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1.  平成24年7月期第3四半期の連結業績（平成23年8月1日～平成24年4月30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3四半期 11,166 △0.5 △167 ― △265 ― △582 ―
23年7月期第3四半期 11,226 △6.8 △56 ― △171 ― △1,332 ―

（注）包括利益 24年7月期第3四半期 △714百万円 （―％） 23年7月期第3四半期 △1,014百万円 （―％）

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3四半期 △70.08 ―
23年7月期第3四半期 △170.97 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年7月期第3四半期 5,126 △534 △31.5
23年7月期 6,462 160 △13.4
（参考） 自己資本   24年7月期第3四半期  △1,613百万円 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 ― 0.00 ―
24年7月期（予想） 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限が経過しており、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、未定とさせて頂きます。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。 

※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。 

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3Q 8,415,456 株 23年7月期 8,105,456 株
② 期末自己株式数 24年7月期3Q 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3Q 8,310,923 株 23年7月期3Q 7,795,011 株
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当第３四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３四半期連結累計期間の売上高は11,166,196千円（前年同四半期比0.5％減）とな

り、営業損失は167,838千円（前年同四半期は営業損失56,420円）、経常損失は265,449千円（前年同四

半期は経常損失171,926千円）、四半期純損失は582,445千円（前年同四半期は四半期純損失1,332,679

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。文中の各セグメントの売上高は、セグメント間の

内部売上高を含んでおりません。 

  

＜青果卸売事業＞ 

青果卸売事業におきましては、大型量販店を主とした産地直接買付けによる市場外流通の増加、お

よび生産者の高齢化に伴う農業からの撤退が日増しに増加しており、市場を取巻く環境は、依然とし

て厳しい状況で推移しております。九州地方におきましては、1月下旬より続いた強烈な寒波と日照

不足の影響により生育遅れが原因となり、取扱数量は減少したものの単価高での推移となりました。

また、九州産の青果物が全国的に重視されるようになり、特に京浜地区からの受注が増加しており、

更なる単価高に拍車を掛ける事態となりました。 

  その結果、売上高は10,927,768千円（前年同四半期比0.5％増）、セグメント利益（営業利益）は

24,260千円（前年同四半期比19.8％増）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、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、セグメント利益を計上しております。  

 その結果、売上高は220,428千円（前年同四半期比33.9％減）、セグメント利益（営業利益）は

5,364千円（前年同四半期比94.7％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18,000千円（前年同四半期は18,000千円）、セグメント利益（営業利益）は

16,423千円（前年同四半期比0.03％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３四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1,336,692千円減少し、

5,126,139千円となりました。流動資産は、前連結会計年度末より120,943千円増加し1,458,864千

円、固定資産は前連結会計年度末に比べて1,457,636千円減少し3,667,274千円となりました。流動資

産の増加は、受取手形及び売掛金が101,943千円増加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、投資有価証券が売却や減損等により1,342,739千円減少したことによる

ものです。 

当第３四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641,266千円減少し、

5,660,768千円となりました。流動負債については、前連結会計年度末より546,805千円減少し

4,045,536千円、固定負債は前連結会計年度末に比べて94,460千円減少し1,615,232千円となりまし

た。流動負債の減少は、短期借入金が768,638千円減少したこと等によるものです。固定負債の減少

は繰延税金負債が前連結会計年度末より193,927千円減少したこと等によるものです。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、利益剰余金が582,445千円減少したこと等により、前連

結会計年度末に比べ695,426千円減少し、△534,629千円となりました。これにより自己資本比率は△

31.5％（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３四半期連結累計期間におきましても継続して四半期純損失を計上しており、1,613,536千円

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24年１月31日付弁済契約の2,015,986

千円の融資について、平成24年２月29日の返済期限が経過しており、その他の借入金の一部について

も遅延しております。株式会社整理回収機構等の対応方針によっては、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。 

４．借入先との協議 

当社グループの主要借入先である株式会社整理回収機構とは、引き続き債権譲渡に関する協議を

行ってまいります。 

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３四半期連結会計期間
(平成24年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 941,289 926,248

受取手形及び売掛金 320,242 422,185

商品及び製品 16,591 22,976

原材料及び貯蔵品 654 977

繰延税金資産 7,967 13,251

その他 68,099 77,574

貸倒引当金 △16,923 △4,348

流動資産合計 1,337,921 1,458,864

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 313,547 292,652

機械装置及び運搬具（純額） 76,232 62,561

工具、器具及び備品（純額） 11,806 9,901

リース資産（純額） － 2,990

土地 2,888,019 2,888,019

有形固定資産合計 3,289,605 3,256,125

無形固定資産

のれん 17,532 15,876

その他 54,619 25,957

無形固定資産合計 72,151 41,834

投資その他の資産

投資有価証券 3,368,120 2,025,381

その他 309,415 240,815

貸倒引当金 △104,898 △74,338

投資損失引当金 △1,809,483 △1,822,543

投資その他の資産合計 1,763,153 369,314

固定資産合計 5,124,910 3,667,274

資産合計 6,462,832 5,126,139
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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３四半期連結会計期間
(平成24年４月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 166,952 192,038

