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1.  平成23年7月期の連結業績（平成22年8月1日～平成23年7月31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7月期 14,770 △11.8 △94 ― △251 ― △1,534 ―
22年7月期 16,744 14.0 125 ― △60 ― △567 ―

（注）包括利益 23年7月期 △1,067百万円 （―％） 22年7月期 △1,189百万円 （―％）

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7月期 △195.25 ― ― △3.4 △0.6
22年7月期 △72.74 ― △68.1 △0.7 0.7

（参考） 持分法投資損益 23年7月期  ―百万円 22年7月期  △2百万円

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7月期 6,462 160 △13.4 △107.13
22年7月期 8,227 1,208 2.8 29.06

（参考） 自己資本   23年7月期  △868百万円 22年7月期  226百万円

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7月期 △95 △0 △398 807
22年7月期 △46 1,289 △602 1,302

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7月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年7月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年7月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  平成24年7月期の連結業績予想（平成23年8月1日～平成24年7月31日） 
次期の業績予想につきましては、当社は株式会社整理回収機構からの借入金の返済期日が平成23年９月30日となっており、今後の株式会社整理回収機
構からの当社の借入金の返済に関しまして、資金繰りに影響を与える可能性があります。こうした状況下におきまして当社グループの事業再編及び新たな
収益事業の展開等の当社業績に与える影響につきまして、現時点では合理的な算定が困難であることから、未定とさせていただきます。今後予想が可能
になりました段階で改めて公表いたします。 



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 

（注）詳細は、27ページ「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」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の根拠となる株式数については、36ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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7月期 8,105,456 株 22年7月期 7,795,456 株
② 期末自己株式数 23年7月期 445 株 22年7月期 445 株
③ 期中平均株式数 23年7月期 7,857,011 株 22年7月期 7,795,011 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年7月期の個別業績（平成22年8月1日～平成23年7月31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7月期 175 △42.7 △131 ― △269 ― △1,569 ―
22年7月期 305 108.5 17 ― △148 ― △610 ―

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7月期 △199.70 ―
22年7月期 △78.35 ―

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7月期 3,345 △702 △21.0 △86.81
22年7月期 4,784 426 8.9 54.72

（参考） 自己資本 23年7月期  △703百万円 22年7月期  426百万円

※ 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財務諸表の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
の監査手続きは実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
当社は、投資家の皆様に誤解されない適切な予想の開示が困難であるため、業績予想は開示しておりません。 
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当連結会計年度におけるわが国の経済は、海外経済の改善や経済対策を始めとする政策の効果などを

背景に、企業収益は改善されつつありましたが、海外景気の下振れ懸念や為替相場の変動、雇用情勢の

悪化懸念、東北地方太平洋沖地震の影響等により、先行きは依然として不透明な状況にあります。 

このような状況下、当社グループは、事業再構築のスピードアップを図り、早期の収益の安定化及び

財務体質の健全化を図るとともに、新規子会社の設立により新たな事業を開始しております。 

また、資本効率の観点から既存事業の見直しを行い、子会社株式の売却等による連結範囲の見直しも

行いました。 

当社グループは、当連結会計年度におきましては、連結範囲の見直し等により売上高が減少いたしま

した。また、連結範囲の見直し及び経費削減効果により販売費及び一般管理費が168,606千円減少した

ものの、売上高の減少をカバーできず、営業損失94,833千円を計上しております。  

営業外損益は、支払利息を182,373千円計上しており、当連結会計年度におきましても経常損失

251,065千円を計上しております。 

また、投資先の個別の損益状況、純資産価値など総合的に評価した結果、投資有価証券評価損を

868,450千円及び投資損失引当金繰入額を70,721千円計上いたしました。 

以上の結果、当連結会計年度における業績は、連結売上高が14,770,038千円（前年同期比11.8％減）

となり、連結営業損失は94,833千円（前年同期は営業利益125,152千円）、連結経常損失は251,065千円

（前年同期は経常損失60,943千円）、連結当期純損失は1,534,090千円（前年同期は当期純損失567,039

千円）となりました。また、連結当期純損失を1,534,090千円計上したことにより、868,300千円の債務

超過となっております。 

  

当連結会計年度における各事業の概況は、以下のとおりであります。文章中の売上高は、「外部顧客

に対する売上高」を記載しております。 

当連結会計年度における青果卸売事業は、大型量販店による産地直接買付けや全国で展開している

「道の駅」等の増加により市場外流通が日増しに増加しており、これらによる市場経由率が低下する

など、市場を取巻く環境は依然として深刻な状況に直面しております。九州地方に於きましては、春

先の低温と日照不足および梅雨時期の長雨により、入荷量は減少したものの単価高での推移となりま

した。 

その結果、売上高は14,327,129千円（前年同期比1.2％増）、営業利益は34,898千円（前年同期比

23.4％減）となりました。  

  

当連結会計年度における企業経営支援事業は、Ｍ＆Ａ関連事業、コンサルティング事業、財務及び

業務支援事業の拡充を行い、新たに店舗売却・出店コンサルティング事業及び保険代理店事業を開始

しております。 

その結果、売上高は418,908千円、営業利益は99,273千円となりました。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

① 青果卸売事業

② 企業経営支援事業
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当連結会計年度における不動産管理事業は、熊青西九州青果株式会社が保有する土地及び建物の賃

貸による安定した売上高及び営業利益を計上しております。その結果、売上高は24,000千円（前年同

期は24,000千円）、営業利益は21,924千円（前年同期比5.0％増）となりました。 

  

  

次期の業績予想につきましては、当社は株式会社整理回収機構からの借入金の返済期日が平成23年

９月30日となっており、今後の株式会社整理回収機構からの当社の借入金の返済に関しまして、資金

繰りに影響を与える可能性があります。こうした状況下におきまして当社グループの事業再編及び新

たな収益事業の展開等の当社業績に与える影響につきまして、現時点では合理的な算定が困難である

ことから、未定とさせていただきます。 

なお、既存事業であります企業経営支援事業におきましては、中小企業に向けた実践的なコンサル

ティング・ノウハウを活用して、あらゆる側面から企業の事業サポートを行い売上高の増加に努めて

まいります。 

また、青果卸売事業、不動産管理事業等で安定的な収益を確保しつつ、更なる経費削減に努めてま

いります。 

  

③ 不動産管理事業

（次期の見通し）
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 ①資産・負債・純資産の状況 

当連結会計年度末における流動資産は、現金及び預金が前期末より509,513千円減少したこと等によ

り、1,337,921千円（前期末2,075,585千円、前期末比737,663千円減）となりました。 

  

当連結会計年度末における固定資産の残高は、投資有価証券が前期末より962,280千円減少したこと

等により、5,124,910千円（同6,151,799千円、同1,026,889千円減）となりました。 

  

当連結会計年度末における流動負債は、短期借入金が前期末より179,624千円減少したこと等によ

り、4,592,342千円（同5,168,603千円、同576,261千円減）となりました。 

  

当連結会計年度末における固定負債は、長期借入金が前期末より214,116千円減少したこと等によ

り、1,709,692千円（同1,850,716千円、同141,023千円減）となりました。 

  

当連結会計年度における純資産は、新株発行による19,409千円の増加がありましたが、利益剰余金が

前期末より1,534,090千円減少したことにより、160,796千円（同1,208,064千円、同1,047,268千円減）

となりました。これにより、自己資本比率は△13.4％（前期末2.8％）となりました。 

  

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、営業活動による支出95,059

千円、投資活動による支出796千円、財務活動による支出398,898千円となり、前連結会計年度末と比べ

494,754千円減少いたしました。その結果、当連結会計年度末における資金の残高は807,447千円となり

ました。 

  

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失1,454,982

千円となり、投資有価証券評価損868,450千円等のキャッシュ・フローの増加要因もありましたが、利

息の支払額179,808千円等の減少があり、95,059千円のキャッシュ・フローの減少となりました。  

  

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入

111,803千円等の増加要因もありましたが、投資有価証券の取得による支出49,873千円等の減少があ

り、796千円のキャッシュ・フローの減少となりました。 

  

(2) 財政状態に関する分析

(流動資産)

(固定資産)

(流動負債)

(固定負債)

(純資産)

 ② キャッシュ・フローの状況

(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)
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当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出

250,091千円、短期借入金の純増減額△157,500千円等のキャッシュ・フローの減少があり、398,898千

円のキャッシュ・フローの減少となりました。 

  

継続企業の前提に関する注記について分析・検討内容は同項目に記載したとおりであり、当社としま

しては当該事象を解消すべく以下の諸対策を実施しております。 

当社グループは、これまで培ってきたノウハウを生かし既存事業の強化に取り組んでおります。ま

た、青果卸売事業及び不動産管理事業など安定した収益が確保できる事業に人的及び資金的リソース

を集中し収益基盤の強化を行っております。 

当社グループは、販売費及び一般管理費の削減を行うと同時に連結範囲の見直しにより販売費及び

一般管理費が前連結会計年度より168,606千円の削減を実施いたしました。これらの経費の圧縮によ

り会社資源を集中しております。 

当社グループは、保有資産の有効活用及び財務体質の強化を図るため、資本効率の観点から既存事

業の見直しによる子会社株式の売却等による連結範囲の見直しも行いました。また、経費においても

より一層の削減により財務体質の健全化を図ってまいります。 

  

当社は、株主への利益還元を経営の重要な課題として位置付けており、各期の経営成績や事業展開等

を総合的に判断し利益配当による株主還元を実施する基本方針を持っておりますが、当期におきまして

は当期純損失を計上しており、誠に遺憾ながら無配としております。 

  

