールスプロモーション

を実現しております。 

  

 なお、平成22年10月12日をもって「情報技術事業」を行っていた（㈱アルファ・テクノロジー）の所有株式全てを譲渡

いたしましたので、当社の連結対象から除外されて、この子会社が実施していた情報技術事業は行っておりません。 
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 〔事業系統図〕 

  事業の系統図は以下のとおりであります。 
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(1) 会社の経営の基本方針 

企業経営を取り巻く外部環境は常に変化し続けております。その中で変化への対応に乗り遅れ打撃を受けること

もあれば、うまく外部環境の変化を取り入れて発展をすることもあります。 

しかしながら、当社グループは変化に常に合わせるのみならず、少しずつでもお取引先と協力しあって外部環境

そのものを多少なりとも社会や国や世界にとって良い方向に向くように仕向けて行くことが私どもの使命と考えてお

ります。 

その責任を果たすために、当社グループの経営者及び社員の一人ひとりが「世の中は一人ひとりの考えと行動で

変えられる。」ということを強く自覚すること、そして私どもの目標は、会社価値をあげることは当然として、当社

グループの全ての考えと行動が、心身共に豊かな社会を築いていくということにのみに向かって行くようにするとい

うことであります。 

従いまして、お取引先の皆様と一体となって外部環境の変化を常に見極め、お取引先及び自社内の対応を適時行

い、その結果を外部環境に戻して行くことにより、お取引先と当社グループ双方の総合力を高め、より大きな社会貢

献を達成していくことが会社の経営の基本方針となります。  

(2) 目標とする経営指標 

当社グループは、前期よりの組織と事業活動の再編中であり、事業領域自体の流動的な部分もまだ見られるな

か、今しばらくは目標とする経営指標を具体化・固定化する段階にはないと判断しております。 

  

(3) 中長期的な会社の経営戦略  

私どもグループが培ってまいりました情報技術事業・コンサルティング事業・飲食事業の有機的な連携を強める

とともに、新たに未来に向けた新規事業開発の専門性を加えることにより、過去・現在・未来を踏まえた顧客の中

長期的経営戦略にお答えすることを基盤としたソリューションを提供することにより事業の成長を図って行くこと

が、当社グループ自体の中長期的な会社の経営戦略と考えております。 

  

(4) 会社の対処すべき課題 

  当社及びグループ各社が対処すべき課題及び対処方針は以下のとおりです。 

      日本産業ホールディングズ株式会社における課題及び対処方針 

        今後の事業展開 

  当事業年度におきましては、多くの課題が存在する中、もっとも対処すべき課題として、当社グループ全体の事

業の選択と集中を含めた経営及び事業の再編及び再構築を推進してまいりましたが、安定的なキャッシュ・フロー

と利益を増大させるための経営基盤の確立、それに伴い、財務基盤強化のための、企業としての信用力の回復、資

金繰りの安定化などを 重要課題と認識しております。 

今後におきましては、この 重要課題に対処しつつ、新規事業の確立と内部統制の強化を図りながら、各子会社

が抱える課題についても順次解消して企業価値を一層高めていくことにより、株主様・従業員・お取引先を含めた

ステークホルダーの皆様のご期待に沿えるとともに、真に社会貢献できる企業となるべく邁進していく方針であり

ます。 

         

      日本産業総研株式会社における課題及び対処方針 

  当事業年度におきましては、飲食店の店舗運営支援・パン及び菓子類の製造販売等を行うインストアベーカリー

ショップ15店舗の直接経営を日産アセット株式会社から経営委託を受け、安定して行ってまいりましたが、今後は

本来設立趣旨である新規事業開発のテスト機関という会社設立の目的を達成するための土台作りに重点をおいて事

業展開を図ってまいります。今後の課題といたしましては、既存及び新規の事業における確保した販売経路の維持

発展のための商品開発と製造販売を行って収益を得て、新規事業開発時に役立つ様々なネットワークを築いて施策

を打ち続けていく方針であります。 

       

 (5）その他、会社の経営上重要な事項 

   該当事項はありません。 

  

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６月30日) 