短期借入金 3,494,625 2,725,986

1年内返済予定の長期借入金 179,116 185,016

未払法人税等 30,793 14,474

賞与引当金 15,958 31,556

その他 704,896 896,465

流動負債合計 4,592,342 4,045,536

固定負債

長期借入金 816,197 899,935

繰延税金負債 668,379 474,452

退職給付引当金 84,951 96,988

役員退職慰労引当金 7,600 9,400

その他 132,564 134,456

固定負債合計 1,709,692 1,615,232

負債合計 6,302,035 5,660,768

純資産の部

株主資本

資本金 6,398,852 6,408,557

資本剰余金 3,326,435 3,336,140

利益剰余金 △10,760,867 △11,343,312

自己株式 △13,372 △13,372

株主資本合計 △1,048,952 △1,611,988

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 △1,548

その他の包括利益累計額合計 180,651 △1,548

新株予約権 758 568

少数株主持分 1,028,339 1,078,339

純資産合計 160,796 △534,629

負債純資産合計 6,462,832 5,126,139
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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８月１日
至 平成23年４月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年８月１日
至 平成24年４月30日)

売上高 11,226,813 11,166,196

売上原価 10,099,991 10,146,964

売上総利益 1,126,822 1,019,232

販売費及び一般管理費 1,183,242 1,187,070

営業損失（△） △56,420 △167,838

営業外収益

受取利息 313 787

受取配当金 7,028 6,863

貸倒引当金戻入額 － 23,531

補助金収入 2,250 12,058

雑収入 16,946 14,420

その他 2,004 304

営業外収益合計 28,543 57,966

営業外費用

支払利息 137,915 117,489

雑損失 4,658 37,987

その他 1,475 100

営業外費用合計 144,049 155,576

経常損失（△） △171,926 △265,449

特別利益

固定資産売却益 1 98

貸倒引当金戻入額 4,483 －

投資有価証券売却益 1,138 128,218

匿名組合投資利益 5,861 －

受取和解金 144,000 －

補助金収入 50,000 25,000

債務免除益 － 24,037

その他 12,069 －

特別利益合計 217,554 177,353

特別損失

固定資産除売却損 87,883 23,316

投資損失引当金繰入額 50,761 54,017

投資有価証券売却損 3,093 22,985

投資有価証券評価損 795,986 134,682

匿名組合投資損失 356,155 257,067

減損損失 － 105

その他 16,220 9,225

特別損失合計 1,310,100 501,400

税金等調整前四半期純損失（△） △1,264,472 △589,496

法人税、住民税及び事業税 31,723 29,835

過年度法人税等戻入額 － △12,216

法人税等調整額 △12,975 △74,888

法人税等合計 18,748 △57,268

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,283,220 △532,227

少数株主利益 49,459 50,218

四半期純損失（△） △1,332,679 △582,445
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四半期連結包括利益計算書
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８月１日
至 平成23年４月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年８月１日
至 平成24年４月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,283,220 △532,227

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 268,951 △182,418

その他の包括利益合計 268,951 △182,418

四半期包括利益 △1,014,269 △714,646

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,064,119 △764,645

少数株主に係る四半期包括利益 49,850 49,999
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当第３四半期連結累計期間(自  平成23年８月１日  至  平成24年４月30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３四半期連結累計期間におきましても継続して四半期純損失を計上しており、1,613,536千円

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24年１月31日付弁済契約の2,015,986

千円の融資について、平成24年２月29日の返済期限が経過しており、その他の借入金の一部について

も遅延しております。株式会社整理回収機構等の対応方針によっては、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。 

４．借入先との協議 

当社グループの主要借入先である株式会社整理回収機構とは、引き続き債権譲渡に関する協議を

行ってまいります。 

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３四半期連結累計期間(自  平成22年８月１日  至  平成23年４月30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

(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 10,875,310 333,503 18,000 11,226,813

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 2,612 4,714 7,326

計 10,875,310 336,115 22,714 11,234,140

セグメント利益 20,256 101,496 16,428 138,181

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 138,181

セグメント間取引消去 10,945

全社費用(注) △205,547

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △56,420
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Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成23年８月１日  至  平成24年４月30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。 

  

該当事項はありません。 

  

(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 10,927,768 220,428 18,000 11,166,196

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― 4,714 4,714

計 10,927,768 220,428 22,714 11,170,910

セグメント利益 24,260 5,364 16,423 46,049

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 46,049

セグメント間取引消去 8,695

全社費用(注) △222,583

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △167,838

（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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