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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年12月期第３四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年９月30日）

 (1) 連結経営成績(累計)
(％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年12月期第３四半期 11 △65.7 △151 ― △155 ― △5,547 ―

22年12月期第３四半期 34 △32.2 △155 ― △163 ― △633 ―

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益

円 銭 円 銭

23年12月期第３四半期 △4.07 ―

22年12月期第３四半期 △0.46 ―

 (2) 連結財政状態

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12月期第３四半期 62 △208 △335.4 △0.15
22年12月期 5,496 5,393 98.1 3.96

(参考) 自己資本 23年12月期第３四半期 △208百万円 22年12月期 5,393百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年12月期 ― 0 .00 ― 0 .00 0 .00

23年12月期 ― 0 .00 ―

23年12月期(予想) ― 0 .00 0 .00

3. 平成23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日）
(％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
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 19 △52.9 △182 ― △182 ― △5,593 ― △410.42

Finance55
FASF会員マーク



  

 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

 
(注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成

に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

 
  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

・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、四半

期決算短信(添付資料）2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

4. その他（詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規―社 (     ―      )、除外―社 (     ―      )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 有

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年12月期 3Ｑ 1,362,999,999株 22年12月期 1,362,999,999株

② 期末自己株式数 23年12月期 3Ｑ 82,214株 22年12月期 81,601株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期 3Ｑ 1,362,917,848株 22年12月期 3Ｑ 1,362,920,901株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期連結累計期間（平成23年１月1日～平成23年9月30日）におけるわが国経済は、東日本大
震災の影響による景気の落ち込みから、サプライチェーンの立て直しや個人消費及び輸出において持ち
直しの動きが見られるなど、総じて緩やかな回復が続きましたが、長引く円高と株安の進行など、今後
の景気の下振れが懸念されます。世界経済においては、米国の経済及び財政の先行き不透明感やギリシ
ャ債務危機による欧米の景気減速が見られ、中国においても経済成長が鈍化しつつあります。 
 このような状況下、平成23年5月31日付にて、香港高等裁判所により、当社の「その他の関係会社」に
該当するザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド（以下「グランデ」という。）の暫定清算人が
任命され、同社は事実上の倒産に至りました。これにより、当社グループがグランデ・グループに対し
有する債権について、取立不能又は取立遅延の恐れが生じたため、特別損失として貸倒引当金繰入額
5,390,568千円を計上するに至りました。 
 これらの結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期の34,888千円から
11,949千円（前年同期比65.7%減）、営業損失は前年同期の155,531千円から151,833千円（同2.4%
減）、経常損失は前年同期の163,980千円から155,952千円（同4.9%減）となりました。また、当社グル
ープがグランデ・グループに対して有する債権について取立不能又は取立遅延の恐れが生じたため特別
損失として貸倒引当金繰入額5,390,568千円を計上した結果、四半期純損失は、前年同期の633,307千円
から5,547,481千円（同776.0％増）となりました。 
  

1)資産の状況 
当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して5,434,421千円減少し、

62,180千円となりました。 
 流動資産につきましては、現金及び預金の増加22,113千円、未収入金の減少5,922千円、前払
費用の減少5,804千円等により、前連結会計年度末と比較して9,248千円増加し、54,123千円とな
りました。 
 固定資産につきましては、長期預け金の減少260,956千円、長期未収入金の減少67,087千円、
貸倒引当金の増加5,115,464千円等により、前連結会計年度末と比較して5,443,669千円減少し、
8,057千円となりました。 

2)負債の状況 
当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して168,100千円増加し、

270,722千円となりました。 
 流動負債につきましては、短期借入金の増加183,500千円、未払金の減少5,425千円、未払法人
税等の減少10,204千円等により、前連結会計年度末と比較して168,100千円増加し、270,722千円
となりました。 

3)純資産の状況 
当第３四半期連結会計期間末の純資産は、四半期純損失5,547,481千円、為替換算調整勘定の減

少55,039千円等により、前連結会計年度末と比較して5,602,522千円減少し、208,542千円の債務
超過となりました。 

  
②連結キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年
度末と比較して22,113千円増加し、37,923千円となりました。 
  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 営業活動の結果減少した資金は、161,376千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損
失5,546,521千円、貸倒引当金の増加5,380,404千円によるものであります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第３四半期連結会計期間において、投資活動は行っておりません。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動の結果増加した資金は、183,498千円となりました。これは主に、短期借入れによる収入
183,500千円によるものであります。 
  