当連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 86,795 3,310

受取手形及び売掛金 169,528 37,329

商品及び製品 2,725 12,344

仕掛品 8,165 －

原材料及び貯蔵品 2,855 4,335

未収入金 5,075 5,359

その他 13,243 7,695

貸倒引当金 △28,204 △2,233

流動資産合計 260,185 68,141

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 22,604 1,993

減価償却累計額 △3,308 △1,993

建物及び構築物（純額） 19,295 －

機械装置及び運搬具 － 2,321

減価償却累計額 － △2,092

機械装置及び運搬具（純額） － 228

その他 7,950 －

減価償却累計額 △4,573 －

その他（純額） 3,376 －

有形固定資産合計 22,672 228

無形固定資産   

ソフトウエア 845 646

ソフトウエア仮勘定 20,000 －

その他 84 －

無形固定資産合計 20,929 646

投資その他の資産   

投資有価証券 95,158 29,815

差入保証金 25,209 3,035

長期貸付金 － 139,261

長期未収入金 42,134 18,161

固定化営業債権 － 8,036

その他 16,207 －

貸倒引当金 △41,137 △152,608

投資その他の資産合計 137,572 45,702

固定資産合計 181,174 46,577

資産合計 441,359 114,718
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 140,654 41,204

短期借入金 － 25,950

未払金 － 46,264

未払費用 23,981 32,685

未払法人税等 4,560 2,316

その他 20,171 8,760

流動負債合計 189,368 157,181

固定負債   

長期預り保証金 3,082 －

繰延税金負債 207 －

その他 168 －

固定負債合計 3,458 －

負債合計 192,827 157,181

純資産の部   

株主資本   

資本金 832,668 832,668

資本剰余金 738,123 738,123

利益剰余金 △1,328,193 △1,613,277

株主資本合計 242,598 △42,486

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 300 －

その他の包括利益累計額合計 300 －

新株予約権 5,634 24

純資産合計 248,532 △42,462

負債純資産合計 441,359 114,718
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 880,803 630,246

売上原価 767,756 513,842

売上総利益 113,046 116,404

販売費及び一般管理費 393,362 261,242

営業損失（△） △280,316 △144,837

営業外収益   

受取利息 835 659

受取配当金 40 －

受取手数料 1,381 －

役員報酬返上益 1,374 559

税金等還付金 15 2,611

その他 2,191 564

営業外収益合計 5,838 4,395

営業外費用   

支払利息 8,868 824

雑損失 604 1,208

持分法による投資損失 4,364 62,614

売上債権売却損 977 －

控除対象外消費税等 3,518 －

営業外費用合計 18,333 64,648

経常損失（△） △292,810 △205,090

特別利益   

投資有価証券売却益 12,801 －

固定資産売却益 － 138

子会社株式売却益 20,475 89,504

貸倒引当金戻入額 191 6

新株予約権戻入益 － 5,610

債務免除益 7,891 －

特別利益合計 41,360 95,258

特別損失   

固定資産除却損 365 －

貸倒引当金繰入額 25,872 144,844

子会社株式売却損 － 11,586

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 8,152

減損損失 8,408 7,648

特別損失合計 34,646 172,233

税金等調整前当期純損失（△） △286,096 △282,064

法人税、住民税及び事業税 4,055 3,030

法人税等合計 4,055 3,030

少数株主損益調整前当期純利益 － △285,095

当期純損失（△） △290,151 △285,095
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － △285,095

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △300

その他の包括利益合計 － ※2  △300

包括利益 － ※1  △285,395

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △285,395
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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７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 617,207 832,668

当期変動額   

新株の発行 100,044 －

新株の発行（新株予約権の行使） 115,416 －

当期変動額合計 215,460 －

当期末残高 832,668 832,668

資本剰余金   

前期末残高 522,663 738,123

当期変動額   

新株の発行 100,044 －

新株の発行（新株予約権の行使） 115,416 －

当期変動額合計 215,460 －

当期末残高 738,123 738,123

利益剰余金   

前期末残高 △1,038,042 △1,328,193

当期変動額   

連結範囲の変動 － 11

当期純損失（△） △290,151 △285,095

当期変動額合計 △290,151 △285,084

当期末残高 △1,328,193 △1,613,277

株主資本合計   

前期末残高 101,829 242,598

当期変動額   

連結範囲の変動 － 11

新株の発行 200,088 －

新株の発行（新株予約権の行使） 230,832 －

当期純損失（△） △290,151 △285,095

当期変動額合計 140,768 △285,084

当期末残高 242,598 △42,486
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 232 300

