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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 427 141.9 △290 ― △278 ― △544 ―
22年6月期 176 △86.3 △317 ― △291 ― △346 ―

（注）包括利益 23年6月期 △545百万円 （―％） 22年6月期 △351百万円 （―％）

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 △7,809.47 ― △497.8 △48.2 △68.0
22年6月期 △6,570.25 ― △83.6 △51.7 △179.6

（参考） 持分法投資損益 23年6月期  ―百万円 22年6月期  16百万円

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 747 △65 △9.0 △892.62
22年6月期 406 291 70.3 4,757.42

（参考） 自己資本   23年6月期  △67百万円 22年6月期  285百万円

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 △180 △126 273 39
22年6月期 △287 87 80 33

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 0 ― 0.0
23年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― 0.0
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) 654 314.6 △52 ― △51 ― △38 ― △510.45
通期 1,055 146.6 △119 ― △116 ― △91 ― △1,212.19



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） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 76,376 株 22年6月期 61,076 株
② 期末自己株式数 23年6月期 982 株 22年6月期 982 株
③ 期中平均株式数 23年6月期 69,663 株 22年6月期 52,680 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年6月期の個別業績（平成22年7月1日～平成23年6月30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6月期 6 △24.5 △198 ― △201 ― △495 ―
22年6月期 8 3.2 △287 ― △274 ― △360 ―

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6月期 △7,114.50 ―
22年6月期 △6,834.02 ―

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 145 △20 △15.2 △293.62
22年6月期 301 288 93.9 4,073.29

（参考） 自己資本 23年6月期  △22百万円 22年6月期  △282百万円

2.  平成24年6月期の個別業績予想（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）

※ 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
了していません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料１ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 3 ― △82 ― △69 ― △919.70
通期 6 ― △165 ― △140 ― △1,858.37
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 当連結会計年度におけるわが国経済は、景気の底打ち感から、経済指標の良化はみられるものの、

雇用不安の解消などにはいたらず、また、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響もあり、先

行き不透明な経済状況は、変わり無いものとなっております。  

 このような中、当企業グループは、当連結会計年度において、投資先企業の各事業活動の精査を行

い、経営資源の選択集中を行いました。その結果、平成22年12月22日付で、当社の連結子会社であった

ブランディング＆プロデューサーズ.㈱、㈱PCI、㈱PCF及び㈱フォトニクス・オプトメディカルについ

て、経営上の判断から出資関係を解消し、全株式を譲渡いたしました。また、㈱GWソリューション（旧

商号 ㈱ABCOM）が推進していた太陽電池用装置レーザースクライバー事業からの撤退及び進出を予定

していたCAT事業から撤退することを決議いたしました。  

収益面においては、平成22年７月26日付で、自動車関連部品の製造や液晶パネル等のガラス加工を行な

っている㈱SPCを連結子会社化し、安定した収益確保に着手いたしました。加えて、平成22年11月30日

付で、㈱Thanks Lab.及び㈱GWインベストメントを連結子会社化し、グループ全体の高収益体質の強化

を図りました。さらに、平成23年６月16日付で、㈱GWソリューション（旧商号 ㈱ABCOM）において、

スマートフォンやタブレット型コンピュータ向けのソリューション営業を行なうアプリケーション開

発・運用事業への進出を決定しております。  

 しかしながら、上記子会社からの収益確保の体制は未だ不安定であるため、当企業グループの経営成

績に関しても、厳しい状況が続いている状況であります。  

 このような結果、当連結会計年度の売上高は427百万円（対前期比141.9％増）、営業損失は290百万

円（同26百万円改善）、経常損失は278百万円（同13百万円改善）、当期純損失は544百万円（同197百

万円増）となりました。  

  

事業の種類別セグメントの業績 

①メディア・コンテンツ事業  

 メディア・コンテンツ事業では、映画・WEBなどのコンテンツ制作を行なっており、当連結会計年度

においては、ブランディング＆プロデューサーズ.㈱及び㈱Thanks Lab.が当セグメント内で事業を実施

しております。その結果、売上高75百万円、営業損失126百万円となりました。  

  

②メーカー事業  

 メーカー事業では、精密塑性加工及びエッチングによるガラスの精密加工事業を行なっております。

当連結会計年度においては、㈱SPCが当該セグメントに区分されており、自動車関連部品及びガラス特

殊加工等を受注・生産・販売をしております。また、当該セグメントに区分されておりました㈱GWソリ

ューション（旧商号 ㈱ABCOM）において推進されておりました太陽電池用装置レーザースクライバー

事業及び進出を予定しておりましたCAT事業に関しては、それぞれ事業からの撤退及び進出の中止を決

議いたしました。その結果、売上高は345百万円、営業損失は85百万円となりました。  

  

③M&A・投資アドバイザリー事業  

 M&A・投資アドバイザリー事業では、経営アドバイスや各種コンサルティングを行なうことにより、

クライアントの企業価値を高めることを目的として事業を推進しており、当連結会計年度においては、

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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当社とともに、㈱GWインベストメントがM&A・投資アドバイザリー事業を実施しております。この結

果、売上高は13百万円、営業損失は31百万円となりました。  

  

④次期の見通し 

通期の業績見通しといたしましては、連結売上高1,055百万円、営業損失119百万円、経常損失116百万

円、 当期純損失91百万円を見込んでおります。 

 次期の業績につきましては、メーカー事業を行なっておる㈱SPCにおいて安定した受注を見込んでお

り、また、メディア・コンテンツ事業において、当連結会計年度から㈱GWソリューションが、新規事業

を開始したことに伴い、㈱Thanks Lab.と併せて売上への貢献を見込んでおります。さらに、㈱GWイン

ベストメントにおいて、M&A・投資アドバイザリー事業の推進を行なうことにより、当企業グループ全

体として、事業の発展と収益基盤の強化を行なってまいります。 

 今後につきましては、既存事業における収益強化及び新規事業における収益の安定化を図ってまいり

ますが、各事業において、業績不振による減損が発生する可能性もありますので実際の業績等の結果は

本決算短信に記載の目標値と大きく異なる場合があります。なお、これらの見通しはいずれも当社グル

ープが現時点で入手可能な情報或いは合理的であると判断する一定の前提に基づいており、これらは経

済環境、競争状況および市場環境などを含む「事業等のリスク」に記載の通り、不確実な要因の影響を

受けます。業績予想に変動を与える事情が生じた場合には、速やかに業績予想を見直し、開示いたしま

す。 
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当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、39百万円であり前年同期と比べ５百万円の増加と