当社グループの熊青西九州青果株式会社は、熊本県において地方卸売市場を運営しております。同

市場は主として青果、果実や輸入果実を取り扱っております。青果、果実につきましては、その年の

産地の気候によって収穫量、品質が変化するほか、台風、地震等の自然災害によっても収穫量が急変

する可能性があり、かかる場合農産物価格の乱高下により、当社グループの収益に影響を与える可能

性があります。 

  

当社グループの熊青西九州青果株式会社が運営する地方卸売市場は、取扱農産物の料率等において

法的な規制がなされております。当社は、当該法的規制については緩和ないし撤廃される方向である

と認識しておりますが、地方卸売市場の運営にかかる法的規制が何らかの理由により強化された場

合、当社グループの競争力や収益に影響を与える可能性があります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

(3）重要事象について

① 収益基盤の確立

② 経費削減

③ 財務基盤の強化

(4）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(5) 事業等のリスク

① 事業内容について

ア 天候不順等による収益への影響について

イ 卸売市場に関する法的規制について
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近年、地方卸売市場を取巻く問題点として市場外流通の増加と仲卸業者の減少と経営悪化が考えら

れます。青果の流通形態は卸売市場を経由するものと経由しないものに大別され、この卸売市場を経

由しない市場外流通が年々増加しているため、卸売市場自体の取扱高が減少する傾向にあります。市

場外取引の増加に対しては、仕入及び販売チャネルの多様化が一段と進展する中で、商機を的確に捉

え生産者や出荷者に提供することにより取引先の信頼を高め取扱高を高めるように努めております

が、地方卸売市場を取巻く環境の変化により当社グループの収益に影響を与える可能性があります。

  

  

当社グループは、業容拡大を図るためＭ＆Ａを経営の重要な手段として位置づけてきております。

Ｍ＆Ａの遂行につきましては、当社グループ内のシナジー効果が期待できること、将来の収益力向

上、グループ活性化等の長期的なグループ戦略を判断基準としております。そのため、対象企業の財

務内容や契約関係について綿密なデューデリジェンスを行うことにより、買収によるリスクを極力回

避することが必要と考えております。しかしながら、対象企業が価値算定時に期待した収益等を計上

できない場合や、デューデリジェンス時に検出できなかった偶発債務や未認識債務等が顕在化した場

合には、当社グループの業績等に影響を与える可能性があります。 

  

当社は、様々な投資機会を捉えて有価証券投資を行っておりますが、投資対象は、未公開株式と上

場株式に大別されます。 

未上場株式に関しては、流動性が低いこと、株式の売却等に至らずに破綻してしまうこと、売却の

場合にも、売却金額が投資金額を下回ること、投資資金の回収期間が長期化すること等のリスクを有

しております。上場株式においては、市況の状況により引当金の計上や減損損失を計上する可能性が

あります。 

こうしたリスクを回避するため、投融資を行う際には、第三者による株価算定書の入手、信用調

査、事業提携先のトップとの面談等を行い、当社グループ内に設置した株価算定会議や出資委員会に

おける十分な議論の後、取締役会で承認するというコーポレート・ガバナンスに則った手続きを一層

強化し、減損リスクを 小限にするために 大限の努力をする所存であります。 

  

当社グループは、有形固定資産として土地等、無形固定資産としてソフトウェア等を有しておりま

す。また、未公開企業の投資有価証券及び上場株式を有しております。これら資産につきましては、

当該資産から得られる収益や投資有価証券の価値に基づいて定期的に評価を行っておりますが、十分

な収益を生み出さないと判断された場合、あるいは投資有価証券の価値が一定以上下落したと判断さ

れた場合及び市場価値が下落した場合は減損および引当金の計上により、当社グループの収益に影響

を与える可能性があります。 

  

ウ 地方卸売市場を取巻く環境について

エ Ｍ＆Ａについて

オ 投融資について

カ 資産の減損について
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当社グループは、営業活動に必要な資金調達を第三者割当増資や新株予約権等のエクイティーファ

イナンスと金融機関からのデットファイナンスにより調達しておりますが、株式市況の変動や当社グ

ループの与信低下、金利上昇等により、当社グループの資金調達の動向や業績に影響を与える可能性

があります。 

  

偶発債務につきましては、連結財務諸表注記(連結貸借対照表関係)に記載のとおり、取引に伴う偶

発債務が発生する可能性があります。 

債務保証 

単位(千円) 

 
  

銀行の窓口販売の拡大や保険会社の再編もあり、代理店収益が圧迫されるリスクがあります。ま

た、個人情報が漏洩した場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  

当社グループは、事業の対象となる顧客が小規模の企業が多く売掛金の回収が遅延、回収不能にな

る可能性があります。当社は顧客の分散、与信管理の強化、与信枠の規定化など十分な与信管理を行

い貸倒発生のリスク軽減に努めてまいります。 

  

当社グループは、組織及び事業の再構築を行っており、優秀な人材の確保及び社員のモチベーショ

ン向上が組織の活性化及び事業の再構築を加速させるため不可欠であると認識しておりますが、当社

グループの求める人材が充分に確保できない場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があ

ります。 

  

顧客情報等の内部情報流出につきましては、近年多数の実例が発生し、企業の管理体制に対する見

方も厳しさを増しております。当社グループにおきましても、顧客等に関する情報の取り扱いには充

分に留意し、情報漏洩を防止するためのシステム作り、社内教育、資格の獲得等の組織的な活動を強

化しております。現在のところ顧客情報が漏洩した事例はありませんが、万一上記措置を講じたにも

係らず顧客情報が漏洩した場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  

当社グループは、前連結会計年度及び当連結会計年度におきましても当期純損失を計上しておりま

す。当該状況の解消を図るべく、当社グループとして対策を講じてまいりますが、これらの対策が計

画通りに進捗しなかった場合は、予想していた収益が確保できない可能性があります。 

  

キ 資金調達について

ク 偶発債務発生について

保証先 連結会計年度末 内容

中小企業保証機構㈱ 2,494 リース債務

計 2,494

ケ 保険代理店事業について

② その他のリスクについて

ア 貸倒リスクについて

イ 組織体制について

ウ 顧客情報等の管理について

エ 収益基盤の確立について
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当社グループは、Ｂ２Ｂポータルサイトやサービス提供のためのサイトを制作、販売いたしており

ます。当該システムの制作過程においては第三者の産業財産権を侵害しないよう細心の注意を払うと

同時に、当社グループで制作したシステムに関する産業財産権についてはこれを当社グループにおい

て留保できるよう契約書等に記載し、その保護に努めておりますが、将来的に当社グループ事業に関

連した産業財産権がどのように法的に保護または規制されるかは不透明な部分があり、第三者が当社

グループ制作のシステムと類似した特許権、意匠権等を取得した場合、当該第三者との間で産業財産

権をめぐる使用差し止めや損害賠償請求等の訴訟が提起される可能性があります。 

  

当社グループは株式会社整理回収機構から平成23年８月２日付準消費貸借契約にて2,693,000千円

の融資を受けております。当該融資に関し期限の利益を有しておりますが、株式会社整理回収機構か

らの当社グループの借入金の返済に関しまして、資金繰りに影響を与える可能性があります。 

  

「継続企業の前提に関する注記」において記載しておりますとおり、当社グループは継続企業の前

提に関する重要な疑義が下記のとおり生じております。 

当社グループは収益面において前連結会計年度567,039千円、当連結会計年度1,534,090千円の当期

純損失を計上し、純資産はプラスであるものの、少数株主持分を差し引くと868,300千円の債務超過

となり、大阪証券取引所（JASDAQ市場）の上場廃止基準に抵触となります。 

当該状況の解消を図るべく当社グループとして対策を講じてまいりますが、これらの対策が計画通

りに進捗しなかった場合は、予想していた収益が確保できない可能性があります。 

なお、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況のあるリスク詳細及び対応につきまし

ては、連結財務諸表注記、財務諸表注記の「継続企業の前提に関する注記」に記載のとおりでありま

す。 

  

当社グループが関連当事者と営業上または金融上の取引を行う場合は、第三者との取引価格、市場価

格、金利や為替等の市場水準を考慮し、第三者との取引に準じた価格等で取引することをその基本方針

としております。また、当社グループと役職員個人との取引はこれを禁止しております。 

  

オ 知的財産権について

カ 準消費貸借契約について

キ 継続企業の前提に関する注記について

③ 関連当事者との関係に関する基本方針
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当社グループは、当社（クレスト・インベストメンツ株式会社）、連結子会社７社（熊青西九州青果

株式会社、株式会社ＳＥＩＳＨＩＮ、キーパーズ株式会社、西九州ハートフルサービス株式会社、株式

会社Ｍ＆Ａオークション、株式会社店舗総合研究所、クレスト・インシュアランス株式会社により構成

されております。 

  

当連結会計年度における各事業の概況は、以下のとおりであります。 

当社子会社の熊青西九州青果株式会社は、熊本県を中心とする地方卸売市場を営んでおり安定的な

収益を確保しております。しかしながら青果卸売事業を取巻く環境は、市場法の改正、需要及び価格

の低迷など厳しい状況が予想され収益への不安定要素も多く存在しております。 

 そのため当社といたしましては、当社グループの多様なリソースを 大限に活用し市場関係者（生

産者、仲買人、小売人等）にとってメリットのある市場を創ることにより、安定した収益の確保に努

めてまいります。 

  