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 67 △300

当期変動額合計 67 △300

当期末残高 300 －

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 232 300

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 67 △300

当期変動額合計 67 △300

当期末残高 300 －

新株予約権   

前期末残高 5,634 5,634

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △5,610

当期変動額合計 － △5,610

当期末残高 5,634 24

純資産合計   

前期末残高 107,696 248,532

当期変動額   

連結範囲の変動 － 11

新株の発行 200,088 －

新株の発行（新株予約権の行使） 230,832 －

当期純損失（△） △290,151 △285,095

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 67 △5,910

当期変動額合計 140,836 △290,994

当期末残高 248,532 △42,462
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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７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30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（△） △286,096 △282,064

減価償却費 6,060 1,835

減損損失 8,408 7,648

のれん償却額 1,892 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 25,858 155,109

受取利息及び受取配当金 △875 △659

支払利息 8,868 824

投資有価証券売却益 △12,801 －

子会社株式売却損益（△は益） △20,475 △77,917

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 8,152

新株予約権戻入益 － △5,610

持分法による投資損益（△は益） 4,364 62,614

有形固定資産売却損益（△は益） － △138

有形固定資産除却損 65 －

無形固定資産除却損 300 －

売上債権の増減額（△は増加） △112,768 28,212

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,746 △15,903

その他の資産の増減額（△は増加） △3,740 △13,400

長期前払費用の増減額（△は増加） 1,005 112

仕入債務の増減額（△は減少） 56,050 △15,906

破産更生債権の増減額(△は増加） － △8,036

未払金の増減額（△は減少） 7,854 38,113

未払費用の増減額（△は減少） 18,536 19,827

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,308 3,242

仮受金の増減額（△は減少） 21,000 0

預り保証金の増減額（△は減少） 3,082 －

その他の負債の増減額（△は減少） 3,112 1,256

小計 △278,735 △92,686

利息及び配当金の受取額 875 415

利息の支払額 △7,540 △79

法人税等の還付額 － 2,611

法人税等の支払額 △3,591 △3,742

営業活動によるキャッシュ・フロー △288,990 △93,481
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

貸付けによる支出 △69,000 －

貸付金の回収による収入 69,936 78

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △7,027

有形固定資産の売却による収入 － 11,397

投資有価証券の取得による支出 △1,010,310 －

投資有価証券の売却による収入 1,024,087 －

有形固定資産の取得による支出 △24,206 △1,470

無形固定資産の取得による支出 △20,995 △18,000

事業譲受による支出 △10,300 －

差入保証金の差入による支出 △10,868 △1,882

差入保証金の回収による収入 － 752

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

2,781 －

その他 59 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △48,815 △16,153

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 249,841 28,250

短期借入金の返済による支出 △355,141 △2,100

長期借入れによる収入 800,000 －

長期借入金の返済による支出 △800,000 －

株式の発行による収入 430,920 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 325,620 26,150

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,185 △83,484

現金及び現金同等物の期首残高 98,981 86,795

現金及び現金同等物の期末残高 86,795 3,310
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前連結会計年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日） 

  当社グループは、前連結会計年度まで３期連続して営業損失、経常損失及び当期純損失を計上し、営業キャッシュ・

フローも３期連続してマイナスになっております。当連結会計年度においては321,216千円の営業損失、333,710千円の

経常損失、331,051千円の当期純損失を計上し、営業キャッシュ・フローのマイナスを288,990千円計上しております。

 これらの状況により、当社グループは、前連結会計年度から引き続いて継続企業の前提に関する重要な疑義が存在し

ております。 

 当社は、当該状況を解決すべく、以下のような事業の再構築をさらに推し進め、安定収益を実現できる経営基盤の確

立に取り組んで参ります。 

①飲食事業においては、平成21年12月より開始した事業である店舗の運営（群馬県内を中心に展開するスーパーマー 

ケットチェーンの店舗内で、パン及び菓子類の製造販売等を行うインストアベーカリーショップ15店舗経営）によ

り、継続して安定した収益を上げて参ります。 

②その他事業においては、当期に開始した美容雑貨の企画・開発・販売事業において、積極的な営業による取引先の

拡大を実現し、全国展開を目指して参ります。その他、新規事業についても随時検討を行い、当社グループにとって

有益であると判断する案件については、積極的に取り組んで参ります。 

③当社グループでは、キャッシュ・フローを安定的に生み続けられる事業構造への転換に向け、事業の選択と集中を

実施することとし、不採算事業の撤退も進めております。また、採算性を確立するために人員の再配置や人件費の削

減をはじめとする固定費削減にも注力し、経営体質のスリム化を実行する一方、高い収益性が期待できる事業には経

営資源を積極的に投入することにより、それぞれの業界における事業競争力の向上を図る所存であります。  

 現時点では、安定収益の実現までには、相当の期間を要する見込みから、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。なお、連結財務諸表は継続企業を前提に作成されており、このような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。 