なりました。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 当連結会計年度における営業活動による資金の減少は180百万円（前年同期比107百万円減）となりま

した。  

 これは主に税金等調整前当期純損失を543百万円計上したことがことによります。  

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当連結会計年度における投資活動による資金の減少は126百万円（前年期は資金の増加87百万円）と

なりました。  

 これは主に貸付金の回収による収入55百万円があった一方、貸付による支出107百万円、連結の範囲

の変更を伴う子会社株式の取得による支出66百万円を計上したことによります。  

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 当連結会計年度における財務活動による資金の増加は273百万円（前年同期比192百万円増）となりま

した。  

 これは主に短期借入金の純増加額129百万円、株式の発行による収入180百万円を計上したことにより

ます。  

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
  

（２）財政状態に関する分析

平成19年６月期 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（％） 70.8 57.2 74.9 70.3 △9.0

時価ベースの自己資本比率
（％）

67.3 31.0 54.3 233.2 38.3

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（％）

74.6 ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

15.0 ― ― ― ―
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当企業グループは、株主に対する利益還元策を経営戦略上の重要課題として認識しております。現状

におきましては、経営体質の強化、競争力の維持、事業の拡充、人材の育成を図るための投資の原資と

して、安定的な資金を確保する必要があると考えております。今後は、収益の拡大、安定的かつ継続的

な利益還元を行なうことを基本として、早期の復配を目指してまいります。 

 内部留保資金の使途につきましては、経営体質を強化し、将来の事業展開に備えることにより、自己

資本利益率の向上を図ってまいる所存であります。 

 なお、当期につきましては、当期純損失を計上したため、無配を予定しております。また、次期に関

しましても、経営が回復途上と判断しており、無配を予定しております。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

㈱ゲートウェイ（7708）　平成23年６月期決算短信

4



  

①当社グループの事業推進及び資金調達について 

 当社は、前連結会計年度に317百万円の営業損失を計上し、当連結会計年度においても290百万円の

営業損失を計上しており、営業活動によるキャッシュ・フローにおいても前連結会計年度は287百万円

のマイナス、当連結会計年度は180百万円のマイナスを計上しております。当該状況により、継続企業

の前提に関する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。当社は、当該状況を解消し又

は改善すべくコスト削減を継続し、既存事業の収支改善を図るとともに、不採算事業からの撤退と収益

性の高い事業への進出を図ってまいりました。  

 その結果、当社は、連結子会社である㈱GWソリューション（旧商号 ㈱ABCOM）が推進していた新規

事業である太陽電池用装置レーザースクライバー事業及び進出を予定していたCAT事業からの撤退を決

定いたしました。  

 既存事業につきましては、連結子会社である㈱SPCが行っている自動車関連部品の製造や携帯電話や

ナビゲーターなどの液晶パネル等のガラス加工などのメーカー事業のより一層の強化を図ってまいりま

す。  

 また、当連結会計年度において、新たに㈱Thanks Lab.と㈱GWインベストメントを連結子会社とし、

それぞれメディア・コンテンツ事業とM&A・投資アドバイザリー事業を強化していくこととなりまし

た。メディア・コンテンツ事業は、映画・舞台・TV等の制作、配給、宣伝などを行い、当社の持つネッ

トワークを積極的に活用することにより、高い成長を期待するものであります。M&A・投資アドバイザ

リー事業につきましては、有力なM&Aや投資先の案件情報の集約を行い、対象企業に対して経営アドバ

イスや各種コンサルティングを行うことにより、クライアントの企業価値を高め、さらなるM&Aや投資

案件の発掘につなげることにより、高い収益獲得を目指してまいります。  

さらに、㈱GWソリューションは、新規事業として、スマートフォンやタブレット型コンピュータのソリ

ューション営業から、アプリケーションの開発・運用までを行なう事業に進出することを決定しており

ます。当社及び㈱GWソリューションは、当該新規事業への進出により、当社のメディア・コンテンツ事

業の収益確保を目指してまいります。  

 資金調達につきましては、当社は平成23年２月18日付で当社の第４回新株予約権のうち、未行使分

22,700個を有償取得し、その全てを消却しております。その結果、今後、第４回新株予約権の行使によ

る資金調達が見込めなくなったため、当面の事業資金及び運転資金を借入により調達する予定でありま

す。加えて、第三者割当増資を実施することにより、安定した事業資金と運転資金を確保し、資本の増

強を図ってまいります。  

  

②内部管理体制の整備について  

 当社は、内部管理体制の不備により、平成23年6月期第２四半期報告書に関し、法定期日までに提出

することができませんでした。当社は、当社グループ全体における内部管理体制の整備が重要な課題で

あると認識し、人員の採用、育成を含めた対応を行ない、併せて内部統制システムの整備も行なってお

ります。今後、当連結会計年度に構築した体制を、さらに維持し、強化していくことができるよう、引

き続き内部管理体制を強化していく方針であります。  

  

  

（４）事業等のリスク
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当企業グループは、前連結会計年度に317百万円の営業損失を計上し、当連結会計年度においても290

百万円の営業損失を計上しており、営業活動によるキャッシュ・フローにおいても前連結会計年度は

287百万円のマイナス、当連結会計年度は180百万円のマイナスを計上しております。また、一部の諸経

費の支払を遅延しております。当該状況により、継続企業の前提に関する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。当企業グループは、当該状況を解消し又は改善すべくコスト削減を継続