企業経営支援事業は、当社のノウハウや経験を生かしてあらゆる側面から企業の事業サポートを行

っております。 

事業内容として、Ｍ＆Ａ関連事業、財務及び業務支援事業、コンサルティング事業、店舗売却・出

店コンサルティング事業を強化してまいりました。 

また、クレスト・インシュアランス株式会社を設立したことにより、保険代理店事業を開始してお

ります。 

  

不動産関連事業は、熊青西九州青果株式会社が所有する不動産の一部を外部に賃貸しております。

  

以上の事業の概要を図示すれば、次の「企業系統図」のとおりであります。 

  

２．企業集団の状況

① 青果卸売事業

② 企業経営支援事業

③ 不動産管理事業
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［企業系統図］ 
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当社グループは、中小企業に向けた実践的なコンサルティング・ノウハウを活用して、あらゆる側面

から企業の事業サポートを行ってまいります。 

 当社グループは、青果卸売事業、不動産管理事業など安定的な収益を確保している事業へ集中すると

共に、Ｍ＆Ａ関連事業、コンサルティング事業、財務及び業務支援事業、店舗売却・出店コンサルティ

ング事業を強化してまいりました。また、新規子会社の設立により、積極的に新しい事業への進出も行

っております。 

 なお、資本効率の観点から既存事業の見直しを行いユメックスアイプラス株式会社の株式譲渡を行い

連結範囲の見直しを行っております。 

  

当社グループは、当連結会計年度に当期純損失を計上しており、安定した収益基盤の確立にはいたっ

ておりません。これを打開するためにグループ再編、財務体質の強化、経費の削減、新事業の構築など

を行ってまいります。また、保有する投資有価証券の流動化促進及び営業収益の安定化によるキャッシ

ュ・フローの改善、株式価値の向上を行ってまいります。 

  

当社グループが中長期的に達成すべき目標 

① 収益体質への転換 

② 収益の安定成長 

③ キャッシュ・フローの改善 

④ 株式価値の向上施策 

の４点を 重要事項として位置付け、これを実現する考えであります。 

収益体質への転換といたしまして下記の施策を行っております。 

イ.青果卸売事業の積極的な展開による収益の向上を目指してまいります。 

  青果卸売事業の展開は九州地区を中心に行っておりますが既存の産地からの集荷物以外に他の

地域からより多くの青果物の確保が今後の収益拡大に直結いたします。 

 そのため他の地域市場との事業提携又は資本提携等を積極的に行い、集荷物の量的拡大を行う

ことにより収益力の強化を図ってまいります。 

 ロ.新規事業への展開強化 

 新たな収益事業の展開及びＭ＆Ａも視野に入れた収益確保も積極的に行ってまいります。 

  

財務面におきましては、財務基盤の安定化を図るため、資本増強、投資先の企業価値の向上施策によ

る投資有価証券の売却推進、採算を重視した既存事業の見直しのほか、コスト構造の見直しを行い引き

続きコスト削減に努めて財務体質の健全化を図ります。 

  

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

① 財務体質の健全化

クレスト･インベストメンツ㈱（2318）平成23年７月期決算短信

11



  

当社グループは、生産性の追求を行い収益の向上を図るため組織を抜本的に見直し、営業体制の再構

築を行い、少数精鋭の組織体制を構築してまいります。また、開示体制及び内部管理体制につきまして

も強化してまいります。 

  

当社グループは、これまで培ってきたノウハウを生かし既存事業の強化を行い青果卸売事業及び不動

産管理事業など安定的な収益が確保できる事業に人的及び資金リソースを集中し収益の向上を目指しま

す。 

また、経営陣を派遣し積極的に経営に関与するハンズオン型の投資を行う事により、新たな事業にも

進出し収益基盤の確立を進めてまいります。 

② 組織管理体制の強化

③ 収益基盤の強化
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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７月31日)

当連結会計年度
(平成23年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※1 1,450,802 ※1 941,289

受取手形及び売掛金 481,831 320,242

商品及び製品 36,859 16,591

仕掛品 20,257 －

原材料及び貯蔵品 24,305 654

短期貸付金 399 1,601

繰延税金資産 4,412 7,967

その他 62,692 66,498

貸倒引当金 △5,976 △16,923

流動資産合計 2,075,585 1,337,921

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 900,412 896,006

減価償却累計額 △556,631 △582,459

建物及び構築物（純額） ※1 343,781 ※1 313,547

機械装置及び運搬具 406,293 326,202

減価償却累計額 △297,381 △249,970

機械装置及び運搬具（純額） 108,911 76,232

工具、器具及び備品 83,767 84,151

減価償却累計額 △70,321 △72,344

工具、器具及び備品（純額） 13,446 11,806

土地 ※1 2,888,019 ※1 2,888,019

有形固定資産合計 3,354,158 3,289,605

無形固定資産

ソフトウエア 142,411 38,960

のれん 19,461 17,532

その他 81,235 15,658

無形固定資産合計 243,108 72,151

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 4,330,401 ※1 3,368,120

長期貸付金 1,449 21,848

差入保証金 78,517 99,233

破産更生債権等 101,113 92,832

その他 45,801 95,500

貸倒引当金 △103,919 △104,898

投資損失引当金 △1,898,830 △1,809,483

投資その他の資産合計 2,554,532 1,763,153

固定資産合計 6,151,799 5,124,910

資産合計 8,227,385 6,462,832
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年７月31日)

当連結会計年度
(平成23年７月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 239,764 166,952

短期借入金 ※1 3,674,249 ※1 3,494,625

1年内返済予定の長期借入金 ※1 297,716 ※1 179,116

未払金 303,484 230,834

未払法人税等 48,222 30,793

預り金 398,991 398,607

仮受金 96,942 －

賞与引当金 7,301 15,958

その他 101,931 75,454

流動負債合計 5,168,603 4,592,342

固定負債

長期借入金 ※1 1,030,313 ※1 816,197

長期預り金 133,071 132,564

繰延税金負債 605,139 668,379

退職給付引当金 71,981 84,951

役員退職慰労引当金 5,200 7,600

その他 5,012 －

固定負債合計 1,850,716 1,709,692

負債合計 7,019,320 6,302,035

純資産の部

株主資本

資本金 6,389,147 6,398,852

資本剰余金 3,316,730 3,326,435

利益剰余金 △9,226,776 △10,760,867

自己株式 △13,372 △13,372

株主資本合計 465,728 △1,048,952

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △239,233 180,651

その他の包括利益累計額合計 △239,233 180,651

新株予約権 － 758

少数株主持分 981,569 1,028,339

純資産合計 1,208,064 160,796

負債純資産合計 8,227,385 6,462,832
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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８月１日
至 平成22年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年８月１日
至 平成23年７月31日)

売上高 16,744,838 14,770,038

売上原価 14,881,261 13,295,053

売上総利益 1,863,576 1,474,984

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 1,738,424 ※1, ※2 1,569,818

営業利益又は営業損失（△） 125,152 △94,833

営業外収益

受取利息 1,168 572

受取配当金 14,131 14,004

雑収入 40,168 26,082

負ののれん償却額 17,218 －

その他 405 2,105

営業外収益合計 73,093 42,765

営業外費用

支払利息 218,239 182,373

持分法による投資損失 2,334 －

雑損失 38,163 －

その他 452 16,623

営業外費用合計 259,189 198,996

経常損失（△） △60,943 △251,065

特別利益

投資有価証券売却益 206,091 1,207

固定資産売却益 ※3 180 ※3 1

貸倒引当金戻入額 87,627 2,305

投資損失引当金戻入額 107,063 －

受取和解金 － 144,000

補助金収入 － 50,000

その他 46,997 17,931

特別利益合計 447,960 215,445

特別損失

固定資産処分損 ※4 49 ※4 87,883

投資損失引当金繰入額 92,411 70,721

投資有価証券売却損 73,497 7,054

投資有価証券評価損 712,462 868,450

匿名組合投資損失 － 356,158

貸倒損失 3,692 6,518

貸倒引当金繰入額 － 17,952

その他 31,459 4,621

特別損失合計 913,573 1,419,362

税金等調整前当期純損失（△） △526,557 △1,454,982

法人税、住民税及び事業税 59,461 42,200

法人税等調整額 △40,669 △9,488

法人税等合計 18,791 32,712

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △1,487,694

少数株主利益 21,690 46,395

当期純損失（△） △567,039 △1,534,090
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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８月１日
至 平成22年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年８月１日
至 平成23年７月31日)

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △1,487,694

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － 420,259

その他の包括利益合計 － 420,259

包括利益 － △1,067,435

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － △1,114,205

少数株主に係る包括利益 － 46,769
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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８月１日
至 平成22年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年８月１日
至 平成23年７月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 6,389,147 6,389,147

当期変動額

新株の発行 － 9,704

当期変動額合計 － 9,704

当期末残高 6,389,147 6,398,852

資本剰余金

前期末残高 3,316,730 3,316,730

当期変動額

新株の発行 － 9,704

当期変動額合計 － 9,704

当期末残高 3,316,730 3,326,435

利益剰余金

前期末残高 △8,659,737 △9,226,776

当期変動額

当期純損失（△） △567,039 △1,534,090

当期変動額合計 △567,039 △1,534,090

当期末残高 △9,226,776 △10,760,867

自己株式

前期末残高 △13,372 △13,372

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △13,372 △13,372

株主資本合計

前期末残高 1,032,767 465,728

当期変動額

新株の発行 － 19,409

当期純損失（△） △567,039 △1,534,090

当期変動額合計 △567,039 △1,514,681

当期末残高 465,728 △1,048,952

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 405,328 △239,233

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△644,561 419,885

当期変動額合計 △644,561 419,885

当期末残高 △239,233 180,651

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 405,328 △239,233

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△644,561 419,885

当期変動額合計 △644,561 419,885

当期末残高 △239,233 180,651

新株予約権

前期末残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 758

当期変動額合計 － 758

当期末残高 － 758
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年８月１日
至 平成23年７月31日)