    

当連結会計年度（自 平成22年７月１日 至 平成23年６月30日） 

  当社グループは、前連結会計年度まで４期連続して営業損失、経常損失及び当期純損失を計上し、営業キャッシュ・

フローも４期連続してマイナスになっております。当連結会計年度においては144,837千円の営業損失、205,090千円の

経常損失、285,095千円の当期純損失を計上し、営業キャッシュ・フローのマイナスを93,481千円計上しております。

また、当連結会計年度末の現預金残高が3,310千円となっており、42,462千円の債務超過となっております。 

 これらの状況により、当社グループは、前連結会計年度から引き続いて継続企業の前提に関する重要な疑義が存在し

ております。 

 当社は、当該状況を解決すべく、選択と集中の観点から以下のような事業の再編、再構築を推し進め、事業運営の改

善と財務体質の強化に注力し、安定収益を実現できる経営基盤の確立に取り組んでおります。 

「事業運営の改善」 

 ①飲食事業  

 飲食事業においては、店舗の運営（群馬県内を中心に展開するスーパーマーケットチェーンの店舗内で、パン及び

菓子類の製造販売等を行うインストアベーカリーショップ15店舗経営）により、継続して安定した収益を上げており

ますが、さらに、複数の近隣店舗のキッチン共有化による人員削減及び生産効率の向上を図るなど、生産体制の見直

しによる粗利益率の改善を行うとともに、販売においても売上増加につながる顧客満足度アップを目指し、新商品の

開発強化や従業員の再教育による品質向上に取り組んで参ります。 

②情報技術事業  

 情報技術事業においては、新たに業務提携したタブレット端末の販売拡大を図り、積極的な営業による取引先の拡

大を実現し、全国展開を目指して参ります。 

③その他事業 

 その他事業においては、新規事業についても随時検討を行い、当社グループにとって有益であると判断する案件に

ついては、積極的に取り組んで参ります。 

「財務体質の強化」  

 当社グループは、安定的経営のベースとなる財務基盤を早期に確保することが 重要課題であると認識しておりま

す。また、当面の資金の安定化を図るため、当社の新たな株主等関係者から支援を受けることの合意ができており、財

務基盤の強化を進めて参ります。 

「当面の資金支援」 

 当社は、株主等関係者からの借入による資金的な支援と早期に第三者割当増資を実施して資本増強を図ることによ

り、当社に対する支援を継続して受ける予定です。 

継続企業の前提に関する注記
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「内部管理体制の構築」 

 会社組織の強化及び内部統制体制の整備を行い、組織の効率化を推進して参ります。また、取締役2名が一時取締役

となっておりますが、定時総会において新たな取締役を選任して、内部管理体制の構築を図って参ります。 

  

 しかし、これらの対応策に関しては、計画通りに推移しない可能性があるため、現時点で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。なお、連結財務諸表は継続企業を前提に作成されており、このような重要な不確実性

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

項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

１．連結の範囲に関す

る事項 

(1）連結子会社の数 ３社 

株式会社プライムファーム 

株式会社アルファ・テクノロジー 

日本産業総研株式会社 

  日本産業総研㈱は平成21年12月９日に設立

したため、当連結会計年度より、連結の範囲

に含めております。また、前連結会計年度に

おいて連結子会社でありました㈱アルファ・

イノベーションズは、平成22年６月29日に株

式譲渡したことにより、連結の範囲から除外

しております。  

(1）連結子会社の数 ２社 

日本産業総研株式会社 

ロータスコスメビュート株式会社 

  