し、既存事業の収支改善を図るとともに、不採算事業からの撤退と収益性の高い事業への進出を図って

まいります。  

 既存事業につきましては、当連結会計年度に連結子会社とした㈱SPCが行っている自動車関連部品の

製造や携帯電話やナビゲーターなどの液晶パネル等のガラス加工などのメーカー事業のより一層の強化

を図ります。  

 また当連結会計年度において、新たに㈱Thanks Lab.と㈱GWインベストメントを連結子会社とし、そ

れぞれメディア・コンテンツ事業とM&A・投資アドバイザリー事業を強化していくこととなりました。

メディア・コンテンツ事業は、映画・舞台・TV等の制作、配給、宣伝などを行い、当社の持つネットワ

ークを積極的に活用することにより、高い成長を期待するものであります。M&A・投資アドバイザリー

事業につきましては、有力なM&Aや投資先の案件情報の集約を行い、対象企業に対して経営アドバイス

や各種コンサルティングを行うことにより、クライアントの企業価値を高め、さらなるM&Aや投資案件

の発掘につなげることにより、高い収益獲得を目指してまいります。  

 資金調達につきましては、当社は平成23年２月18日付で当社の第４回新株予約権のうち、未行使分

22,700個を有償取得し、その全てを消却しております。その結果、今後、第４回新株予約権の行使によ

る資金調達が見込めなくなったため、当面の事業資金及び運転資金を借入により調達する予定でありま

す。加えて、第三者割当増資を実施することにより、安定した事業資金と運転資金を確保し、資本の増

強を図ってまいります。  

 上記のとおり、継続的なコスト削減、既存事業の強化ならびに借入、第三者割当増資による資本の増

強により、今後１年間の資金は十分に確保できる見込みであります。しかしながら、上記の対応は既存

事業の業績や資金調達の状況等により変動する可能性があります。そのため、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。  

  

（５）継続企業の前提に関する重要事象等
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 当連結会計年度末現在における当社グループは、当社及び子会社4社で構成されており、「メディア・コ

ンテンツ」事業、「メーカー」事業、「M&A・投資アドバイザリー」事業及び3事業に該当しない事業区分で

ある「その他」事業を展開しております。 

 当企業グループの事業に係わる位置付け及び事業部門との関連は、次のとおりであります。なお、セグメ

ントと同一の区分で表示しております。 

 
 ※１  前連結会計年度は当企業グループであり、それぞれ連結子会社であったブランディング・プロデューサー

ズ.㈱、㈱PCI、㈱PCF及び㈱フォトニクス・オプトメディカルは、保有株式を全て売却したため、当連結会

計年度では除外しております。 

２  前連結会計年度において「セールスプロモーション及び広告関連事業」に区分していた事業は「メディ

ア・コンテンツ」事業に、「精密機器及び装置事業」、「光計測装置事業」及び「電子機器事業」に区分し

た事業は「メーカー」事業に、「投資育成事業」に区分した事業は「M&A・投資アドバイザリー」事業にそ

れぞれ名称を変更しております。 

２．企業集団の状況

事業
メディア・ 
コンテンツ

メーカー
M&A・投資

アドバイザリー
その他

事業内容
映画・舞台・TV等の
制作、配給、宣伝

自動車関連部品の製
造、液晶パネル等の

ガラス加工
M&A・投資案件の発掘

㈱ゲートウェイ ― ― ○ ○

㈱Thanks Lab. 
（連結子会社）

○ ― ― ―

㈱GWソリューション 
（連結子会社）

○ ― ― ―

㈱SPC 
（連結子会社）

― ○ ― ―

㈱GWインベストメント 
（連結子会社）

― ― ○ ―
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当企業グループは、既存事業の産みだす連結収益に加え、保有する子会社株式及び持分法適用関連会

社のエグジットにより得られるキャッシュを元に、新たなベンチャービジネスへの出資や新会社等の設

立を推進しております。当社におきましては、投資の目的を明確にした独自のインキュベーションルー

ルに基づき、連結収益事業の構築、株式上場やM&A等によるキャピタルゲインの獲得を事業の柱として

おります。また、投資先企業及び新規投資先について、当企業グループの様々な経営資源を新たな事業

に提供することで、 大限のシナジー効果に努めております。更に、経営の多角化を図るため、異業種

への出資も積極的に行っております。「再生と創造」をテーマとして、これまで培った電子機器・精密

機器等における独自の検査・測定技術やノウハウ等を活用し、メーカー発の投資会社として、資本だけ

でなく、当社のコア技術やネットワークに高付加価値を産み出す可能性を持つ投資先企業に対してハン

ズオン型の投資・育成により、企業価値の増大化を図っております。  

 各投資先企業の持続的な成長が当企業グループの収益基盤を確立し、併せて当社の保有株式の価値の

増加に伴い、 大限の相乗効果が期待されます。そして、更なる事業成長によって、日々変化する経営

環境へ適確に対応し、競争力のあるハイテクベンチャー集団を構築してまいります。  

  

当企業グループの目標として、各投資先企業を含めて企業価値（利益・時価総額）の極大化を目指

し、同一の尺度として自己資本利益率（ROE）によって評価しております。 

 具体的な数値目標としては、当企業グループとして、自己資本比率25％を目標としております。 

  

当社は、ハイテク分野のみならず、事業の多角化を目的とし、様々な分野への進出を図っておりま

す。そのため成長途上のベンチャー企業のインキュベーターとして、当社の有する様々な経営資源を積

極的に投下することにより各投資先企業の活性化に繋げ、収益性を高めてまいります。高付加価値を産

み出すと見込まれるベンチャービジネスを創造、発掘することで、当社の要素技術とのビジネスマッチ

ングによるシナジーや、外部パートナーとのより一層の協業を図り、利益・企業価値の増大化に努めて

まいります。また、投資先の育成を強化し、収益性、市場性、成長性を十分考慮しながら、投資リスク

を分散させ、既存のセグメント毎の事業収益に加え、株式上場やM&Aによるキャピタルゲインの獲得に

よって業績を向上させ、得た資金によって新たなビジネスを創出してまいります。 

  

①営業利益及びキャッシュ・フローの改善 

   当企業グループは、前連結会計年度に317百万円、当連結会計年度には290百万円の営業損失を計上

し、営業キャッシュフローについては、前連結会計年度は287百万円、当連結会計年度には180百万円の

マイナスとなっております。今後は、事業の見直しに加え、収益を見込める事業の強化等を行なうこと

により、利益の確保、向上に努めてまいります。 

 ②損失の解消 

  当企業グループは当連結会計年度において544百万円の当期純損失を計上しております。当企業グ

ループは当該状況を解消し、黒字体質への転換を図るため、事業の選択と集中を行ってまいります。今

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題
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後は、当企業グループ全体における累積損失の解消を目指してまいります。 

