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1.  平成24年8月期の連結業績（平成23年9月1日～平成24年8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 ％

24年8月期 1,842 106.2 △129 ― △80 ― △183 ―
23年8月期 893 ― △353 ― △423 ― △438 ―

（注）包括利益 24年8月期 △184百万円 （―％） 23年8月期 △437百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

24年8月期 △3.88 ― ― ― ―
23年8月期 △15.67 ― ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 24年8月期  ―百万円 23年8月期  ―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

24年8月期 703 122 17.1 2.46
23年8月期 839 242 28.8 5.13

（参考） 自己資本   24年8月期  120百万円 23年8月期  242百万円

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

24年8月期 2 △82 112 103
23年8月期 △275 △213 565 80

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 ％ ％

23年8月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
25年8月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 平成25年 8月期の連結業績予想（平成24年 9月 1日～平成25年 8月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 722 △18.5 5 ― 4 ― 17 ― 0.33
通期 1,746 △5.2 32 ― 30 ― 43 ― 0.85



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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8月期 48,848,949 株 23年8月期 47,204,224 株
② 期末自己株式数 24年8月期 ― 株 23年8月期 ― 株
③ 期中平均株式数 24年8月期 47,360,967 株 23年8月期 27,976,481 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年8月期の個別業績（平成23年9月1日～平成24年8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 ％

24年8月期 173 96.6 △25 ― △25 ― △344 ―
23年8月期 88 ― △22 ― △59 ― △59 ―

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

24年8月期 △7.28 ―
23年8月期 △2.14 ―

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

24年8月期 227 127 54.9 2.55
23年8月期 555 406 73.2 8.61

（参考） 自己資本 24年8月期  124百万円 23年8月期  406百万円

※ 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監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。 



  

  

○添付資料の目次

１．経営成績・財政状態に関する分析 ……………………………………………………………………………………  2
（１）経営成績に関する分析 ……………………………………………………………………………………………  2
（２）財政状態に関する分析 ……………………………………………………………………………………………  3
（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 ……………………………………………………………  4
（４）事業等のリスク ……………………………………………………………………………………………………  4

２．企業集団の状況 …………………………………………………………………………………………………………  6
３．経営方針 …………………………………………………………………………………………………………………  8

（１）会社の経営の基本方針 ……………………………………………………………………………………………  8
（２）目標とする経営指標 ………………………………………………………………………………………………  8
（３）中長期的な会社の経営戦略 ………………………………………………………………………………………  8
（４）会社の対処すべき課題 ……………………………………………………………………………………………  8

４．連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………………  9
（１）連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………………  9
（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………  11

連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………………  11
連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………………………………  12

（３）連結株主資本等変動計算書 ………………………………………………………………………………………  13
（４）連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………………  15
（５）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  17
（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ……………………………………………………………  17
（７）表示方法の変更 ……………………………………………………………………………………………………  18
（８）追加情報 ……………………………………………………………………………………………………………  18
（９）連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………………  19

（連結貸借対照表関係） ……………………………………………………………………………………………  19
（連結損益計算書関係） ……………………………………………………………………………………………  19
（連結株主資本等変動計算書関係） ………………………………………………………………………………  20
（連結キャッシュ・フロー計算書関係） …………………………………………………………………………  22
（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………  24
（１株当たり情報） …………………………………………………………………………………………………  26
（重要な後発事象） …………………………………………………………………………………………………  26

５．個別財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………………  28
（１）貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………………  28
（２）損益計算書 …………………………………………………………………………………………………………  30
（３）株主資本等変動計算書 ……………………………………………………………………………………………  31



(1）経営成績に関する分析 

① 当連結会計年度の経営成績 

当連結会計年度における世界経済は、欧州諸国を発端とする財政問題や急激な円高の進行等により、不安定な雇

用情勢や設備投資の抑制など、回復力の乏しい状態で推移しました。 

また、国内経済は、東日本大震災による生産や調達への支障、その後の電力不足の影響から徐々に立ち直りつつ

あるものの、厳しい雇用環境や資源価格の上昇など、依然として先行き不透明な状況が続いており、長引く景気低迷

から、消費者の購買意欲も改善の兆しが見えておりません。 

当社グループを取り巻く環境といたしましては、株式会社コネクトテクノロジーズで展開するシステムソリュー

ション事業におきましては、ソーシャルアプリの市場が急拡大している他、iPadやiPhone、Android端末等スマート

フォンの普及が本格化してきており、モバイルコンテンツ関連市場を取り巻く環境は大きく変化している中で、サー

ビス提供事業者間の競争激化による淘汰が進んでいる状況にあります。 

このような環境の中、当連結会計年度におきましては、収益基盤としての重点事業を株式会社ＳＢＹにおける小

売・物販及び企画プロデュース事業と位置付け当該事業の拡大を図ってまいりました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は1,842百万円（前年同期比106.2％増）、経常損失は80百万円（前年同期は