  ロータスコスメビュート㈱は当連結会計年

度において平成22年９月１日に設立したた

め、当連結会計年度より、連結の範囲に含め

ております。また、前連結会計年度において

連結子会社でありました㈱アルファ・テクノ

ロジーは平成22年10月12日に、株式会社プラ

イムファームは平成22年11月30日に株式譲渡

したことにより、連結の範囲から除外してお

ります。  

  (2）主要な非連結子会社の名称等 

 当社はすべての子会社を連結しており、非

連結子会社はありません。 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

同左 

２．持分法の適用に関

する事項 

(1)持分法適用の非連結子会社及び関連会社 

株式会社アクシコ 

株式会社アクシコエンターテインメント 

(1)持分法適用の非連結子会社及び関連会社 

同左  

  (2)持分法非適用の非連結子会社及び関連会社

 該当事項はありません。 

(2)持分法非適用の非連結子会社及び関連会社

同左 

  (3)持分法適用会社のうち、㈱アクシコ及び㈱

アクシコエンターテインメントは、決算日が

異なりますが、連結決算日現在で実施した仮

決算に基づく計算書類を使用しております。

(3)               同左 

３．連結子会社の事業

年度等に関する事

項 

 連結子会社の決算日は連結決算日と一致し

ております。 

同左 

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 

イ  有価証券  

その他有価証券 

時価のあるもの 

  連結決算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、売却原価は総平均法により算

定）を採用しております。 

イ  有価証券  

その他有価証券 

時価のあるもの 

                  同左  

        時価のないもの 

総平均法による原価法を採用しており

ます。 

      時価のないもの 

同左 

  

  ロ たな卸資産 

 (イ）商品及び製品 

        移動平均法に基づく原価法（貸借対

照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）  

ロ たな卸資産 

 (イ）商品及び製品 

同左 

   (ロ）原材料 

        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

下げの方法）  

 (ロ）原材料 

同左  

   (ハ）仕掛品 

        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

価切下げの方法） 

―――――――― 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

(2）重要な減価償却

資産の減価償却

の方法 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

ａ平成19年３月31日以前に取得したもの

旧定率法によっております。 

ｂ平成19年４月１日以後に取得したもの

定率法によっております。 

 （ただし、建物（附属設備を除く）につ

いては定額法によっております。） 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物 18年

工具器具及び備品 ４～15年

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  

  

ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

  当社及び連結子会社は定額法を採用し

ております。 

  なお、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

償却方法を採用しております。  

ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

(3）重要な引当金の 

計上基準 

   貸倒引当金 

  売上債権、貸付金等の貸倒損失に備える

ため、当社及び連結子会社は一般債権につ

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別に回収可能性を

検討し回収不能見込額を計上しておりま

す。 

   貸倒引当金 

同左 

(4）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、随時引き出し可能な預金及び容

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取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から

なっております。  

(5）その他連結財務

諸表作成のため

の重要な事項 

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。 

消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産

及び負債の評価に

関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価について

は、全面時価評価法を採用しております。 

――――――――  

６．のれん及び負のの

れんの償却に関す

る事項 

 のれん及び負ののれんの償却については、

５年間の均等償却を行っております。 

―――――――― 

７．連結キャッシュ・

フロー計算書にお

ける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

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取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から

なっております。 

―――――――― 
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当連結会計年度（自 平成22年７月１日 至 平成23年６月30日） 

※1.当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  親会社株主に係る包括利益   千円 

  少数株主に係る包括利益               千円 

  計              千円 

 ※2.当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  その他有価証券評価差額金             千円 

  計                                   千円 

  

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７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

――――――――  1.資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成20年３月31日 企業会

計基準第18号）及び「資産除去債務に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員会 平成20年３月31日 

企業会計基準適用指針第21号）を適用しております。 

 これにより税金等調整前当期純損失が8,152千円増加

しております。 

 2.企業結合に関する会計基準の適用  

 当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成20年12月26日 企業会計基

準第21号）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 平成20年12月26日 企業会計基準第22

号）、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」

（企業会計基準委員会 平成20年12月26日 企業会計基

準第23号）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成20年12月26日 企業会計基準第７

号）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成20年12月26日 企業会計基準第16号）及び「企

業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準委員会 平成20年12月26日 企業会

計基準適用指針第10号）を適用しております。 

（連結包括利益計算書関係）

△290,083

－

△290,083

67

67
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前連結会計年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、提供するサービス及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業の主な内容 