 ③営業体制の強化 

  当企業グループは、明確なセグメント別戦略により、ユーザからのニーズ・技術要求への対応を強

化するとともに、主要重点ユーザに対する積極的な営業を展開し、開発時からのユーザ要求を把握する

ことで、量産品の受注獲得につなげております。事業領域によっては、有力なパートナーとの業務提携

や、大手商社との協業により、市場ニーズのいち早いキャッチアップ及び販売体制の強化を行なってま

いります。 

 ④管理体制の強化 

  当企業グループは、管理体制の不備から、一部の法定書類の提出を遅延する事態が生じました。当

該事態を重く受け止め、社内の管理体制の整備及び社内管理に関する研修を強化することにより、管理

体制の強化を目指してまいります。 

 ⑤投資効率の向上 

  良質の案件発掘や様々な支援を実行し、収益化につなげていくキャピタリストの補強、育成を行な

ってまいります。ステージ毎のインキュベーション方針を明確化し、できる限り投資パフォーマンスの

向上に努め、営業力の強化も併せて行なってまいります。当社と投資先企業、もしくは投資先企業同士

の経営資源を組成させ、そこから創出されるシナジーの確立を図る所存であります。 

  

当企業グループは、役員への資金貸付及び借入などを行っておりますが、当該事項は当然ながらその

資金使途・内容等を精査した上で実行しているものであり、取引に関しては市場金利等を勘案し適切な

条件を設定しております。  

 しかしながら、当該事項は早期に解消することが望ましいと判断しており、解消に向け回収等を進め

ております。  

  

（５）その他、会社の経営上重要な事項
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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 33,754 39,305

受取手形及び売掛金 9,228 87,161

商品及び製品 2,127 12,097

仕掛品 1,541 322,209

原材料及び貯蔵品 85,026 8,577

短期貸付金 － 45,300

未収入金 － 62,233

その他 58,696 47,724

貸倒引当金 △14,385 △112,929

流動資産合計 175,990 511,680

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 20,890 144,108

減価償却累計額 △17,312 △96,132

建物及び構築物（純額） 3,577 47,976

機械装置及び運搬具 11,340 33,168

減価償却累計額 △7,965 △25,629

機械装置及び運搬具（純額） 3,374 7,539

工具、器具及び備品 11,441 26,595

減価償却累計額 △10,521 △25,236

工具、器具及び備品（純額） 919 1,359

土地 － 113,393

有形固定資産合計 7,871 170,267

無形固定資産

その他 140 18,332

無形固定資産合計 140 18,332

投資その他の資産

投資有価証券 － 10,000

長期貸付金 213,755 88,216

長期未収入金 133,571 17,163

その他 40,326 17,490

貸倒引当金 △164,991 △85,384

投資その他の資産合計 222,662 47,485

固定資産合計 230,674 236,085

資産合計 406,665 747,765
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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

買掛金 65,572 265,808

短期借入金 － 147,144

一年内返済予定の長期借入金 － 22,374

未払金 36,847 94,294

未払法人税等 4,023 8,651

前受金 － 136,468

その他 7,511 20,068

流動負債合計 113,955 694,811

固定負債

長期借入金 － 111,956

その他 789 6,979

固定負債合計 789 118,936

負債合計 114,744 813,747

純資産の部

株主資本

資本金 1,267,513 1,362,985

資本剰余金 394,056 489,528

利益剰余金 △1,355,977 △1,900,010

自己株式 △19,801 △19,801

株主資本合計 285,790 △67,297

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 101 －

その他の包括利益累計額合計 101 －

新株予約権 6,028 1,316

純資産合計 291,920 △65,981

負債純資産合計 406,665 747,765

㈱ゲートウェイ（7708）　平成23年６月期決算短信

11



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

 ①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

製品売上高 176,935 427,993

売上高合計 176,935 427,993

売上原価

投資育成有価証券売上原価 861 －

製品等売上原価 176,716 421,381

売上原価合計 177,577 421,381

売上総利益又は売上総損失（△） △642 6,611

販売費及び一般管理費 317,149 297,568

営業損失（△） △317,791 △290,957

営業外収益

受取利息 2,205 791

持分法による投資利益 16,623 －

物品売却益 22,391 14,939

助成金収入 － 3,686

その他 3,249 9,060

営業外収益合計 44,469 28,478

営業外費用

支払利息 3,892 4,754

株式交付費 7,969 －

支払手数料 5,550 8,841

その他 1,125 2,157

営業外費用合計 18,536 15,754

経常損失（△） △291,859 △278,232

特別利益

貸倒引当金戻入額 19,390 －

固定資産売却益 1,896 3,247

投資育成有価証券売却益 35,474 －

子会社株式売却益 － 9,259

その他 3,587 816

特別利益合計 60,348 13,323
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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)

特別損失

固定資産除却損 635 778

固定資産売却損 48,999 －

減損損失 － 89,676

投資有価証券売却損 － 553

投資有価証券評価損 － 65,989

貸倒引当金繰入額 47,717 69,419

訴訟損失引当金繰入額 16,873 －

事業撤退損 － 37,000

債権放棄損失 － 12,000

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,835

その他 1,737 261

特別損失合計 115,963 278,514

税金等調整前当期純損失（△） △347,474 △543,423

法人税、住民税及び事業税 1,810 2,277

法人税等合計 1,810 2,277

少数株主損益調整前当期純利益 － △545,701

少数株主損失（△） △3,163 △1,668

当期純損失（△） △346,120 △544,032
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 ②連結包括利益計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

当事業年度
(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損失（△） － △545,701

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △101

その他の包括利益合計 － △101

包括利益 － △545,802

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － △544,134

少数株主に係る包括利益 － △1,668
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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 1,221,352 1,267,513