経常損失423百万円）、当期純損失は183百万円（前年同期は当期純損失438百万円）、営業活動によるキャッシュ・

フローは２百万円のプラス（前年同期は275百万円のマイナス）と前連結会計年度との対比では大幅な収益向上とな

り、また、当第３四半期連結累計期間までの株式会社コネクトテクノロジーズの損失の影響が大きかったものの、株

式会社ＳＢＹへの事業集約の結果、当第４四半期連結会計期間における営業損益は大幅に改善し、営業キャッシュ・

フローについては、第２四半期連結累計期間における実績が76百万円のマイナスであったところ、当連結会計年度後

半に大幅に改善し、通期実績で収支がほぼ均衡する水準までの回復を果たしました。 

    

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（システムソリューション事業） 

システムソリューション事業につきましては、株式会社コネクトテクノロジーズの平成12年５月設立以来、携帯

電話向けＪａｖａソフトウェアの受託開発を中心に事業展開を行い、非接触型カード対応ソフトウェアの開発やモバ

イルサイトの自社運営、ＳＮＳサイトの構築運営等を行ってまいりました。 

しかしながら、同事業につきましては、年々、競合他社が増加するとともに、同社の営業力が十分でなかったこ

とにより、システム開発並びにメンテナンス契約の受注数が減少しておりました。 

同社の得意分野である携帯電話向けＪａｖａソフトウェア開発並びにメンテナンス契約においては、 近ではス

マートフォンの台頭により、携帯電話の需要が減少してきたため、契約数は更なる減少傾向を見せておりました。 

このような契約数の減少により、売上高が減少するとともに、経常損失を毎年度計上する状態が続いており、過

去３年間で２度のリストラによる人件費を含む販売管理費の見直しを行うも、恒久的な改善にはいたりませんでし

た。 

この結果、当連結会計年度における当事業の売上高は93百万円（前年同期比57.4％減）、営業損失は91百万円

（前年同期は営業損失103百万円）となりました。 

なお、平成24年９月１日付で同社全株式を譲渡したことにより、決算短信開示日現在、当事業から撤退しており

ます。 

（環境エネルギー事業） 

環境エネルギー事業につきましては、太陽光発電機材・ＬＥＤ・空調設備機器・蓄電池を中心とした環境・エネ

ルギー商材の企画販売、リース・レンタル・ファンド資金を活用した顧客開拓、及び運営管理、並びにエネルギー管

理（見える化）サービスを行う事業で、新たな事業基盤を期待して株式会社コネクトテクノロジーズにおいて展開し

てまいりました。 

しかしながら、同事業につきましては、当初想定していた金融機関との連携が困難となり、リース・レンタル・

ファンド資金を活用した顧客開拓が進まなかったため販売実績を得ることができませんでした。 

この結果、当連結会計年度における当事業の売上高は０百万円、営業損失は10百万円となりました。 

なお、平成24年９月１日付で同社全株式を譲渡したことにより、決算短信開示日現在、当事業から撤退しており

ます。 

（物販事業） 

物販事業につきましては、小売・物販及び企画プロデュースを、株式会社ＳＢＹにおいて展開しております。 

当事業につきましては、当社グループにおける収益の要となっており、引き続き、高収益体制の構築に取り組ん

でおります。 

この結果、当連結会計年度における当事業の売上高は1,735百万円（前年同期比162.7％増）、営業利益は178百万

円（前年同期比2,710.3％増）となりました。 

１．経営成績・財政状態に関する分析



（エンタテインメント事業） 

エンタテインメント事業につきましては、映像・音楽などのコンテンツの制作並びにプロダクション業務を株式

会社ゲットバック・エンタテインメントにおいて展開しておりましたが、平成24年３月６日付で同社全株式を譲渡し

たことにより、当連結会計年度において当事業から撤退しております。 

この結果、当連結会計年度における当事業の売上高は23百万円（前年同期比36.6％増）、営業損失は10百万円

（前年同期は営業損失０百万円）となりました。 

② 次期の見通し 

当社は、平成23年３月１日に株式会社コネクトテクノロジーズの株式移転により持株会社として設立して以来、収

益構造の黒字転換を 重要課題としてさまざまな施策を講じてまいりました。 

株式会社コネクトテクノロジーズにおきましては、従来のシステムソリューション事業に加えて環境エネルギー事

業を立ち上げるとともに、徹底的な販売管理費等コストの圧縮により収支均衡を目指すも、同社を取り巻く市場環境

及び営業力の不足により、恒久的な改善にはいたりませんでした。 

このため、平成24年９月１日付で同社全株式を譲渡し、当社グループにおいてはシステムソリューション事業及び

環境エネルギー事業から撤退いたしました。 

また、エンタテインメント事業として、平成23年３月15日に、映像・音楽などの番組コンテンツの配信、アプリケ

ーションの提供、またイベント企画、キャスティング、プロダクション業務など幅広いエンタテインメント業務の展

開を行う株式会社ゲットバック・エンタテインメントを設立し、平成23年９月13日に、フードビジネス部門を他プラ

イベートブランド保有の事業者をターゲットにしたＯＥＭによるスイーツ製造卸やコンサルティングを主眼に置いた