当第３四半期は当初計画の範囲内で推移しており、平成23年6月29日公表の連結業績予想に修正はあ
りません。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項ありません。 
  

①簡便な会計処理 
・固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定
する方法によっております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
該当事項はありません。 

  

①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 

第１四半期連結会計期間より、「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。 
 これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。 

2)「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用
第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年3

月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24
号 平成20年3月10日）を適用しております。 
 これによる経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。 

②表示方法の変更 
（四半期連結貸借対照表関係） 

前第３四半期連結会計期間において、流動資産の「その他」に含めていた「仮払金」は、資産総
額の100分の10を超えたため、当第３四半期連結会計期間では区分掲記することとしております。
また、前第３四半期連結会計期間において、流動資産の「その他」に含めていた「前払費用」は、
仮払金の個別掲記により「その他」に含まれる他の科目がなくなるため、当第３四半期連結会計期
間では区分掲記することとしております。 

（四半期連結損益計算書関係） 
「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」（内閣府令第5号 平成21年3月24日）の適用に伴い、
当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損
失」の科目を表示しております。 

  

当社は、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又はその
状況その他会社の経営に重要な影響を及ぼす事象が存在しております。 
当社は、当第３四半期連結会計期間を含め、継続的に営業損失を計上しており、また、5,547,481千円
の四半期純損失を計上した結果、208,542千円の債務超過となっております。 
 当社は、ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド及び同社グループの支援の下、事業規模の拡
大に向けた施策の検討を行うと共に、固定費の削減にも取組み、営業収支の改善に努めてまいりました
が、平成23年5月31日付にて、香港高等裁判所により、グランデの暫定清算人が任命され、同社は事実
上の倒産に至りました。これにより、当社グループが同社グループに対し有する債権について取立不能
又は取立遅延の恐れが生じたため、特別損失として貸倒引当金繰入額5,390,568千円を計上するに至り
ました。 
 また、当社は、グランデによる当社への経営支援体制の継続等につき暫定清算人との協議を重ねてお
りましたが、平成23年6月23日付にて同清算人より、現時点では今後の資金面での支援は困難であると
の回答を得ました。これにより、当社の運転資金調達は困難な状況となり、平成23年6月末日及び同年
７月末日現在において支払期日の過ぎた債務が発生いたしましたが、グランデの親会社グループからの
資金調達が完了し、平成23年8月末日までに支払遅延債務を全て解消いたしました。 
 当社は、グランデより、当社グループが同社グループに対し有する債権について担保を受領してお
り、債権保全のため担保権の行使に向けた準備に着手いたしておりますが、現時点においては、今後の
経営体制及び担保権行使の見通し等の目処は立っておりません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期連結財務諸表

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年9月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 37,923 15,810

受取手形及び売掛金 1,221 2,372

未収入金 3,285 9,207

前払費用 5,426 11,231

仮払金 6,269 6,256

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 54,123 44,874

固定資産

有形固定資産

工具、器具及び備品 640 640

減価償却累計額 △291 △133

工具、器具及び備品（純額） 348 506

有形固定資産合計 348 506

無形固定資産 0 0

投資その他の資産

投資有価証券 30 30

破産更生債権等 660 663

敷金及び保証金 6,671 6,671

長期預け金 4,157,407 4,418,364

長期未収入金 1,384,819 1,451,907

貸倒引当金 △5,541,880 △426,415

投資その他の資産合計 7,709 5,451,220

固定資産合計 8,057 5,451,727

資産合計 62,180 5,496,601

負債の部

流動負債

短期借入金 226,612 43,112

未払金 42,618 48,043

未払法人税等 960 11,164

預り金 485 299

その他 46 1

流動負債合計 270,722 102,621

負債合計 270,722 102,621
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年9月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 5,382,158 5,794,263

資本剰余金 18 3,900,018

利益剰余金 △3,066,513 △1,831,137

自己株式 △1,321 △1,319

株主資本合計 2,314,342 7,861,825

評価・換算差額等

為替換算調整勘定 △2,522,884 △2,467,845

評価・換算差額等合計 △2,522,884 △2,467,845

純資産合計 △208,542 5,393,980

負債純資産合計 62,180 5,496,601
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(2) 四半期連結損益計算書