当期変動額

新株の発行 46,160 95,472

当期変動額合計 46,160 95,472

当期末残高 1,267,513 1,362,985

資本剰余金

前期末残高 347,896 394,056

当期変動額

新株の発行 46,160 95,472

当期変動額合計 46,160 95,472

当期末残高 394,056 489,528

利益剰余金

前期末残高 △1,009,856 △1,355,977

当期変動額

当期純損失（△） △346,120 △544,032

当期変動額合計 △346,120 △544,032

当期末残高 △1,355,977 △1,900,010

自己株式

前期末残高 △19,801 △19,801

当期末残高 △19,801 △19,801

株主資本合計

前期末残高 539,590 285,790

当期変動額

新株の発行 92,321 190,944

当期純損失（△） △346,120 △544,032

当期変動額合計 △253,799 △353,088

当期末残高 285,790 △67,297

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 2,493 101

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△2,392 △101

当期変動額合計 △2,392 △101

当期末残高 101 －

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 2,493 101

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△2,392 △101
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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)

当期変動額合計 △2,392 △101

当期末残高 101 －

新株予約権

前期末残高 － 6,028

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,028 △4,712

当期変動額合計 6,028 △4,712

当期末残高 6,028 1,316

少数株主持分

前期末残高 3,163 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,163 －

当期変動額合計 △3,163 －

当期末残高 － －

純資産合計

前期末残高 545,247 291,920

当期変動額

新株の発行 92,321 190,944

当期純損失（△） △346,120 △544,032

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 472 △4,813

当期変動額合計 △253,327 △357,902

当期末残高 291,920 △65,981
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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（△） △347,474 △543,423

減価償却費 6,119 16,136

のれん償却額 2,875 2,513

減損損失 － 89,676

退職給付引当金の増減額（△は減少） 349 521

貸倒引当金の増減額（△は減少） 28,782 127,373

受取利息及び受取配当金 △2,216 △1,012

支払利息 3,892 4,754

持分法による投資損益（△は益） △16,623 －

固定資産除売却損益（△は益） 47,738 △2,469

たな卸資産評価損 35,000 －

物品売却益 △22,391 －

投資有価証券売却損益（△は益） △3,062 553

子会社株式売却損益（△は益） － △9,259

投資育成有価証券売却損益 （△は益） △35,474 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 65,989

事業撤退損失 － 37,000

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,835

訴訟関連損失 17,433 －

支払手数料 5,550 8,841

為替差損益（△は益） 19 281

株式交付費 7,969 －

売上債権の増減額（△は増加） 28,528 14,068

たな卸資産の増減額（△は増加） △22,142 △201,273

仕入債務の増減額（△は減少） △24,384 189,255

未払金の増減額（△は減少） 23,419 △23,218

前受金の増減額（△は減少） － 136,468

未払又は未収消費税等の増減額 8,109 △19,519

その他の流動資産の増減額（△は増加） △25,839 －

その他 △476 △31,915

小計 △284,298 △135,820

利息及び配当金の受取額 2,074 1,272

利息の支払額 △3,859 △4,222

法人税等の支払額 △1,644 △4,298

事業撤退による支出 － △37,000

営業活動によるキャッシュ・フロー △287,728 △180,069
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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

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

△6,952 △457

有形固定資産の取得による支出 △723 △6,335

有形固定資産の売却による収入 75,844 4,410

無形固定資産の取得による支出 － △3,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △66,484

投資有価証券の売却による収入 12,281 673

出資金の払込による支出 △2,100 －

貸付けによる支出 △84,212 △107,879

貸付金の回収による収入 96,825 55,310

保険積立金の積立による支出 － △211

長期前払費用の取得による支出 △3,520 －

その他 14 △2,181

投資活動によるキャッシュ・フロー 87,458 △126,656

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） △1,000 129,434

長期借入れによる収入 － 5,535

長期借入金の返済による支出 △3,510 △38,774

株式の発行による収入 84,647 180,005

新株予約権の発行による収入 5,245 －

その他 △4,550 △2,814

財務活動によるキャッシュ・フロー 80,831 273,386

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19 △281

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △119,457 △33,621

現金及び現金同等物の期首残高 153,211 33,754

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 39,172

現金及び現金同等物の期末残高 33,754 39,305
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（５）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）

 当企業グループは、前連結会計年度に279百万円の営
業損失を計上し、当連結会計年度においても317百万円
の営業損失を計上しております。また、営業活動によ
るキャッシュ・フローにおいても前連結会計年度は163
百万円のマイナス、当連結会計年度は287百万円のマイ
ナスを計上しております。当該状況により、継続企業
の前提に関する重要な疑義が存在しております。  
 当企業グループは当該状況を解消すべく、前連結会
計年度より推し進めている事業の精査による経営資源
の集中、コスト削減を強化し、既存事業の収支改善を
図ってまいります。具体的には、塑性加工事業を運営
する関連会社が当連結会計年度において、大幅な収支
改善を行い黒字化を達成いたしました。また、当連結
会計年度は第三者割当増資を実施し、事業資金の調達
を行っております。  
 当企業グループは、新規投資育成先の発掘活動を精
力的に行い、当企業グループ発展のため成長性の高い
事業及び安定的に収益を生み出す事業などを獲得する
べく鋭意努力してまいります。その他、資金につきま
しては、当連結会計年度に第三者割当増資を実施した
ほか、新株予約権の発行も行っており、事業の進捗に
伴って行使を促進することにより、今後1年間の資金は
十分に確保できる見込みであります。  
 しかしながら、上記の対応は新株予約権の行使状況
や新規事業の進捗度合いにより変動する可能性があり
ます。そのため、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として作成し
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反映しておりません。 