少数株主持分

前期末残高 934,844 981,569

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 46,725 46,769

当期変動額合計 46,725 46,769

当期末残高 981,569 1,028,339

純資産合計

前期末残高 2,372,940 1,208,064

当期変動額

新株の発行 － 19,409

当期純損失（△） △567,039 △1,534,090

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △597,836 467,413

当期変動額合計 △1,164,875 △1,047,268

当期末残高 1,208,064 160,796
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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８月１日
至 平成22年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年８月１日
至 平成23年７月31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（△） △526,557 △1,454,982

減価償却費 128,681 89,641

負ののれん償却額 △17,218 －

のれん償却額 2,414 2,061

貸倒引当金の増減額（△は減少） △68,842 14,172

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,884 8,656

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,560 12,970

投資損失引当金の増減額（△は減少） 9,305 70,721

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △58,351 －

受取利息及び受取配当金 △15,300 △14,577

支払利息 218,239 182,373

新株発行費償却 － 11,475

持分法による投資損益（△は益） 2,334 －

匿名組合投資損益（△は益） 28,271 350,297

投資有価証券売却損益（△は益） △135,809 5,846

投資有価証券評価損益（△は益） 712,462 868,450

子会社株式売却損益（△は益） △504 △12,025

固定資産除売却損益（△は益） △130 87,882

補助金収入 － △50,000

和解金 － △144,000

売上債権の増減額（△は増加） △151,676 44,475

たな卸資産の増減額（△は増加） 37,777 209

仕入債務の増減額（△は減少） 45,440 △28,634

その他 △12,731 △32,567

小計 206,479 12,446

利息及び配当金の受取額 15,198 14,577

利息の支払額 △217,101 △179,808

補助金の受取額 － 50,000

受取和解金の受取額 － 84,500

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △51,303 △76,774

営業活動によるキャッシュ・フロー △46,726 △95,059
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年８月１日
至 平成23年７月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △95,814 △53,900

定期預金の払戻による収入 49,713 53,520

短期貸付金の増減額（△は増加） 3,500 －

長期貸付金の回収による収入 1,398 899

破産更生債権等の回収による収入 86,678 －

有形固定資産の取得による支出 △40,049 △39,002

無形固定資産の取得による支出 △76,115 △17,187

有形固定資産の売却による収入 420 1,054

無形固定資産の売却による収入 － 3,360

投資有価証券の取得による支出 △395,262 △49,873

投資有価証券の売却による収入 1,525,411 111,803

子会社株式の売却による収入 － 47,489

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

△12,713 －

新規連結子会社取得による収入 87,780 －

関係会社株式の売却による収入 7,000 －

その他 147,587 △58,960

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,289,534 △796

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） △428,704 △157,500

長期借入れによる収入 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △366,906 △250,091

株式の発行による収入 － 7,745

その他 △6,801 947

財務活動によるキャッシュ・フロー △602,411 △398,898

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 640,396 △494,754

現金及び現金同等物の期首残高 661,805 1,302,201

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,302,201 ※1 807,447
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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８月１日
至 平成22年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年８月１日
至 平成23年７月31日)

 当社グループは、平成21年7月期に当期純損失を計上

しております。 

 平成22年7月期におきましては、平成22年9月に日本振

興銀行株式会社が、東京地方裁判所に対して民事再生手

続開始の申立てを行ったことを踏まえ、平成22年7月期

にて当社が保有しております日本振興銀行株式会社の株

式及び本事象に関しまして、日本振興銀行株式会社の株

式を保有している投資先に関する投資有価証券の見積も

りを訂正し、株式評価減を行ったことにより、当期純損

失567,039千円を計上するにいたりました。

 当社グループは日本振興銀行株式会社から特殊当座

借越契約にて2,950百万円の融資を受けております。当

該融資に関し期限の利益を有しておりますが、契約期

間が平成22年11月30日となっており、日本振興銀行株

式会社からの当社グループの借入金の返済に関しまし

て、資金繰りに影響を与える可能性があります。 

 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。 

 連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解

消すべく以下の施策を行っております。 

１．収益基盤の強化 

 当社グループは、これまで培ってきたノウハウを生

かし既存事業の強化に取り組んでおります。また、青

果卸売事業及び不動産管理事業など安定的な収益が確

保できる事業に人的及び資金リソースを集中し収益の

基盤の強化を進めてまいります。 

２．財務基盤の強化 

 当社グループは、保有資産の有効活用及び財務体質

の強化を図るため、1,525,411千円の投資有価証券の売

却を行っております。 

 また、事業の選択と集中により事業の選別を行い、

経費においてもより一層の削減により財務体質の健全

化を図ってまいります。 

  

 しかし、日本振興銀行株式会社が東京地方裁判所に

対して民事再生手続開始の申立てを行ったことを受け

て、今後の日本振興銀行株式会社の経営方針の動向に

より、当社グループの借入金に対しての継続の不透明

性があり、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さ

れており、上記のような重要な疑義の影響を連結財務

諸表には反映しておりません。

 当社グループは、平成22年7月期に当期純損失を計上

しております。 

 平成23年７月期におきましても継続して1,534,090千

円の当期純損失を計上しており、純資産はプラスである

ものの、少数株主持分を差し引くと868,300千円の債務

超過となり、大阪証券取引所（JASDAQ市場）の上場廃止

基準に抵触となります。 

 日本振興銀行株式会社は平成22年９月10日付で東京地

方裁判所に対して民事再生手続開始の申立てを行いまし

たが、同行の当社に対する債権が平成23年５月26日付を

もって、株式会社整理回収機構へ譲渡されました。この

債権につきましては、平成23年８月２日付準消費貸借契

約にて2,693,000千円の融資として、平成23年９月30日

まで期限が延長されております。今後の株式会社整理回

収機構の対応方針によっては、株式会社整理回収機構か

らの当社の借入金の返済に関しまして、資金繰りに影響

を与える可能性があります。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。連結財務諸表提出会社である当社は、

当該状況を解消すべく以下の施策を行っております。

１．収益基盤の強化

 当社グループは、これまで培ってきたノウハウを生か

し既存事業の強化に取り組んでおります。また、青果卸

売事業及び不動産管理事業など安定的な収益が確保でき

る事業に人的及び資金リソースを集中し収益の基盤の強

化を進めてまいります。

２．経費削減

 当社グループは、販売費及び一般管理費の削減を行う

と同時に連結範囲の見直を行い、これらの経費の圧縮に

より会社資源を集中しております。

３．財務基盤の強化

 当社グループは、保有資産の有効活用及び財務体質の

強化を図っております。また、事業の選択と集中により

事業の選別を行い、経費においてもより一層の削減を

し、資本の増強等により財務体質の健全化を図ってまい

ります。

 以上の施策を講じておりますものの、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。連

結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、こ

のような重要な不確実性の影響は連結財務諸表に反映さ

れておりません。 
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（６）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８月１日
至 平成22年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年８月１日
至 平成23年７月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数   ７社 

  主要な連結子会社の名称 

   熊青西九州青果㈱ 

   ㈱ＳＥＩＳＨＩＮ 

   キーパーズ㈱ 

   西九州ハートフルサービス㈱ 

   ユメックスアイプラス㈱ 

   ㈱Ｍ＆Ａオークション 

   ㈱店舗総合研究所 

   (旧 ㈱ＶＬＤＤ)

 ㈱生産者のれん会、㈱八天堂リテ

イリング、㈱匠味本舗、㈱彩豆堂は

平成22年７月31日で株式譲渡したこ

とにより、連結の範囲から除外して

おります。  

 ㈱ＶＬＤＤは平成22年５月１日付

で㈱店舗総合研究所に商号変更して

おります。  

 

(1) 連結子会社の数   ７社 

  主要な連結子会社の名称 

   熊青西九州青果㈱ 

   ㈱ＳＥＩＳＨＩＮ 

   キーパーズ㈱ 

   西九州ハートフルサービス㈱ 

   クレスト・インシュアランス㈱ 

   ㈱Ｍ＆Ａオークション 

   ㈱店舗総合研究所

 ユメックスアイプラス㈱は平成22

年９月15日で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。  

 クレスト・インシュアランス㈱を

平成22年12月21日に設立したため、

連結の範囲に含めております。

(2) 主要な非連結子会社の名称

  ㈱ジェイ・ポップ・カフェ・イン

ターナショナル

(2) 主要な非連結子会社の名称

  該当ありません。

  (範囲から除いた理由) 

 非連結子会社は小規模会社であ

り、合計の総資産、売上高、当期

純損益(持分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)等は連結

財務諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。

  

  ㈱ジェイ・ポップ・カフェ・イン

ターナショナルは平成23年４月20

日に株式譲渡したことにより、非

連結子会社でなくなりました。

   