情報技術事業…………………ＩＴ部門（ｗｅｂサイト制作・システム受託開発・携帯電話等を利用したシ

ステム開発） 

コンサルティング事業………会計コンサルティング部門、経営コンサルティング部門（会計財務、資金調

達および経営全般に関する支援・飲食事業以外での飲食店の経営全般に関す

る支援） 

飲食事業………………………経営コンサルティング部門（飲食店の店舗運営支援、飲食店の直接経営）  

投資事業………………………投資事業部門、不動産事業部門（Ｍ＆Ａに関するコンサルティング・不動産

売買、仲介、コンサルタント等） 

その他事業……………………美容雑貨の企画、開発、販売 

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の金額は204,935千円であり、その主なもの

は、当社の総務・経理部門等の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の金額は184,307千円であり、その主なものは、当社で

の余剰運用資金（現金及び預金）及び投資有価証券であります。 

５．平成21年12月16日より開始している飲食業界に特化した財務改善コンサルティングの手法を用いた店舗運営

事業は、重要性が増したことにより、当第３四半期連結累計期間より「コンサルティング事業」より「飲食

事業」に区分変更しております。 

６. 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

７. 平成22年６月29日をもって、投資事業セグメントを行っていた株式会社アルファ・イノベーションズの所有

株式全てを譲渡いたしましたので、株式会社アルファ・イノベーションズは当社の連結対象から除外されて

おります。  

  

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
情報技術 
事業 

（千円） 

コンサルテ
ィング事業 
（千円） 

飲食事業
（千円） 

投資事業
（千円） 

その他事業
（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）外部顧客に対

する売上高 
 131,083  556,112  183,046  9,108  1,451  880,803  －  880,803

(2）セグメント間

の内部売上高又は

振替高 

 2,255  2,127  33  －  1,554  5,970  △5,970  －

計  133,338  558,240  183,079  9,108  3,005  886,773  △5,970  880,803

営業費用  164,036  619,803  156,705  34,209  19,741  994,497  166,622  1,161,119

営業利益又は営業損

失（△） 
 △30,697  △61,563  26,373  △25,100  △16,736  △107,724  △172,592  △280,316

Ⅱ．資産、減価償却

費及び資本的支出 
                                               

資産  129,399  102,798  18,418  －  6,435  257,052  184,307  441,359

減価償却費  2,971  947  －  159  －  4,079  4,486  8,565

減損損失  8,408  －  －  －  －  8,408  －  8,408

資本的支出  31,000  1,798  －  900  －  33,698  25,271  58,969
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ｂ．所在地別セグメント情報 

 前連結会計年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日）において、本邦以外の国又は地域に所在す

る連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

ｃ．海外売上高  

 前連結会計年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日）において、海外売上高がないため、該当事

項はありません。 

  

ｄ．セグメント情報  

当連結会計年度（自 平成22年７月１日 至 平成23年６月30日） 

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

 当社グループの事業については、グループの各事業会社が取り扱う製品・サービスについての事業展開・戦

略を立案し、事業活動を行っております。 

 従って、当社グループは各事業会社の関連する事業を基礎として集約した製品・サービス別セグメントから

構成されており、「情報技術事業」、「コンサルティング事業」、「飲食事業」、「コスメ事業」を報告セグ

メントとしております。 

 各報告セグメントの事業内容は次のとおりであります。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

における記載と概ね同一であります。 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

  

事業区分 主要製品及び事業内容 

 情報技術事業 ＷＥＢサイト制作・システム受託開発・携帯電話等を利用したシステム開発

 コンサルティング事業 
会計財務、資金調達及び経営全般に関する支援・飲食事業以外での飲食店の

経営全般に関する支援  

 飲食事業 飲食店の店舗運営支援、飲食店の直接経営  

 コスメ事業 美容雑貨の企画、開発、販売  

-23-



３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 前連結会計年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日） 

 従来までのセグメント情報の取扱いに基づく連結財務諸表のセグメント情報として、「セグメント情報等の

開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）等に準拠した場合と同様の情報が開示さ

れているため、記載を省略しております。 

  

 当連結会計年度（自 平成22年７月１日 至 平成23年６月30日） 

 （注）１．セグメント利益の調整額△114,928千円には、親会社の管理部門に係る費用が△127,411千円、セグメント間

取引消去が12,483千円含まれております。 

    ２．セグメント資産の調整額56,123千円には、主に親会社の管理部門に係る資産等が含まれております。 

３．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

４．減価償却費には長期前払費用償却額が含まれております。 

５．平成22年９月１日に設立した株式会社ロータスコスメビュートがコスメ事業を開始し、重要性が増したこと

により、「その他事業」から「コスメ事業」に区分変更しております。 

６．平成22年10月12日をもって、情報技術事業セグメントを行っていた株式会社アルファ・テクノロジーの所有

株式全てを、また、平成22年11月30日をもって、コンサルティング事業及び飲食事業セグメントを行ってい

た株式会社プライムファームの所有株式全てを譲渡いたしましたので、それぞれの会社は当社の連結対象か

ら除外されております。 

  