当企業グループは、前連結会計年度に317百万円の営
業損失を計上し、当連結会計年度においても290百万円
の営業損失を計上しており、営業活動によるキャッシ
ュ・フローにおいても前連結会計年度は287百万円のマ
イナス、当連結会計年度は180百万円のマイナスを計上
しております。また、一部の諸経費の支払を遅延して
おります。当該状況により、継続企業の前提に関する
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。当企業グループは、当該状況を解消し又は改善す
べくコスト削減を継続し、既存事業の収支改善を図る
とともに、不採算事業からの撤退と収益性の高い事業
への進出を図ってまいります。  
 既存事業につきましては、当連結会計年度に連結子
会社とした㈱SPCが行っている自動車関連部品の製造や
携帯電話やナビゲーターなどの液晶パネル等のガラス
加工などのメーカー事業のより一層の強化を図りま
す。  
 また当連結会計年度において、新たに㈱Thanks Lab.
と㈱GWインベストメントを連結子会社とし、それぞれ
メディア・コンテンツ事業とM&A・投資アドバイザリー
事業を強化していくこととなりました。メディア・コ
ンテンツ事業は、映画・舞台・TV等の制作、配給、宣
伝などを行い、当社の持つネットワークを積極的に活
用することにより、高い成長を期待するものでありま
す。M&A・投資アドバイザリー事業につきましては、有
力なM&Aや投資先の案件情報の集約を行い、対象企業に
対して経営アドバイスや各種コンサルティングを行う
ことにより、クライアントの企業価値を高め、さらな
るM&Aや投資案件の発掘につなげることにより、高い収
益獲得を目指してまいります。  
 資金調達につきましては、当社は平成23年２月18日
付で当社の第４回新株予約権のうち、未行使分22,700
個を有償取得し、その全てを消却しております。その
結果、今後、第４回新株予約権の行使による資金調達
が見込めなくなったため、当面の事業資金及び運転資
金を借入により調達する予定であります。加えて、第
三者割当増資を実施することにより、安定した事業資
金と運転資金を確保し、資本の増強を図ってまいりま
す。  
 上記のとおり、継続的なコスト削減、既存事業の強
化ならびに借入、第三者割当増資による資本の増強に
より、今後１年間の資金は十分に確保できる見込みで
あります。しかしながら、上記の対応は既存事業の業
績や資金調達の状況等により変動する可能性がありま
す。そのため、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として作成し
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反映しておりません。
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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） 

（６）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

項目
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の変更 （1）連結の範囲の変更

 当連結会計年度より、株式追加取得により、持分法適用会社
であった㈱SPCを、また新たに株式を取得することにより㈱
Thanks Lab.及び㈱GWインベストメントを連結の範囲に含めてお
ります。また、当連結会計年度において、株式を売却したた
め、ブランディング＆パートナーズ.㈱、㈱PCF、㈱フォトニク
ス・オプトメディカル及び㈱PCIをそれぞれ連結の範囲より除外
しております。 
（2）変更後の連結子会社の数 
 ４社

２ 持分法の適用に関する事項の変更 （1）持分法適用会社の変更
 当連結会計年度より、株式追加取得により持分法適用会社で
あった㈱SPCを持分法の適用範囲から除外しております。 
（2）変更後の持分法適用関連会社の数 
 －

３ 会計処理基準に関する事項の変更 (1)「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 
当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企
業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に
関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号
平成20年３月31日）を適用しております。  
 これにより、営業損失及び経常損失は812千円、税金等調整前
当期純損失は3,647千円の増加となっております。  
(2)「企業結合に関する会計基準」等の適用  
 当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」（企業
会計基準第21号 平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する
会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研
究開発費等に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23
号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企
業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計
基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）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」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用
しております。 
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表示方法の変更

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)

(連結貸借対照表)

1.前連結会計年度まで、区分掲記していた「投資有価証

券」（当連結会計年度1,091千円）は、資産の総額の100

分の1以下となったため投資その他の資産の「その他」と

して表示いたしました。

2.前連結会計年度まで、流動負債の「その他」に含めて

表示していた「未払金」（前連結会計年度21,845千円）

は、負債及び純資産の合計額の100分の5を超えたため区

分掲記しております。

3.前連結会計年度まで、区分掲記していた「繰延税金負

債」（当連結会計年度69千円）は、負債及び純資産の合

計額の100分の1以下となったため固定負債の「その他」

として表示いたしました。

（連結貸借対照表）

1.前連結会計年度まで、流動資産の「その他」に含め
て表示していた「短期貸付金」（前連結会計年度
11,170千円）は、重要性が増したため、区分掲記して
おります。
2.前連結会計年度まで、流動資産の「その他」に含め
て表示していた「未収入金」（前連結会計年度10,058
千円）は、重要性が増したため、区分掲記しておりま
す。
3.前連結会計年度まで、投資その他の資産の「その
他」に含めて表示していた「投資有価証券」（前連結
会計年度1,091千円）は、重要性が増したため、区分掲
記しております。

(連結損益計算書)

1.前連結会計年度まで、区分掲記していた「受取手数

料」（当連結会計年度2,200千円）は、営業外収益の総額

の100分の10以下となったため営業外収益の「その他」と

して表示いたしました。

（連結損益計算書関係）

1.前連結会計年度まで、特別損失の「その他」に含め
て表示していた「事業撤退損」（前連結会計年度387千
円）は、重要性が増したため、区分掲記しておりま
す。
2.「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準
第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表等の用
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21年３月24日 内閣府令第５号）の
適用に伴い、当連結会計年度では、「少数株主損益調
整前当期純損失」の科目を表示しております。

追加情報

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）

― （包括利益計算書関係）
当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会

計基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を
適用しております。ただし、「その他の包括利益累計
額」及び 「その他の包括利益累計額合計」の前連結会
計年度の金額 は、「評価・換算差額等」及び「評価・
換算差額等合計」の金額を記載しております。
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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 △348,513千円  

   少数株主に係る包括利益   △3,163千円 

   計            △351,676千円  

 ※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  △2,392千円  

   計             △2,392千円 

  

１  報告セグメントの概要 

(1)報告セグメントの決定方法  

当社の報告セグメントは、当社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、定期的に検討を行なう対象となっているもので

あります。 

 当社は「メディア・コンテンツ」「メーカー」「M&A・投資アドバイザリー」の３事業をコア事業と

しているため、報告セグメントも当該３事業を対象としております。 

(2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類  

「メディア・コンテンツ」事業では、映画・WEBなどのコンテンツ制作を行なっております。「メー

カー」事業では、精密塑性加工及びエッチングによるガラスの精密加工事業を行なっております。

「M&A・投資アドバイザリー」事業では、経営アドバイスや各種コンサルティングを行なうことにより

クライアントの企業価値を高めることを目的としてまいります。 

  