２ 持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法適用の関連会社  

 該当ありません。 

 大同印岡山大同青果㈱は平成22年

７月23日に持分比率の低下により、

持分法適用の範囲から除外しており

ます。

(1) 持分法適用の関連会社  

 該当ありません。

(2) 持分法非適用の非連結子会社の名

称

  ㈱ジェイ・ポップ・カフェ・イン

ターナショナル

(2) 持分法非適用の非連結子会社の名

称

該当ありません。

  ㈱ジェイ・ポップ・カフェ・イン

ターナショナルは平成23年４月20

日に株式譲渡したことにより、持

分法非適用の非連結子会社でなく

なりました。
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年８月１日
至 平成23年７月31日)

  (範囲から除いた理由)

   非連結子会社は小規模会社であ

り、合計の総資産、売上高、当期

純損益(持分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)等は連結

財務諸表に重要な影響を及ぼして

いないため、持分法を適用せず原

価法によっております。

 

  

   

(3) 持分法非適用の関連会社

  該当事項はありません。

(3) 持分法非適用の関連会社

  該当事項はありません。

(4) 持分法適用会社のうち、決算日が

連結決算日と異なる会社について

は、各社の事業年度に係る財務諸表

を使用しております。ただし、連結

決算日までの期間に発生した重要な

取引については、必要な調整を行っ

ております。

(4)     ―――

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 キーパーズ㈱の決算日は、６月30日

であります。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、

連結決算日との差異が３ヶ月を超える

㈱ＳＥＩＳＨＩＮ、熊青西九州青果

㈱、西九州ハートフルサービス㈱、㈱

Ｍ＆Ａオークション及び㈱店舗総合研

究所については７月末日で仮決算を行

い、その他の連結子会社は決算日現在

の財務諸表を使用しております。ただ

し、連結決算日までの期間に発生した

重要な取引については、連結上必要な

調整を行っております。 

 キーパーズ㈱の決算日は、６月30日

であります。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、

連結決算日との差異が３ヶ月を超える

㈱ＳＥＩＳＨＩＮ、熊青西九州青果

㈱、西九州ハートフルサービス㈱、㈱

Ｍ＆Ａオークション及び㈱店舗総合研

究所については７月末日で仮決算を行

い、その他の連結子会社は決算日現在

の財務諸表を使用しております。ただ

し、連結決算日までの期間に発生した

重要な取引については、連結上必要な

調整を行っております。    

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

  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

移動平均法により算定)を採用し

ております。

① 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

   移動平均法による原価法

  時価のないもの

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年８月１日
至 平成23年７月31日)

② たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産

 評価基準は原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げ方法）によっておりま

す。

 商品・原材料……移動平均法

 製品………………総平均法

 仕掛品……………個別法

 貯蔵品…………… 終仕入原価法

② たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産

 評価基準は原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げ方法）によっておりま

す。

 商品………………移動平均法    

 貯蔵品…………… 終仕入原価法

 

 

 (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 

 （リース資産を除く）

  定率法を採用しております。

  主な耐用年数は、以下のとおりで

あります。

① 有形固定資産 

 （リース資産を除く）

同左

  建物及び構築物   ８年～50年

  機械装置       ６年～13年

  工具器具備品    ３年～15年

 建物及び構築物  ６年～50年  

  機械装置       ７年～13年   

 工具器具備品      ３年～15年

② 無形固定資産 

（リース資産を除く）

  ソフトウェア

  (市場販売目的のソフトウェア)

   見込有効期間(３年間)における

販売見込数量を基準とした償却額

と残存有効期間に基づく均等配分

額とを比較し、いずれか大きい額

を償却しております。

  (自社利用目的のソフトウェア)

   見込利用可能期間(５年)に基づ

く定額法によっております。

② 無形固定資産 

（リース資産を除く）

  ソフトウェア

同左

  
 
 

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価

格を零とする定額法を採用しており

ます。なお、リース取引開始日が平

成20年７月31日以前のリース取引に

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によっており

ます。

③ リース資産

同左

④ 長期前払費用

  均等償却しております。

④ 長期前払費用

同左

 (3) 繰延資産の処理方法        ―――

 

株式交付費

支出時に全額費用として処理しており

ます。
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年８月１日
至 平成23年７月31日)

 (4) 重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金

  売上債権等の貸倒損失に備えるた

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。

① 貸倒引当金

同左

② 投資損失引当金

  当社グループは、システム等の販

売先企業に対して、一定額の投資を

行うことを基本方針としており、こ

れら時価のない株式の実質価額の下

落による損失に備えるため、原則と

して投資後１年を経過しているもの

については、投資先の財政状態等を

勘案した一定の基準を適用して算出

された損失負担見込額を計上してお

ります。当連結会計年度末におい

て、システム等の販売先企業91社

(連結子会社または持分法適用の関

連 会 社 を 除 く ) に 対 し て 合 計

2,171,235千円の投資を行っており

ますが、このうち78社に関しては、

当連結会計年度末において、投資損

失引当金1,898,830千円を計上して

おります。

② 投資損失引当金

  時価のない株式の実質価額の下落

による損失に備えるため、原則とし

て投資後１年を経過しているものに

ついては、投資先の財政状態等を勘

案した一定の基準を適用して算出さ

れた損失負担見込額を計上しており

ます。当連結会計年度末において、

99社(連結子会社または持分法適用

の関連会社を除く)に対して合計

2,269,812千円の投資を行っており

ますが、このうち76社に関しては、

当連結会計年度末において、投資損

失引当金1,809,483千円を計上して

おります。

③ 退職給付引当金

  子会社の熊青西九州青果㈱におい

て、従業員の退職給与に備えるた

め、退職給付会計に関する実務指針

(会計制度委員会報告第13号)に定め

る簡便法に基づき、退職金規程によ

る当連結会計年度末自己都合要支給

額を計上しております。

③ 退職給付引当金

同左

④ 役員退職慰労引当金

  子会社の熊青西九州青果㈱におい

ては、役員の退職慰労金支出に備え

るため、役員退職金規程に基づく期

末要支給額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

同左

⑤ 賞与引当金

  子会社の熊青西九州青果㈱におい

ては、従業員の賞与の支給に備える

ため、当連結会計年度に負担すべき

支給見込額を計上しております。

⑤ 賞与引当金

  子会社の熊青西九州青果㈱及び西

九州ハートフルサービス㈱において

は、従業員の賞与の支給に備えるた

め、当連結会計年度に負担すべき支

給見込額を計上しております。
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追加情報 

項目
前連結会計年度

(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年８月１日
至 平成23年７月31日)

 (5) 重要なヘッジ会計の方

法

① ヘッジ会計の方法

  実施しているデリバティブ取引

は、特例処理の要件を満たした金利

スワップ取引のみであるため、特例

処理を採用しております。

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 金利スワップ

ヘッジ対象 変動金利建ての 

借入金  

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 同左

ヘッジ対象 同左

③ ヘッジ方針

  金利変動リスクを回避するために

デリバティブ取引を利用することを

基本方針としております。

③ ヘッジ方針

同左

④ ヘッジ有効性評価の方法

  金利スワップ取引については、事

前に特例処理の条件に合致している

ことを確認しているため、事後の有

効性の評価を省略しております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (6) 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ます。

消費税等の会計処理

同左

 (7) のれんの償却方法及び

償却期間

――― のれんについては原則として10年間で

均等償却しております。

 (8) 連結キャッシュフロー

計算書における資金の

範囲

――― 手元現金、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 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 のれんの償却方法及び償

却期間

のれんについては原則として10年間で

均等償却しております。

―――

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

手元現金、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。

―――

前連結会計年度
(自  平成21年８月１日
至  平成22年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年８月１日
至 平成23年７月31日)

───────── 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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（７）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

会計方針の変更

前連結会計年度
(自  平成21年８月１日
至  平成22年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年８月１日
至 平成23年７月31日)

───────── (資産除去債務に関する会計基準等)

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。

これによる当連結会計年度の営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。 

 なお、当連結会計年度において資産除去債務の適用に

より変動した額はありません。

表示方法の変更

前連結会計年度
(自  平成21年８月１日
至  平成22年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年８月１日
至 平成23年７月31日)

（連結貸借対照表）
 前連結会計年度まで流動資産において区分掲記して
おりました「未収入金」は、総資産の総額の100分の５
以下となったため、流動資産の「その他」に含めて表
示することにしました。 
 
（連結損益計算書）
 前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含め
て表示しておりました「雑損失」は、営業外費用の総
額の100分の10をこえたため区分掲記しました。 
 なお、前連結会計年度における「雑損失」の金額は
24,210千円であります。 
 前連結会計年度まで特別利益の「その他」に含めて
表示しておりました「貸倒引当金戻入額」は、特別利
益の総額の100分の10をこえたため区分掲記しました。 
 なお、前連結会計年度における「貸倒引当金戻入
額」の金額は10,786千円であります。 
 

(連結損益計算書関係)
当連結会計年度より、「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）を適用し、「少数株主
損益調整前当期純損失（△）」の科目で表示しておりま
す。
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（８）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成22年７月31日)

当連結会計年度 
(平成23年７月31日)

 

※１ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は次のとおりであります。

現金及び預金 77,000千円

建物 266,679千円

土地 2,839,009千円

投資有価証券 1,367,941千円

関係会社株式 1,217,482千円

 合計 5,768,113千円

 なお、上記親会社が保有する関係会社株式は連

結手続き上消去されております。 

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 3,324,249千円

一年内返済予定の長期借入金 188,208千円

長期借入金 938,417千円

 合計 4,450,874千円

 