事業としての展開を行う株式会社ＤＬＣを設立いたしましたが、いずれも収益計画の下方修正を余儀なくされる状況

であったため、黒字経営に向けた機動的な経営判断から平成23年12月26日付で株式会社ＤＬＣ、平成24年３月６日付

で株式会社ゲットバック・エンタテインメントのいずれも全株式を譲渡し、当社グループにおいてはエンタテインメ

ント事業から撤退しております。 

一方、平成23年３月31日付で子会社化した、若年層女性向けのファッション雑貨の企画や店舗販売、その他マーケ

ティング業務・ＷＥＢサイトの運営・イベントの企画・運営を行う株式会社ＳＢＹ、平成23年６月１日付で子会社し

た、通信販売によりドレスやアクセサリーを販売する株式会社ガットは、平成24年３月１日付で合併し、株式会社Ｓ

ＢＹとして展開しておりました。 

株式会社ＳＢＹは、単体として通期売上高は1,735百万円、経常利益は61百万円を達成しており、この結果、当社

グループの連結業績におきましても、当第４四半期連結会計期間における営業損益は大幅に改善し、営業キャッシ

ュ・フローについては、第２四半期連結累計期間における実績が76百万円のマイナスであったところ、当連結会計年

度後半に大幅に改善し、通期実績で収支がほぼ均衡する水準までの回復を果たしました。 

このため、株式会社ＳＢＹにおける小売・物販及び企画プロデュース事業を収益の中核基盤と位置付け、当第４四

半期に引き続き確実な黒字体制の維持・強化を図ってまいります。 

以上により、平成25年８月期の業績見通しにつきましては、売上高1,746百万円、営業利益32百万円、経常利益30

百万円、当期純利益43百万円を見込んでおります。 

（注）上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を

含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。  

  

(2）財政状態に関する分析 

① 資産・負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は前連結会計年度末に比べ135百万円減少し703百万円、総負債は前連結会計年

度末に比べ15百万円減少し581百万円となりました。 

内訳は以下のとおりであります。 

  

（流動資産） 

前連結会計年度末と比較して7百万円増加し、397百万円となりました。 

主な要因は、未収入金の増加91百万円、受取手形及び売掛金の減少24百万円、商品及び製品の減少44百万円、仕

掛品の減少10百万円等であります。 

  

（固定資産） 

前連結会計年度末と比較して142百万円減少し、306百万円となりました。 

主な要因は、無形固定資産の減少96百万円、投資その他の資産の減少45百万円等であります。 

  



（流動負債） 

前連結会計年度末と比較して3百万円減少し、487百万円となりました。 

主な要因は、買掛金の増加10百万円、短期借入金の増加52百万円、前受金の増加23百万円、未払金の減少103百

万円等であります。 

  

（固定負債） 

前連結会計年度末と比較して12百万円減少の93百万円となりました。  

主な要因は、長期借入金の減少10百万円等であります。 

  

（純資産） 

前連結会計年度末と比較して119百万円減少し、122百万円となりました。 

主な要因は、当期純損失の計上による利益剰余金の減少183百万円、新株発行による資本金及び資本剰余金の増

加63百万円等によるものであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、103百万円となりました。 

また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は２百万円となりました。 

これは主に、税金等調整前当期純損失180百万円、未収入金の増加額90百万円等の減少要因があったものの、減損

損失64百万円、たな卸資産の減少額55百万円、投資有価証券評価損失47百万円、のれん償却額38百万円、減価償却費

30百万円、前受金の増加額26百万円、売上債権の減少額23百万円等の増加要因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） 

当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は82百万円となりました。 

これは主に、事業譲受による支出50百万円、有形固定資産の取得による支出19百万円等の減少要因によるもので

あります。  

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において、財務活動の結果得られた資金は112百万円となりました。 

これは主に、株式の発行による収入60百万円、短期借入金の増加額59百万円等の増加要因によるものでありま

す。  

   

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様への利益還元を常に重要課題として考えており、今後ともその認識には変わりはありません。

当社グループの収益力、競争力を一層向上させることにより、早急に企業価値を高めていくよう努力してまいる所存

であります。 

  

