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1.  平成24年7月期第1四半期の連結業績（平成23年8月1日～平成23年10月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

24年7月期第1四半期 3,691 △5.6 △83 ― △91 ― △311 ―
23年7月期第1四半期 3,908 3.0 △9 ― △51 ― △828 ―

（注）包括利益 24年7月期第1四半期 △400百万円 （―％） 23年7月期第1四半期 △562百万円 （―％）

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

24年7月期第1四半期 △38.40 ―
23年7月期第1四半期 △106.35 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年7月期第1四半期 5,754 △239 △22.3
23年7月期 6,462 160 △13.4
（参考） 自己資本   24年7月期第1四半期  △1,283百万円 23年7月期  △868百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

23年7月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年7月期 ―
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） 
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24年１月31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、当社業績予想につきまして、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。 



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
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きの対象外であります。なお、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きは終了しておりません。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年7月期1Q 8,105,456 株 23年7月期 8,105,456 株
② 期末自己株式数 24年7月期1Q 445 株 23年7月期 445 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年7月期1Q 8,105,011 株 23年7月期1Q 7,795,011 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東北地方太平洋沖地震の影響による厳しい状況

から改善する動きが見られたものの、海外経済の減速や急激な為替相場の変動、株価の下落等、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、収益構造を抜本的に改革すべく、事業再構築を図っておりま

す。また、引き続き、経費の削減等も推進しております。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は3,691,873千円（前年同四半期比5.6％減）とな

り、営業損失は83,735千円（前年同四半期は営業損失9,595千円）、経常損失は91,596千円（前年同四

半期は経常損失51,136千円）、四半期純損失は311,255千円（前年同四半期は四半期純損失828,975千

円）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります（セグメント間売上高・損益を除きます）。 

  

＜青果卸売事業＞ 

青果卸売事業におきましては、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。九州地方におきましては、春先の低温と

日照不足及び梅雨時期の長雨により、入荷料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3,609,581千円（前年同四半期比4.8％減）、セグメント利益（営業利益）は

2,510千円（前年同四半期比89.2％減）となりました。 

＜企業経営支援事業＞ 

企業経営支援事業につきましては、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、保険代理店事業がセグメント利益を計上しております。  

 その結果、売上高は76,292千円（前年同四半期比30.6％減）、セグメント利益（営業利益）は

1,951千円（前年同四半期比84.3％減）となりました。 

＜不動産管理事業＞ 

不動産管理事業につきましては、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

定した売上高及びセグメント利益を計上しております。 

 その結果、売上高は6,000千円（前年同四半期は6,000千円）、セグメント利益（営業利益）は

5,451千円（前年同四半期比0.8％減）となりました。 

  

１．当四半期決算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
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当第１四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末に比べて707,965千円減少し、

5,754,866千円となりました。流動資産は、前連結会計年度末より195,156千円減少し1,142,765千

円、固定資産は前連結会計年度末に比べて512,809千円減少し4,612,101千円となりました。流動資産

の減少は、現金及び預金が148,322千円減少したこと等によるものです。固定資産の減少は、前連結

会計年度末より、投資有価証券が減損等により506,934千円減少したことによるものです。 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末に比べて307,926千円減少し、

5,994,108千円となりました。流動負債については、前連結会計年度末より219,537千円減少し

4,372,805千円、固定負債は前連結会計年度末に比べて88,389千円減少し1,621,303千円となりまし

た。流動負債の減少は、短期借入金が202,747千円減少したこと等によるものです。固定負債の減少

は長期借入金が前連結会計年度末より38,754千円減少したこと等によるものです。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、利益剰余金が311,255千円減少したこと等により、前連

結会計年度末に比べ400,038千円減少し、△239,242千円となりました。これにより自己資本比率は△

22.3％（前連結会計年度末△13.4％）となりました。 

  

当社は業績予想を行っておりません。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報

① 資産

② 負債

③ 純資産

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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当社グループは、平成23年7月期において、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、少数株主持分等を差し引くと868,300千円の債務超過となり、大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ

市場）における上場廃止基準にかかる猶予期間銘柄（債務超過）となり監視区分に指定されておりま

す。 

 当第１四半期連結累計期間におきましても継続して311,255千円の四半期純損失を計上しており、

1,283,599千円の債務超過になっております。 

 また、株式会社整理回収機構との間の借入契約に関し、平成23年10月31日付準消費貸借契約にて

2,581,877千円の融資について、平成24年１月31日まで期限が延長されておりますが、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。

四半期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しを行い、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。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、このような重要な不確実性の

影響は四半期連結財務諸表に反映されておりません。 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 941,289 792,967

受取手形及び売掛金 320,242 275,106

商品及び製品 16,591 14,316

原材料及び貯蔵品 654 1,083

繰延税金資産 7,967 14,394

その他 68,099 48,246

貸倒引当金 △16,923 △3,350

流動資産合計 1,337,921 1,142,765

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 313,547 308,946

機械装置及び運搬具（純額） 76,232 71,554

工具、器具及び備品（純額） 11,806 11,142

リース資産（純額） － 3,348

土地 2,888,019 2,888,019

有形固定資産合計 3,289,605 3,283,011

無形固定資産

のれん 17,532 17,013

その他 54,619 50,311

無形固定資産合計 72,151 67,324

投資その他の資産

投資有価証券 3,368,120 2,861,186

その他 309,415 292,192

貸倒引当金 △104,898 △97,086

投資損失引当金 △1,809,483 △1,794,526

投資その他の資産合計 1,763,153 1,261,765

固定資産合計 5,124,910 4,612,101

資産合計 6,462,832 5,754,866
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年10月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 166,952 145,822