※１ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は次のとおりであります。

現金及び預金 70,000千円

建物 258,037千円

土地 2,839,009千円

投資有価証券 1,002,199千円

関係会社株式 1,217,482千円

 合計 5,386,728千円

 なお、上記親会社が保有する関係会社株式は連

結手続き上消去されております。 

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 3,313,000千円

一年内返済予定の長期借入金 167,108千円

長期借入金 771,309千円

 合計 4,251,417千円

 ２ 偶発債務  ２ 偶発債務

  (1) 債務保証

保証先 金額(千円) 内容

中小企業保証機構㈱ 14,898 リース債務

㈱ブリッジ 708,320 借入債務

 計 723,219
 

  (1) 債務保証

保証先 金額(千円) 内容

中小企業保証機構㈱ 2,494 リース債務

 計 2,494

 

  (2) 手形割引及び裏書譲渡高

受取手形割引高 44,000千円

受取手形裏書譲渡高 60,056千円
 

         ――――――――

 ３ 当社グループは運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行４行及び中小企業保証機構株式会社と当

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。

当座貸越極度額及び貸出コミットメ
ントラインの総額

5,673,000千円

借入実行残高 3,463,000千円

差引額借入未実行残高 2,210,000千円
 

 ３ 当社グループは運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行３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。

当座貸越極度額及び貸出コミットメ
ントラインの総額

610,000千円

借入実行残高 610,000千円

差引額借入未実行残高 ―
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前連結会計年度(自 平成21年８月１日 至 平成22年７月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
  

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当すべき事項はありません。 

  

３ 配当に関する事項 

該当すべき事項はありません。 

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年８月１日
至 平成23年７月31日)

※１ 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。

給料手当 523,991千円

減価償却費 46,525千円

賞与引当金繰入額 11,132千円

退職給与引当金繰入額 12,960千円

貸倒引当金繰入額 5,556千円

※１ 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。

給料手当 429,485千円

減価償却費 38,780千円

賞与引当金繰入額 36,234千円

退職給与引当金繰入額 17,294千円

貸倒引当金繰入額 17,388千円

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、ありません。

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、ありません。

 

※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

ソフトウエア 180千円

 固定資産売却益 計 180千円
 

※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 1千円

 固定資産売却益 計 1千円

 

※４ 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

車両運搬具 49千円

 固定資産処分損 計 49千円

※４ 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 322千円

機械装置及び運搬具 1,202千円

ソフトウエア 86,358千円

 固定資産処分損 計 87,883千円

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度末 
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度 
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

 普通株式 7,795,456 ― ― 7,795,456

合計 7,795,456 ― ― 7,795,456

自己株式

 普通株式 445 ― ― 445

合計 445 ― ― 445
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当連結会計年度(自 平成22年８月１日 至 平成23年７月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
 (変動事由の概要)  

  普通株式の増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

     第18回新株予約権の権利行使による増加 310,000株 

  

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 
 (注）１．目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しておりま

      す。 

    ２．目的となる株式の数の変動事由の概要 

      第18回新株予約権の増加1,550,000株は、発行による増加であります。 

         第18回新株予約権の減少310,000株は、権利行使による減少であります。 

  

３ 配当に関する事項 

該当すべき事項はありません。 

  

前連結会計年度末 
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度 
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

 普通株式 7,795,456 310,000 ― 8,105,456

合計 7,795,456 310,000 ― 8,105,456

自己株式

 普通株式 445 ― ― 445

合計 445 ― ― 445

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる 
株式の種類

新株予約権の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
当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計 
年度末

提出会社
第三者割当による
第18回新株予約権

普通株式 － 1,550,000 310,000 1,240,000 758

(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８月１日
至 平成22年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年８月１日
至 平成23年７月31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

(千円)

現金及び預金勘定 1,450,802

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △148,600

現金及び現金同等物 1,302,201

※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

(千円)

現金及び預金勘定 941,289

保険会社勘定に見合う現金及び預金 △4,342

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △129,500

現金及び現金同等物 807,447
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１ その他有価証券 

 
（注）以下については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他

有価証券」には含めておりません。 

 
  

２ 前連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成21年８月１日 至 平成22年７月31日) 

 
  

３ 減損処理を行った有価証券 

 前連結会計年度において、その他有価証券（時価を把握することが極めて困難と認められるもの 

 を含む）について712,462千円の減損処理を行っております。 

  

  

(有価証券関係)

Ⅰ 前連結会計年度

種類
連結貸借対照表
計上額(千円)

取得原価(千円) 差額(千円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

株式 723,389 587,721 135,668

小計 723,389 587,721 135,668

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

株式 651,895 956,943 △305,047

小計 651,895 956,943 △305,047

合計 1,375,285 1,544,664 △169,378

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

 その他有価証券

  非上場株式 2,189,878

  非上場内国債券 310

  その他 764,925

区分 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

 株式 1,525,411 206,091 73,497

        合計 1,525,411 206,091 73,497
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（単位：百万円） 

 
（注）以下については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他

有価証券」には含めておりません。 

 
  

（単位：百万円） 

 
  

３ 減損処理を行った有価証券 

 当連結会計年度において、その他有価証券（時価を把握することが極めて困難と認められるもの 

 を含む）について868,450千円の減損処理を行っております。 

  

Ⅱ 当連結会計年度

１．その他有価証券（平成23年７月31日）

区分 連結貸借対照表計上額 取得原価 差額

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

株式 1,028,120 722,453 305,666

小計 1,028,120 722,453 305,666

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

株式 70,187 70,571 △383

小計 70,187 70,571 △383

合計 1,098,308 793,025 305,282

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

 その他有価証券

  非上場株式 1,988,782

  非上場内国債券 217

  その他 280,812

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自  平成22年８月１日  至  平成23年７月31日）

区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

株式 111,803 1,207 7,054

合計 111,803 1,207 7,054
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前連結会計年度(自 平成21年８月１日 至 平成22年７月31日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分に属する主要な商品、製品、役務 

青果卸売事業………………………青果、果実を扱う地方卸売場の運営 

企業経営支援事業…………………融資保証事業、Ｍ＆Ａ関連事業、財務及び業務支援事業、コンサルティン

グ事業 

食品流通事業………………………食品生産者支援事業 

不動産管理事業……………………土地及び建物の賃貸 

プリント基板製造販売事業………プリント基板の設計、製造、販売 

その他の事業………………………システム販売事業等 

３ 前連結会計年度に開示しておりました店舗企画・設計事業は運営事業の売却を行いました。 

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、3,251,876千円であり、その主なものは当社

での余資運用資金(現預金及び有価証券)及び管理部門に係る資産であります。 

５ のれん償却費はついては、減価償却費に含めております。 

  

前連結会計年度において、在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

(セグメント情報等)

(事業の種類別セグメント情報)

青果卸売事
業 

(千円)

企業経営支援 
事業 
(千円)

食品流通事
業 

(千円)

不動産管理
事業 
(千円)

プリント基
板製造販売

事業 
(千円)

その他の事
業 

(千円)

計 
(千円)

消去又は全
社 

(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業利益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

14,155,306 431,081 1,186,555 24,000 929,004 18,890 16,744,838 ― 16,744,838

 (2) セグメント間の内 
  部売上高又は振替高

― 200 ― 6,285 ― 2,560 9,046 (9,046) ―

計 14,155,306 431,281 1,186,555 30,285 929,004 21,451 16,753,884 (9,046) 16,744,838

  営業費用 14,109,766 407,716 1,173,234 9,396 930,482 28,742 16,659,339 (39,653) 16,619,685

  営業利益又は 
  営業損失(△)

45,539 23,564 13,320 20,888 △1,478 △7,290 94,545 30,607 125,152

Ⅱ 資産、減価償却費及 
  び資本的支出

  資産 3,940,716 137,884 ― 361,657 270,932 208,920 4,920,110 3,307,274 8,227,385

  減価償却費 60,902 29,586 11,965 ― 21,320 ― 123,774 7,321 131,095

  資本的支出 49,604 36,564 86,923 ― 19,404 ― 192,498 550 193,048

(所在地別セグメント情報)

(海外売上高)
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１ 報告セグメントの概要 

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、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

 当社は、製品・サービスの類似性から区分される「青果卸売事業」「企業経営支援事業」「不動産管理

事業」の３つを報告セグメントとしております。 

 「青果卸売事業」は、地方卸売市場を運営しております。「企業経営支援事業」は、Ｍ＆Ａ関連事業、

財務及び業務支援事業、コンサルティング事業、店舗売却・出店コンサルティング事業、保険代理店事業

を行っております。「不動産管理事業」は、不動産の一部を賃貸しております。 

  

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。 

  

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８月１日 至 平成22年７月31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）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）に準拠した場合と同

様の情報が開示されているため、省略しております。 

  

 当連結会計年度（自 平成22年８月１日 至 平成23年７月31日） 

                                      （単位：千円） 

(セグメント情報)

報告セグメント
合計

青果卸売事業 企業経営支援事業 不動産管理事業

売上高

  外部顧客への売上高 14,327,129 418,908 24,000 14,770,038

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 4,532 6,285 10,817

計 14,327,129 423,440 30,285 14,780,856

セグメント利益 34,898 99,273 21,924 156,096

セグメント資産 3,829,538 1,726,839 361,681 5,918,059

その他の項目

  減価償却費 57,781 24,942 ― 82,724

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

41,392 8,827 ― 50,219
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４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事

項) 
(単位：千円) 

 
  

(単位：千円) 

 
(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  
(単位：千円) 

 
(注)  全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物であります。 

  
  

(単位：千円) 

 
(注)  有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社の管理部門に係る資産であります。 

  