（追加情報） 

 当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）及

び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

  
情報技術 
事業 

（千円） 

コンサルテ
ィング事業 
（千円） 

飲食事業
  

（千円） 

コスメ事業
  

（千円） 

計
  

（千円）  

調整額 
  

（千円） 

連結財務
諸表計上額 
（千円） 

売上高                                          

(1）外部顧客に対する売上高  57,930  217,511  336,384  18,419  630,246  －  630,246

(2）セグメント間の内部売上高 

    又は振替高 
 638  450  －  38  1,126  △1,126  －

計  58,569  217,961  336,384  18,457  631,373  △1,126  630,246

セグメント利益又は損失（△）  19,267  △31,732  15,711  △33,155  △29,908  △114,928  △144,837

セグメント資産  －  2,396  36,692  19,506  58,595  56,123  114,718

その他の項目                                          

減価償却費  24  257  －  13  295  1,703  1,998

有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 
 18,000  －  －  －  18,000  －  18,000
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 （注）１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度  
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当連結会計年度  
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

て、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失

が計上されているため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 円941.10

１株当たり当期純損失 円1,353.57

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

て、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失

が計上されているため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 円△164.61

１株当たり当期純損失 円1,104.59

  
前連結会計年度 

（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

１株当たり当期純損失            

 当期純損失（千円）  290,151  285,095

 普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

 普通株式に係る当期純損失（千円）  290,151  285,095

 期中平均株式数（株）  214,360  258,100

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 

第１回新株引受権附社債の新株引受

権（新株予約権の目的となる株式の

数 株）、第１回新株予約権（新株

予約権の目的となる株式の数

株）、第２回新株予約権（新株予約

権の目的となる株式の数

株）、第５回新株予約権（新株予約

権の目的となる株式の数 株） 

20

1,320

16,830

270

第１回新株引受権附社債の新株引受

権（新株予約権の目的となる株式の

数 株）、第１回新株予約権（新株

予約権の目的となる株式の数

株）、第５回新株予約権（新株予約

権の目的となる株式の数 株） 

20

1,320

270
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（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

〈連結子会社の株式譲渡〉 

  平成22年10月12日開催の取締役会において、連結子会

社である株式会社アルファ・テクノロジー（以下「アル

ファ・テクノロジー」という。）の所有株式全てを平成

22年10月12日付で山口正氏に対して譲渡する旨を決議

し、同日に株式譲渡を実行いたしました。 

  