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

報告されているセグメントごとの会計処理の方法は、連結財務諸表作成における会計処理の方法と概

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。 

  

（７）【連結財務諸表に関する注記】

(連結包括利益計算書関係)

(セグメント情報)
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３  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) 

当社グループは、当連結会計年度において、事業ポートフォリオの大幅な変更があったため、前連結

会計年度に遡ってセグメント情報を抽出することが実務上困難であります。よって、当連結会計年度の

算定方法に基づいて作り直した前連結会計年度のセグメント情報は開示しておりません。 

 また、同様に、実務上困難なため、前連結会計年度の算定方法に基づいて作り直した当連結会計年度

のセグメント情報は開示しておりません。 

  

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) 

 
（注）1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、旧「精密機器及び装置事業」「光

計測装置事業」等を含んでおります。 

2.調整額は、以下のとおりであります。 

(1)セグメント損失の調整額△47,541千円は、報告セグメントに配分していない一般管理費等の全社

費用△50,770千円及びセグメント間取引消去3,228千円であります。 

(2)セグメント資産の調整額△44,624千円はセグメント間消去△44,624千円であります。 

3.セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行なっております。 

  

(単位：千円)

報告セグメント
その他
（注）1

合計
調整額 
（注）2

連結損益計
算書計上額
（注）3メディア・

コンテンツ
メーカー

M&A・投資
アドバイザ

リー
計

売上高

  外部顧客への売上高 75,005 345,669 6,927 427,602 390 427,993 - 427,993

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

550 - 6,113 6,663 36 6,699 △6,699 -

計 75,555 345,669 13,041 434,266 426 434,693 △6,699 427,993

セグメント利益又は 
損失（△）

△126,797 △85,373 △31,561 △243,732 316 △243,415 △47,541 △290,957

セグメント資産 89,885 579,235 123,269 792,390 - 792,390 △44,624 747,765

その他の項目

  減価償却費 337 12,506 3,293 16,136 - 16,136 - 16,136

 のれんの償却 - - 2,513 2,513 - 2,513 - 2,513

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

15,000 6,945 2,890 24,835 - 24,835 - 24,835
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（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21日）を適用しております。  
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

   
２ １株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 

(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)

１株当たり純資産額 4,757円42銭 △892円62銭

１株当たり当期純損失 6,570円25銭 7,809円47銭

潜在株式調整後 
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

利益については、１株当たり当期純

損失であるため記載しておりませ

ん。

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、１株当たり当期純

損失であるため記載しておりませ

ん。

前連結会計年度末 

平成22年６月30日

当連結会計年度末 

平成23年６月30日

連結貸借対照表の純資産の部の合計

額

291,920千円 △65,981千円

普通株式に係る純資産額 285,892千円 △67,297千円

連結貸借対照表の純資産の部の合計

額と１株当たり純資産額の算定に用

いられた普通株式に係る連結会計年

度末の純資産額との差額の主な内訳

 新株予約権 6,028千円 1,316千円

普通株式の発行済株式数 61,076株 76,376株

普通株式の自己株式数 982株 982株

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式の数

 

60,094株

 

75,394株

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)

連結損益計算書上の当期純損失 346,120千円 544,032千円

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る当期純損失 346,120千円 544,032千円

普通株式の期中平均株式数 52,680株 69,663株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株

式の概要

 

 

 

①第1回新株予約権(ストッ

ク・オプション)

潜在株式の種類 普通株式

潜在株式の数 500株

②第2回新株予約権(ストッ

ク・オプション)

潜在株式の種類 普通株式

潜在株式の数 2,000株

③第3回新株予約権

潜在株式の種類 普通株式

潜在株式の数 15,400株

④第4回新株予約権

潜在株式の種類 普通株式

潜在株式の数 38,000株

 

 

①第3回新株予約権

潜在株式の種類 普通株式

潜在株式の数 15,400株
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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)

平成22年7月26日開催の取締役会において、当社は持

分法適用関連会社である株式会社SPCの株式を一部取得

し、連結子会社とすることを決議いたしました。また、

平成22年8月12日付で払込を完了し、当該株式を取得い

たしました。  

（1）被取得企業の名称及びその事業内容、企業結合を

行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式並び

に結合後企業の名称及び取得した議決権比率 

 ①被取得企業の名称及びその事業内容 

  被取得企業の名称 株式会社SPC  

  事業内容     精密塑性加工及びエッチングに

よるガラスの精密加工事業 

 ②企業結合を行った主な理由 

 株式会社SPCの業績向上推進のため、継続的な黒字化

を達成できるよう新規顧客開拓や管理部門強化など積極

的な支援を行うことを目的として株式を取得いたしまし

た。 

 ③企業結合日 

  平成22年8月12日 

 ④企業結合の法的形式並びに結合後企業の名称 

  企業結合の法的形式 第三者割当増資引受による株

式の取得 

  結合後企業の名称  変更はありません。 

 ⑤取得した議決権比率  

  株式取得直前に所有していた議決権比率 38.4％ 

  企業結合日に追加取得した議決権比率  19.0％ 

  取得後の議決権比率          50.1％ 

（2）被取得企業の取得原価及びその内訳 

  取得の対価   499千円 

  なお、所要資金は自己資金を充当いたします。 

（3）段階取得に係る利益の金額 

  816千円 

（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債

の額並びにその主な内訳 

  流動資産  157,294千円 

  固定資産  177,723千円 

  資産合計  335,017千円 

  流動負債  104,308千円 

  固定負債   94,588千円 

  負債合計  198,896千円 

（5）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び

償却期間 

 ①のれんの金額  816千円 

 ②発生原因     

   当社の第三者割当増資引受による取得の対価と増

資前に取得していた株式の時価評価を行った金額が、受

入純資産の額を上回ったことによるものであります。 

 ③償却方法及び償却期間 

   5年間にわたる均等償却

該当事項はありません。
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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６月30日)