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。 
  

売上高 金額

報告セグメント計 14,780,856

セグメント間取引消去 △10,817

連結財務諸表の売上高 14,770,038

利益 金額

報告セグメント計 156,096

セグメント間取引消去 14,664

全社費用(注) △265,594

連結財務諸表の営業利益 △94,833

資産 金額

報告セグメント計 5,918,059

セグメント間消去 924

全社資産(注) 543,847

連結財務諸表の資産合計 6,462,832

その他の項目
報告セグメント計 調整額(注) 連結財務諸表計上額

当連結会計年度 当連結会計年度 当連結会計年度

減価償却費 82,724 6,917 89,641

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額

50,219 5,970 56,189

(追加情報)
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(注) １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、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８月１日
至 平成22年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年８月１日
至 平成23年７月31日)

 
１株当たり純資産額 29円06銭 １株当たり純資産額 △107円13銭

 
１株当たり当期純損失金額 72円74銭 １株当たり当期純損失金額 195円25銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、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。

前連結会計年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年８月１日
至 平成23年７月31日)

当期純損失(△)(千円) △567,039 △1,534,090

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) △567,039 △1,534,090

期中平均株式数(株) 7,795,011 7,857,011

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18回新株予約権 

新株予約権の数４個
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(開示の省略) 

リース取引、デリバティブ取引、退職給付、ストックオプション等、税効果会計、関連当事者間、金融商品、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必要性が大きくないと考えられるため開示を省略し

ております。 

(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年８月１日
至 平成23年７月31日)

（株式譲渡による子会社の異動）

 当社は、平成22年８月31日開催の取締役会において、

以下のとおりユメックスアイプラス株式会社株式を売却

することを決議いたしました。

１ 株式を譲渡した子会社の概要  

 ①商号     ユメックスアイプラス株式会社  

 ②代表者    静井 拓人  

 ③所在地    埼玉県深谷市折之口1817  

 ④資本金    15百万円  

 ⑤主な事業内容 プリント基板の設計、製造及び 

         販売

２ 株式の譲渡先の概要  

 ①商号      ユメックスアイプラス株式会社  

 ②代表者     静井 拓人   

  

 ①氏名      静井 拓人 

３ 株式の譲渡日   平成22年９月15日  

４ 譲渡株式の状況  

 ①譲渡株式数    1,000株 

（ユメックスアイプラス株式会社：500株、静井拓人

氏：500株） 

 ②譲渡価額     80,000千円  

（ユメックスアイプラス株式会社：40,000千円、静井拓

人氏：40,000千円） 

 ③譲渡後の持分比率 ０％

（準消費貸借契約）

１. 契約日：平成23年８月２日 
 ２. 借入額：2,693,000,000円 
 ３. 契約期限：平成23年９月30日 
 ４. 借入利率：3.83％ 
 ５. 借入先 ：株式会社整理回収機構
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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７月31日)

当事業年度
(平成23年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 947,697 462,788

売掛金 2,858 5,527

商品 0 －

前払費用 4,110 3,429

その他 29,532 9,049

貸倒引当金 △193 △59

流動資産合計 984,005 480,736

固定資産

有形固定資産

建物 21,225 22,952

減価償却累計額 △7,710 △10,523

建物（純額） 13,515 12,429

車両運搬具及び工具器具備品 7,708 8,746

減価償却累計額 △6,775 △7,428

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 933 1,317

有形固定資産合計 14,448 13,746

無形固定資産

ソフトウエア 5,859 5,614

電話加入権 255 255

無形固定資産合計 6,114 5,869

投資その他の資産

投資有価証券 4,310,471 3,317,513

関係会社株式 1,332,742 1,281,742

長期貸付金 － 20,800

長期前払費用 916 716

差入保証金 19,660 26,684

破産更生債権等 93,990 85,746

その他 19,145 19,145

貸倒引当金 △97,934 △97,283

投資損失引当金 △1,898,830 △1,809,483

投資その他の資産合計 3,780,161 2,845,581

固定資産合計 3,800,724 2,865,197

資産合計 4,784,730 3,345,933
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(単位：千円)

前事業年度
(平成22年７月31日)

当事業年度
(平成23年７月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 2,956,500 2,803,000

1年内返済予定の長期借入金 120,000 120,000

未払金 7,190 5,780

未払費用 19,934 22,249

未払法人税等 14,220 14,220

前受金 2,313 1,140

預り金 386,843 387,270

前受収益 1,075 525

仮受金 96,942 295

その他 7,969 －

流動負債合計 3,612,987 3,354,481

固定負債

長期借入金 690,000 570,000

繰延税金負債 55,203 124,328

固定負債合計 745,203 694,328

負債合計 4,358,191 4,048,810

純資産の部

株主資本

資本金 6,389,147 6,398,852

資本剰余金

資本準備金 2,190,293 2,199,998

その他資本剰余金 1,126,437 1,126,437

資本剰余金合計 3,316,730 3,326,435

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △9,027,330 △10,596,394

利益剰余金合計 △9,027,330 △10,596,394

自己株式 △13,372 △13,372

株主資本合計 665,174 △884,479

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △238,635 180,845

評価・換算差額等合計 △238,635 180,845

新株予約権 － 758

純資産合計 426,539 △702,876

負債純資産合計 4,784,730 3,345,933

クレスト･インベストメンツ㈱（2318）平成23年７月期決算短信

39



（２）損益計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

当事業年度
(自 平成22年８月１日
至 平成23年７月31日)

売上高

商品売上高 21,451 21,544

その他の事業収入 284,010 153,503

売上高合計 305,462 175,048

売上原価

商品売上原価 14,379 12,573

その他の事業原価 3,454 －

売上原価合計 17,833 12,573

売上総利益 287,628 162,474

販売費及び一般管理費

役員報酬 18,933 36,566

給料 60,445 76,955

支払手数料 87,373 88,703

業務委託費 18,242 5,617

減価償却費 7,404 7,117

貸倒引当金繰入額 － 124

その他 78,101 78,771

販売費及び一般管理費合計 270,501 293,857

営業利益又は営業損失（△） 17,127 △131,383

営業外収益

受取利息 879 686

受取配当金 13,710 13,710

業務受託料 31,000 16,700

雑収入 6,563 1,274

営業外収益合計 52,152 32,371

営業外費用

支払利息 177,583 150,007

その他 40,224 20,665

営業外費用合計 217,808 170,673

経常損失（△） △148,528 △269,685

特別利益

投資有価証券売却益 206,091 1,207

関係会社株式売却益 － 19,000

貸倒引当金戻入額 83,582 －

投資損失引当金戻入額 107,063 －

匿名組合投資利益 － 5,861

その他 51,319 －

特別利益合計 448,057 26,069

特別損失

投資有価証券売却損 73,497 7,054

投資有価証券評価損 712,462 866,472

投資損失引当金繰入額 92,411 70,721

匿名組合投資損失 － 356,158

貸倒損失 － 4,324

貸倒引当金繰入額 － 17,952

その他 29,271 537

特別損失合計 907,643 1,323,221

税引前当期純損失（△） △608,114 △1,566,838

法人税、住民税及び事業税 2,604 2,226

法人税等合計 2,604 2,226

当期純損失（△） △610,718 △1,569,064
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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８月１日
至 平成22年７月31日)

当事業年度
(自 平成22年８月１日
至 平成23年７月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 6,389,147 6,389,147

当期変動額

新株の発行 － 9,704

当期変動額合計 － 9,704

当期末残高 6,389,147 6,398,852

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 2,190,293 2,190,293

当期変動額

新株の発行 － 9,704

当期変動額合計 － 9,704

当期末残高 2,190,293 2,199,998

その他資本剰余金

前期末残高 1,126,437 1,126,437

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,126,437 1,126,437

資本剰余金合計

前期末残高 3,316,730 3,316,730

当期変動額

新株の発行 － 9,704

当期変動額合計 － 9,704

当期末残高 3,316,730 3,326,435

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 △8,416,611 △9,027,330

当期変動額

当期純損失（△） △610,718 △1,569,064

当期変動額合計 △610,718 △1,569,064

当期末残高 △9,027,330 △10,596,394

利益剰余金合計

前期末残高 △8,416,611 △9,027,330

当期変動額

当期純損失（△） △610,718 △1,569,064

当期変動額合計 △610,718 △1,569,064

当期末残高 △9,027,330 △10,596,394

自己株式

前期末残高 △13,372 △13,372

当期変動額

自己株式の取得 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 △13,372 △13,372
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

当事業年度
(自 平成22年８月１日
至 平成23年７月31日)

株主資本合計

前期末残高 1,275,893 665,174

当期変動額

新株の発行 － 19,409

当期純損失（△） △610,718 △1,569,064

自己株式の取得 － －

当期変動額合計 △610,718 △1,549,654

当期末残高 665,174 △884,479

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 405,801 △238,635

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△644,436 419,480

当期変動額合計 △644,436 419,480

当期末残高 △238,635 180,845

評価・換算差額等合計

前期末残高 405,801 △238,635

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△644,436 419,480

当期変動額合計 △644,436 419,480

当期末残高 △238,635 180,845

新株予約権

前期末残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 758

当期変動額合計 － 758

当期末残高 － 758

純資産合計

前期末残高 1,681,694 426,539

当期変動額

新株の発行 － 19,409

当期純損失（△） △610,718 △1,569,064

自己株式の取得 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △644,436 420,238

当期変動額合計 △1,255,155 △1,129,416

当期末残高 426,539 △702,876
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（４）継続企業の前提に関する注記