(1)異動（株式譲渡）の理由 

  当社グループは、グループ全体の事業強化の一環と

して、連結子会社であるアルファ・テクノロジーの既

存事業の事業再生に注力をするとともに、平成21年８

月５日にアルファ・テクノロジーにおいて株式会社Ａ

ＳＯＣの事業の譲り受けを行い、情報技術事業の事業

拡大を目指して参りました。しかしながら、アルフ

ァ・テクノロジーにおいて、当初の計画どおりの営業

成績をあげることができず、早急に抜本的な対策をと

る必要がある状況となっております。アルファ・テク

ノロジーは現在債務超過の状態であり、かつ、収支の

改善も困難な状況にあるため、今後も事業を継続した

場合には、グループ全体の収支を悪化させるものと判

断し、本日開催の取締役会において、アルファ・テク

ノロジーの全株式を譲渡し連結グループから切り離す

ことを決議し、山口正氏と株式譲渡契約を締結するに

至りました。 

(2)異動（株式譲渡）する子会社の概要 

①商号 株式会社アルファ・テクノロジー 

②代表者 代表取締役会長 鮎川 純太 

         代表取締役社長 山口 正 

③本店所在地 東京都港区西麻布三丁目２番１号 

④設立年月日 平成18年３月 

⑤主な事業内容 情報技術事業 

ＷＥＢ関連ソフトウェアを中心とした受託開発事業等 

⑥事業年度の末日 ６月30日 

⑦従業員数 21名（平成22年９月末日現在） 

⑧資本金の額 10,000千円 

⑨発行済株式総数 200株 

⑩決算月 ６月 

⑪大株主構成及び所有割合 当社 200株（100％） 

⑫ 近事業年度における業績の動向 

（単位：千円）

  平成20年 

６月期 

平成21年 

６月期 

平成22年 

６月期 

 売 上 高 394 5,446 133,338

 営業利益 △1,772 △17,124 △37,917

 経常利益 △1,679 △15,417 △38,112

 当期純利益 △5,965 △26,696 △25,077

 純 資 産 44,688 17,991 △7,086

 総 資 産 46,073 19,321 129,399

〈連結子会社の株式譲渡〉 

  平成23年７月29日開催の取締役会において、連結子会

社であるロータスコスメビュート株式会社（以下「ロー

タスコスメビュート」という。）の所有株式全てを平成

23年７月29日付で右田智子氏及び関美幸氏に対して譲渡

する旨を決議し、同日に株式譲渡を実行いたしました。 

  

(1)異動（株式譲渡）の理由 

  ロータスコスメビュートは、美容と健康をテーマに

した美容雑貨の企画・開発・販売を行っており、市場

にエコロビュート美顔パフ・アイピット二重ジェル等

の商品を提供し、新規顧客に向け活動し、事業の拡大

を図り、収益性の向上を目指して参りました。しかし

ながらグループの今後の事業展開を見直す中で、グル

ープ全体の経営効率の観点から、当社が所有する全株

式を譲渡することにより、経営資源の一層の集中を図

るべきと判断いたしましたので、本日開催の取締役会

において、ロータスコスメビュートの全株式を譲渡し

連結グループから切り離すことを決議いたしました。

  

  

  

  

  

(2)異動（株式譲渡）する子会社の概要 

①商号 ロータスコスメビュート株式会社 

②代表者 代表取締役 右田 智子 

          

③本店所在地 東京都中央区日本橋横山町５番２号 

④設立年月日 平成22年９月１日 

⑤主な事業内容 美容・健康関連商品の企画、製造、 

販売業 

⑥事業年度の末日 ６月30日 

⑦従業員数 ４名（平成23年６月末日現在） 

⑧資本金の額 10,000千円 

⑨発行済株式総数 200株 

⑩決算月 ６月 

⑪大株主構成及び所有割合 当社 200株（100％） 

⑫ 近事業年度における業績の動向 

（単位：千円）

  平成23年 

６月期 

 売 上 高 16,113

 営業利益 △25,866

 経常利益 △27,958

 当期純利益 △28,017

 純 資 産 △26,682

 総 資 産 19,506
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前連結会計年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

(3)株式の譲渡先 

①氏 名         山口 正 

②住 所         東京都豊島区 

③当社との関係  アルファ・テクノロジー代表取締役

社長 

  

  

  

(4)譲渡株式数、譲渡前後の所有株式の状況及び譲渡価額

①異動前の所有株式数 200株（議決権に対する割合 

100.0%） 

②異動後の所有株式数 －株（議決権に対する割合 

－%） 

③譲渡価額 200円 

(3)株式の譲渡先 

① ⅰ氏 名        右田 智子 

  ⅱ住 所        東京都台東区 

  ⅲ当社との関係 ロータスコスメビュート 

          代表取締役 

② ⅰ氏 名    関 美幸 

  ⅱ住 所        埼玉県所沢市 

  ⅲ当社との関係 ロータスコスメビュート取締役 

(4)譲渡株式数、譲渡前後の所有株式の状況及び譲渡価額

①異動前の所有株式数 200株（議決権に対する割合 

100.0%） 

②譲渡株式数 右田智子 100株 

       関 美幸 100株 

        合計  200株  

③異動後の所有株式数 －株（議決権に対する割合 

－%） 

④譲渡価額 200円 

⑤譲渡価額の株価算定 

 外部の第三者機関である公認会計士韮澤事務所に株

価算定を依頼いたしました。同事務所より、純資産方

式を選定し算定した結果、ロータスコスメビュートの

平成23年６月期が債務超過であることから１株当たり

１円であるとの株価算定書を受領し、この報告書を参

考にして社内で慎重に協議を行った結果、譲渡価額を

１円といたしました。なお、当社グループが貸付金等

10,127千円の債権放棄はしないことを前提としており

ます。  
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