当事業年度
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 22,229 4,080

売掛金 1,811 5,310

貯蔵品 26 －

前払費用 2,902 525

短期貸付金 11,530 88,050

預け金 10,000 －

その他 3,593 6,023

貸倒引当金 △2,617 △67,064

流動資産合計 49,475 36,925

固定資産

有形固定資産

建物 20,890 19,490

減価償却累計額 △17,312 △15,131

建物（純額） 3,577 4,359

機械及び装置 11,340 6,327

減価償却累計額 △7,965 △3,796

機械及び装置（純額） 3,374 2,530

工具、器具及び備品 5,713 5,347

減価償却累計額 △5,551 △5,230

工具、器具及び備品（純額） 162 117

有形固定資産合計 7,114 7,007

無形固定資産

その他 0 0

無形固定資産合計 0 0

投資その他の資産

投資有価証券 1,091 10,000

関係会社株式 0 0

投資育成関係会社有価証券 2,347 －

投資育成有価証券 20,000 －

長期貸付金 1,072,570 511,748

役員に対する長期貸付金 18,346 －

長期前払費用 16 －

長期未収入金 323,556 293,875

敷金及び保証金 8,492 4,170

貸倒引当金 △1,201,852 △717,988

投資その他の資産合計 244,568 101,806

固定資産合計 251,683 108,813

資産合計 301,158 145,739
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(単位：千円)

前事業年度
(平成22年６月30日)

当事業年度
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

短期借入金 － 92,500

未払金 6,988 63,362

未払費用 13 461

未払法人税等 3,343 7,409

預り金 1,146 2,375

前受金 210 －

その他 － 450

流動負債合計 11,701 166,560

固定負債

繰延税金負債 69 －

退職給付引当金 719 －

固定負債合計 789 －

負債合計 12,490 166,560

純資産の部

株主資本

資本金 1,267,513 1,362,985

資本剰余金

資本準備金 46,160 141,632

その他資本剰余金 347,896 347,896

資本剰余金合計 394,056 489,528

利益剰余金

利益準備金 1,000 1,000

その他利益剰余金

別途積立金 100,000 100,000

繰越利益剰余金 △1,460,230 △1,955,849

利益剰余金合計 △1,359,230 △1,854,849

自己株式 △19,801 △19,801

株主資本合計 282,537 △22,137

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 101 －

評価・換算差額等合計 101 －

新株予約権 6,028 1,316

純資産合計 288,667 △20,821

負債純資産合計 301,158 145,739
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（２）損益計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

当事業年度
(自 平成22年７月１日
至 平成23年６月30日)

売上高

経営管理料 8,100 6,113

売上高合計 8,100 6,113

売上原価

投資育成有価証券売上原価 93,208 －

賃貸原価 1,584 1,233

売上原価合計 94,793 1,233

売上総利益又は売上総損失（△） △86,693 4,880

販売費及び一般管理費 200,916 203,080

営業損失（△） △287,610 △198,199

営業外収益

受取利息 5,876 3,475

受取手数料 － 200

物品売却益 22,376 1,057

その他 2,280 2,441

営業外収益合計 30,534 7,174

営業外費用

支払利息 3,023 576

株式交付費 7,969 －

支払手数料 5,550 9,041

その他 1,038 726

営業外費用合計 17,580 10,344

経常損失（△） △274,657 △201,369

特別利益

貸倒引当金戻入額 32,068 －

固定資産売却益 5 －

投資育成関係会社有価証券売却益 300 －

買取債権回収益 － 13,335

特別利益合計 32,373 13,335

特別損失

固定資産除却損 － 778

子会社株式売却損 － 0

子会社株式評価損 － 112,599

投資有価証券売却損 － 2,835

投資有価証券評価損 － 10,000

貸倒引当金繰入額 116,092 148,652

債権放棄損失 － 28,934

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,835

その他 689 －

特別損失合計 116,782 306,634
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

当事業年度
(自 平成22年７月１日
至 平成23年６月30日)

税引前当期純損失（△） △359,066 △494,669

法人税、住民税及び事業税 950 950

法人税等合計 950 950

当期純損失（△） △360,016 △495,619
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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７月１日
至 平成22年６月30日)

当事業年度
(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 1,221,352 1,267,513

当期変動額

新株の発行 46,160 95,472

当期変動額合計 46,160 95,472

当期末残高 1,267,513 1,362,985

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 － 46,160

当期変動額

新株の発行 46,160 95,472

当期変動額合計 46,160 95,472

当期末残高 46,160 141,632

その他資本剰余金

前期末残高 347,896 347,896

当期末残高 347,896 347,896

資本剰余金合計

前期末残高 347,896 394,056

当期変動額

新株の発行 46,160 95,472

当期変動額合計 46,160 95,472

当期末残高 394,056 489,528

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 1,000 1,000

当期末残高 1,000 1,000

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 100,000 100,000

当期末残高 100,000 100,000

繰越利益剰余金

前期末残高 △1,100,214 △1,460,230

当期変動額

当期純損失（△） △360,016 △495,619

当期変動額合計 △360,016 △495,619

当期末残高 △1,460,230 △1,955,849

利益剰余金合計

前期末残高 △999,214 △1,359,230
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

当事業年度
(自 平成22年７月１日
至 平成23年６月30日)

当期変動額

当期純損失（△） △360,016 △495,619

当期変動額合計 △360,016 △495,619

当期末残高 △1,359,230 △1,854,849

自己株式

前期末残高 △19,801 △19,801

当期末残高 △19,801 △19,801

株主資本合計

前期末残高 550,233 282,537

当期変動額

新株の発行 92,321 190,944

当期純損失（△） △360,016 △495,619

当期変動額合計 △267,695 △304,675

当期末残高 282,537 △22,137

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 258 101

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △157 △101

当期変動額合計 △157 △101

当期末残高 101 －

評価・換算差額等合計

前期末残高 258 101

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △157 △101

当期変動額合計 △157 △101

当期末残高 101 －

新株予約権

前期末残高 － 6,028

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,028 △4,712

当期変動額合計 6,028 △4,712

当期末残高 6,028 1,316
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

当事業年度
(自 平成22年７月１日
至 平成23年６月30日)

純資産合計

前期末残高 550,491 288,667

当期変動額

新株の発行 92,321 190,944

当期純損失（△） △360,016 △495,619

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,870 △4,813

当期変動額合計 △261,824 △309,488

当期末残高 288,667 △20,821
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