前事業年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

当事業年度
(自 平成22年８月１日
至 平成23年７月31日)

 当社は、平成21年7月期に当期純損失を計上しており

ます。 

 平成22年7月期におきましては、平成22年9月に日本振

興銀行株式会社が、東京地方裁判所に対して民事再生手

続開始の申立てを行ったことを踏まえ、平成22年7月期

にて当社が保有しております日本振興銀行株式会社の株

式及び本事象に関しまして、日本振興銀行株式の株式を

保有している投資先に関する投資有価証券の見積もりを

訂正し、株式評価減を行ったことにより、当期純損失

610,718千円を計上するにいたりました。

 当社は日本振興銀行株式会社から特殊当座借越契約に

て2,800百万円の融資を受けております。当該融資に関

し期限の利益を有しておりますが、契約期間が平成22年

11月30日となっており、日本振興銀行株式会社からの当

社の借入金の返済に関しまして、資金繰りに影響を与え

る可能性があります。

 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。 

 財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消すべ

く以下の施策を行っております。

１．収益基盤強化

 当社は、これまで培ってきたノウハウを生かし既存事

業の強化に取り組んでおります。また、青果卸売事業及

び不動産管理事業など安定的な収益が確保できる事業に

人的及び資金リソースを集中し収益の基盤の強化を進め

てまいります。

２．財務基盤の強化

 当社は、保有資産の有効活用及び財務体質の強化を図

るため、1,525,411千円の投資有価証券の売却を行って

おります。また、事業の選択と集中により事業の選別を

行い、経費においてもより一層の削減により財務体質の

健全化を図ってまいります。

 しかし、日本振興銀行株式会社が東京地方裁判所に対

して民事再生手続開始の申立てを行ったことを受けて、

今後の日本振興銀行株式会社の経営方針の動向により、

当社の借入金に対しての継続の不透明性があり、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、財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

り、上記のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映

しておりません。

 当社は、平成23年7月期に当期純損失を計上しており

ます。 

 平成23年７月期におきましても継続して1,569,064千

円の当期純損失を計上し、債務超過となり大阪証券取引

所（JASDAQ市場）の上場廃止基準に抵触となります。 

 日本振興銀行株式会社は平成22年９月10日付で東京地

方裁判所に対して民事再生手続開始の申立てを行いまし

たが、同行の当社に対する債権が平成23年５月26日付を

もって、株式会社整理回収機構へ譲渡されました。この

債権につきましては、平成23年８月２日付準消費貸借契

約にて2,693,000千円の融資として、平成23年９月30日

まで期限が延長されております。今後の株式会社整理回

収機構の対応方針によっては、株式会社整理回収機構か

らの当社の借入金の返済に関しまして、資金繰りに影響

を与える可能性があります。

 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。 

 財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消すべ

く以下の施策を行っております。

１．収益基盤強化

 当社は、これまで培ってきたノウハウを生かし既存事

業の強化に取り組んでおります。また、青果卸売事業及

び不動産管理事業など安定的な収益が確保できる事業に

人的及び資金リソースを集中し収益の基盤の強化を進め

てまいります。

２．経費削減

 当社は、販売費及び一般管理費の削減を行うと同時に

連結範囲の見直を行い、これらの経費の圧縮により会社

資源を集中しております。

３．財務基盤の強化

 当社は、保有資産の有効活用及び財務体質の強化を図

っております。また、事業の選択と集中により事業の選

別を行い、経費においてもより一層の削減をし、資本の

増強等により財務体質の健全化を図ってまいります。

 以上の施策を講じておりますものの、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。財

務諸表は継続企業を前提として作成されており、このよ

うな重要な不確実性の影響は財務諸表に反映されており

ません。 
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（５）重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

当事業年度
(自 平成22年８月１日
至 平成23年７月31日)

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を採用して

おります。

(1)子会社株式及び関係会社株式

 移動平均法による原価法を採用して

おります。

(2)その他有価証券

 ① 時価のあるもの

   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

移動平均法により算定)を採用

しております。

(2)その他有価証券

 ① 時価のあるもの

同左

 ② 時価のないもの

   移動平均法による原価法

 ② 時価のないもの

同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

 評価基準は原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）によっており

ます。

商品・原材料……移動平均法

製品………………総平均法

仕掛品……………個別法

貯蔵品…………… 終仕入原価法

―――

       

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1)有形固定資産

（リース資産を除く）

 定率法を採用しております。

 主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

(1)有形固定資産

（リース資産を除く）

同左

 

 建物         10年～15年 

 工具器具備品     ３年～８年

同左 

同左

(2)無形固定資産

 ソフトウェア

（リース資産を除く）

 (市場販売目的のソフトウェア)

 見込有効期間（３年間）における販

売見込数量を基準とした償却額と残

存有効期間に基づく均等配分額とを

比較し、いずれか大きい額を償却し

ております。

 (自社利用目的のソフトウェア)

 見込利用可能期間(５年)に基づく定

額法によっております。

(2)無形固定資産

 ソフトウェア

（リース資産を除く）

同左
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項目
前事業年度

(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

当事業年度
(自 平成22年８月１日
至 平成23年７月31日)

(3)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格

を零とする定額法を採用しておりま

す。なお、リース取引開始日が平成20

年７月31日以前の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

じた会計処理によっております。

(3)リース資産

       同左

(4)長期前払費用 

 均等償却しております。

(4)長期前払費用

同左

４ 繰延資産の処理方法 ――― 株式交付費

支出時に全額費用として処理してお
ります。

５ 引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

 売上債権等の貸倒損失に備えるた

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。

(1)貸倒引当金 

        同左

(2)投資損失引当金

 当社は、システム等の販売先企業

に対して、一定額の投資を行うこと

を基本方針としており、これら時価

のない株式の実質価額の下落による

損失に備えるため、原則として投資

後１年を経過しているものについて

は、投資先の財政状態等を勘案した

一定の基準を適用して算出された損

失負担見込額を計上しております。 

 当事業年度末において、システム

等の販売先企業91社に対して合計

2,171,235千円の投資を行っており

ます。このうち当事業年度末におい

て78社に関しては、投資損失引当金

1,898,830千円を計上しておりま

す。

(2)投資損失引当金

 時価のない株式の実質価額の下落

による損失に備えるため、原則とし

て投資後１年を経過しているものに

ついては、投資先の財政状態等を勘

案した一定の基準を適用して算出さ

れた損失負担見込額を計上しており

ます。 

 当事業年度末において、87社に対

して合計2,252,538千円の投資を行

っております。このうち当事業年度

末において76社に関しては、投資損

失引当金1,809,483千円を計上して

おります。
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項目
前事業年度

(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

当事業年度
(自 平成22年８月１日
至 平成23年７月31日)

６ ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

 実施しているデリバティブ取引は特

例処理の要件を満たした金利スワップ

取引のみであるため、特例処理を採用

しております。

(1)ヘッジ会計の方法

同左

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 金利スワップ 

 ヘッジ対象 変動金利建ての借入金

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段  同左 

 ヘッジ対象  同左

(3)ヘッジ方針 

 金利変動リスクを回避するためにデ

リバティブ取引を利用することを基本

方針としております。

(3)ヘッジ方針

同左

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップ取引については、事前

に特例処理の条件に合致していること

を確認しているため、事後の有効性の

評価を省略しております。

(4)ヘッジ有効性評価の方法

同左

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

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ます。

消費税等の会計処理

同左
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(注) １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

当事業年度
(自 平成22年８月１日
至 平成23年７月31日)

 
１株当たり純資産額 54円 72銭 １株当たり純資産額 △86円 81銭

 
１株当たり当期純損失金額 78円 35銭 １株当たり当期純損失金額 199円 70銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、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。

前事業年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

当事業年度
(自 平成22年８月１日
至 平成23年７月31日)

当期純損失(△)(千円) △610,718 △1,569,064

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) △610,718 △1,569,064

期中平均株式数(株) 7,795,011 7,857,011

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18回新株予約権 

新株予約権の数４個
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(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日)

当事業年度
(自 平成22年８月１日
至 平成23年７月31日)

（株式譲渡による子会社の異動）

 当社は、平成22年８月31日開催の取締役会において、

以下のとおりユメックスアイプラス株式会社株式を譲渡

することを決議いたしました。

１ 株式を譲渡した子会社の概要 

 ①商号     ユメックスアイプラス株式会社 

 ②代表者    静井 拓人 

 ③所在地    埼玉県深谷市折之口1817 

 ④資本金    15百万円 

 ⑤主な事業内容 プリント基板の設計、製造及び 

         販売

２ 株式の譲渡先の概要  

 ①商号      ユメックスアイプラス株式会社  

 ②代表者      静井 拓人   ①氏名

静井 拓人 

３ 株式の譲渡日   平成22年９月15日  

４ 譲渡株式の状況  

 ①譲渡株式数    1,000株 

（ユメックスアイプラス株式会社：500株、静井拓人

氏：500株） 

 ②譲渡価額     80,000千円  

（ユメックスアイプラス株式会社：40,000千円、静井拓

人氏：40,000千円） 

 ③譲渡後の持分比率 ０％

（準消費貸借契約）

 １. 契約日：平成23年８月２日 

 ２. 借入額：2,693,000,000円 

 ３. 契約期限：平成23年９月30日 

 ４. 借入利率：3.83％ 

 ５. 借入先 ：株式会社整理回収機構 
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役員の異動は、開示内容が定まった時点で開示することとしております。 

６．その他

(1) 役員の異動
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