 【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 34,888 11,949

売上原価 19,805 10,577

売上総利益 15,082 1,372

販売費及び一般管理費 170,614 153,205

営業損失（△） △155,531 △151,833

営業外収益

受取利息及び配当金 45 26

前期損益修正益 － 22

雑収入 463 12

営業外収益合計 509 62

営業外費用

支払利息 4,861 2,055

為替差損 3,525 1,942

固定資産除却損 6 －

雑損失 564 182

営業外費用合計 8,957 4,180

経常損失（△） △163,980 △155,952

特別損失

固定資産売却損 466,095 －

貸倒引当金繰入額 2,271 5,390,568

特別損失合計 468,366 5,390,568

税金等調整前四半期純損失（△） △632,347 △5,546,521

法人税、住民税及び事業税 960 960

法人税等合計 960 960

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △5,547,481

四半期純損失（△） △633,307 △5,547,481
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △632,347 △5,546,521

減価償却費 2,139 158

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,271 5,380,404

為替差損益（△は益） － 1,942

受取利息及び受取配当金 △45 △26

支払利息 4,861 2,055

固定資産売却損益（△は益） 466,095 －

売上債権の増減額（△は増加） 894 1,151

たな卸資産の増減額（△は増加） 4 －

未収入金の増減額（△は増加） 7,475 12,096

その他 △84,050 △11,365

小計 △232,701 △160,103

利息及び配当金の受取額 45 26

利息の支払額 △6,083 △19

法人税等の支払額 △1,280 △1,280

営業活動によるキャッシュ・フロー △240,019 △161,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入 377,820 －

有形固定資産の取得による支出 △640 －

敷金の回収による収入 62,625 －

敷金の差入による支出 △6,671 －

預け金の純減少額 199,584 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 632,718 －

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 － 183,500

短期借入金の返済による支出 △385,772 －

自己株式の処分による収入 11 －

自己株式の取得による支出 △9 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △385,769 183,498

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23 △7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,904 22,113

現金及び現金同等物の期首残高 2,692 15,810

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,597 37,923
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当社は、当第３四半期連結累計期間においても、前連結会計年度に引き続き、151,833千円の営業損
失を計上しており、また、5,547,481千円の四半期純損失を計上した結果、208,542千円の債務超過とな
っております。当該事象により、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事象又はその
状況が存在しております。 
 四半期連結財務諸表提出会社である当社は、ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド及び同社
グループの支援の下、事業規模の拡大に向けた施策の検討を行うと共に、固定費の削減にも取組み、営
業収支の改善に努めてまいりましたが、平成23年5月31日付にて、香港高等裁判所により、グランデの
暫定清算人が任命され、同社は事実上の倒産に至りました。これにより、当社グループが同社グループ
に対し有する債権について取立不能又は取立遅延の恐れが生じたため、特別損失として貸倒引当金繰入
額5,390,568千円を計上するに至りました。 
 また、当社は、グランデによる当社への経営支援体制の継続等につき暫定清算人との協議を重ねてお
りましたが、平成23年6月23日付にて同清算人より、現時点では今後の資金面での支援は困難であると
の回答を得ました。これにより、当社の運転資金調達は困難な状況となり、平成23年6月末日及び同年
７月末日現在において、支払期日の過ぎた債務が発生いたしましたが、グランデの親会社グループから
の資金調達が完了し、平成23年8月末日までに支払遅延債務を全て解消いたしました。 
 当社は、グランデより、当社グループが同社グループに対し有する債権について担保を受領してお
り、債権保全のため担保権の行使に向けた準備に着手したしておりますが、現時点においては、今後の
経営体制及び担保権行使の見通し等の目処は立っていない状況にありますので、当該対応を行った上で
もなお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。 
 四半期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不確実性の影響を
四半期連結財務諸表には反映しておりません。 
  
  

平成23年5月31日付にて、香港高等裁判所により、当社の「その他の関係会社」に該当するザ・グラ
ンデ・ホールディングズ・リミテッド（以下「グランデ」という。）の暫定清算人が任命され、同社は
事実上の倒産に至りました。当社グループはグランデの複数の子会社（以下「グランデ・グループ」と
いう。）に対し債権を有しておりますが、グランデに生じた当該状況により、当該債権について取立不
能又は取立遅延のおそれが生じていると判断いたしました。 
 このため、特別損失として貸倒引当金繰入額5,390,568千円を計上した結果、四半期純損失は、
5,547,481千円となり、当第３四半期連結会計期間末における純資産は208,542千円の債務超過となりま
した。 
  

  

  

  

  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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