短期借入金 3,494,625 3,291,877

1年内返済予定の長期借入金 179,116 164,066

未払法人税等 30,793 36,143

賞与引当金 15,958 32,192

その他 704,896 702,703

流動負債合計 4,592,342 4,372,805

固定負債

長期借入金 816,197 777,443

繰延税金負債 668,379 610,680

退職給付引当金 84,951 89,652

役員退職慰労引当金 7,600 8,200

その他 132,564 135,327

固定負債合計 1,709,692 1,621,303

負債合計 6,302,035 5,994,108

純資産の部

株主資本

資本金 6,398,852 6,398,852

資本剰余金 3,326,435 3,326,435

利益剰余金 △10,760,867 △11,072,122

自己株式 △13,372 △13,372

株主資本合計 △1,048,952 △1,360,207

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 180,651 76,608

その他の包括利益累計額合計 180,651 76,608

新株予約権 758 758

少数株主持分 1,028,339 1,043,599

純資産合計 160,796 △239,242

負債純資産合計 6,462,832 5,754,866
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成22年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年８月１日
至 平成23年10月31日)

売上高 3,908,951 3,691,873

売上原価 3,530,419 3,357,795

売上総利益 378,531 334,078

販売費及び一般管理費 388,127 417,813

営業損失（△） △9,595 △83,735

営業外収益

受取利息 54 262

貸倒引当金戻入額 － 21,428

雑収入 7,922 14,127

その他 1,801 101

営業外収益合計 9,778 35,920

営業外費用

支払利息 47,486 43,100

その他 3,832 681

営業外費用合計 51,319 43,782

経常損失（△） △51,136 △91,596

特別利益

固定資産売却益 － 98

貸倒引当金戻入額 318 －

投資有価証券売却益 99 －

関係会社株式売却益 12,025 －

債務免除益 － 24,037

その他 1,882 －

特別利益合計 14,325 24,135

特別損失

固定資産除売却損 1,202 －

投資損失引当金繰入額 2,789 26,000

投資有価証券売却損 － 21,548

投資有価証券評価損 731,739 13,238

匿名組合投資損失 40,233 158,684

その他 － 4,500

特別損失合計 775,964 223,970

税金等調整前四半期純損失（△） △812,776 △291,432

法人税、住民税及び事業税 23,858 13,188

法人税等調整額 △6,215 △8,629

法人税等合計 17,642 4,559

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △830,419 △295,991

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,443 15,263

四半期純損失（△） △828,975 △311,255
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成22年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年８月１日
至 平成23年10月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △830,419 △295,991

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 267,800 △104,047

その他の包括利益合計 267,800 △104,047

四半期包括利益 △562,618 △400,038

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △561,520 △415,299

少数株主に係る四半期包括利益 △1,098 15,260
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当第１四半期連結累計期間(自  平成23年８月１日  至  平成23年10月31日) 

当社グループは、平成23年7月期において、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、少数株主持分等を差し引くと868,300千円の債務超過となり、大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ

市場）における上場廃止基準にかかる猶予期間銘柄（債務超過）となり監視区分に指定されておりま

す。 

 当第１四半期連結累計期間におきましても継続して311,255千円の四半期純損失を計上しており、

1,283,599千円の債務超過になっております。 

 また、株式会社整理回収機構との間の借入契約に関し、平成23年10月31日付準消費貸借契約にて

2,581,877千円の融資について、平成24年１月31日まで期限が延長されておりますが、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。四半期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しを行い、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。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、このような重要な不確実性の

影響は四半期連結財務諸表に反映されておりません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記
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Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自  平成22年８月１日  至  平成22年10月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書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) 

 
(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。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：千円)

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 3,793,051 109,899 6,000 3,908,951

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― 1,571 1,571

計 3,793,051 109,899 7,571 3,910,522

セグメント利益 23,221 12,440 5,493 41,155

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 41,155

セグメント間取引消去 3,648

全社費用(注) △54,399

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △9,595
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自  平成23年８月１日  至  平成23年10月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書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) 

 
(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。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

新株予約権の行使による新株式の発行 

第18回新株予約権 

  １．行使日 平成23年11月１日 

  ２．行使価格 62円 

  ３．増加した株式の種類及び数 普通株式 310,000株 

  ４．増加した資本金 9,704千円 

  ５．増加した資本準備金 9,704千円 

(単位：千円)

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 3,609,581 76,292 6,000 3,691,873

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― 1,571 1,571

計 3,609,581 76,292 7,571 3,693,445

セグメント利益 2,510 1,951 5,451 9,912

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 9,912

セグメント間取引消去 3,701

全社費用(注) △97,348

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △83,735

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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