(4）事業等のリスク 

① 需要動向について 

当社グループが展開する小売・物販及び企画プロデュース事業に関しましては、景気動向・消費動向等の経済情

勢、及び同業他社との競争状況により大きく影響を受けるものと考えられます。 

当社グループはこれらの状況変化に適時に対応してまいりますが、万一対応できなかった場合、当社グループの

業績に影響を与える可能性があります。 

② 人材の獲得について 

当社グループが今後成長していくためには、企画担当者、営業担当者及び拡大する組織に対応するための管理担

当者など、各方面での優秀な人材をいかに確保していくかが重要になります。 

当社グループでは優秀な人材の確保のために努力を続けておりますが、適切な人材確保及び配置に失敗した場

合、当社グループの業務に支障が出る可能性があります。 

③ 法的規制等について 

現在、当社グループの事業を推進するうえで、直接的影響を受けるような法的規制はありません。 

しかし、今後において法令の適用及び新法令の制定等、当社グループの事業を規制する法令等が制定された場

合、当該規制に対応するため、コストの増加等により当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 



④ 特許権の取得について 

当社グループはサービスにおける商標等に関して、特許権・商標権の対象となる可能性のあるものについては、

積極的にその取得を目指して対応しておりますが、当社グループのノウハウ等を権利保護した場合においても、他

社が類似のノウハウ等について権利取得した場合、当社グループの事業が制約される可能性があります。 

⑤ その他の財産について 

当社グループは、第三者が保有する知的財産権を侵害することのないように外部への委託等により調査を行って

おります。しかし、これらの調査が十分かつ妥当であるという保証はありません。 

万一、当社グループが第三者の知的財産権を侵害した場合には、当該第三者から損害賠償請求や使用差止請求等

の訴えを起こされる可能性があり、これらに対する対価の支払等が発生する可能性があります。また、当社グルー

プが所有する知的財産権に関しましても第三者に侵害される可能性があります。 

こうした場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。  

⑥ 個人情報の管理について 

当社グループ各事業の遂行過程において、顧客の個人情報を取り扱っております。 

この点に関しましては、プライバシーマークの認証取得を受ける等、社内管理を徹底しておりますが、万一これ

らの情報が社外に流出した場合、当社グループへの損害賠償請求や社会的信用の失墜につながる恐れがあり、結果

として当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

⑦ 投資について 

当社グループはビジネス展開を補完することを目的に買収、子会社設立、資本業務提携を視野に入れておりま

す。 

投資の際には事前にリスクとリターンを評価し、堅実な成長戦略が描ける投資に限定して展開することとしてお

りますが、投資の成果が当社の業績に与える影響を確実に予測するのは困難であり、投資の進捗状況によっては当

社グループの業績に影響を与える可能性があります。  

⑧ 重要事象等について 

当社グループは、平成24年８月期におきましては、当第４四半期連結会計期間における営業損益は大幅に改善

し、営業キャッシュ・フローについては、第２四半期連結累計期間における実績が76百万円のマイナスであったと

ころ、当連結会計年度後半に大幅に改善し、通期実績で収支がほぼ均衡する水準までの回復を果たしました。 

しかしながら、通期営業損益は依然赤字であるため、当社グループには継続企業の前提に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。 

当社グループは、当該状況を解消すべく、引き続き、以下の更なる対応策を実施してまいります。 

  

＜グループ事業の選択と集中＞ 

既に実施した株式会社ゲットバック・エンタテインメントの全株式譲渡、株式会社ＳＢＹにおける一部商材取扱

縮小に加えて、平成24年９月１日に、かねてからグループにおいて も不採算であった株式会社コネクトテクノロ

ジーズの全株式を譲渡しました。 

これらの事業及び子会社を整理した結果、持株会社として経営管理機能を担う当社と小売・物販、企画プロデュ

ース事業を行う株式会社ＳＢＹの２社体制となり、株式会社ＳＢＹは持株会社である当社の販売管理費を賄えるだ

けの黒字を見通していることから、今後の継続的な収益確保の目処がたちました。 

今後は同事業を基盤とした確実な黒字体質を維持することを 優先課題と考え、事業展開に関しましては、ここ

から派生する、またはシナジーのある事業を、堅実な成長戦略が描ける投資に限定して展開することとし、収益基

盤の安定化、財務体質の一層の改善に向けて取り組んでまいります。 

  

＜ＳＢＹ事業推進の為の潤沢な手元資金確保＞ 

平成24年８月期連結会計年度末の手元資金残高は103百万円となり、前連結会計年度末と比較して23百万円増加

しております。また決算日末日以降、平成24年５月28日に発行した第三者割当による新株予約権の行使が進んだ結

果、平成24年10月12日までに追加で112百万円の調達に成功しており、決算短信開示日時点において平成25年８月

期の資金繰りについては概ね見通せる状況となっております。 

  

＜継続的な経費削減の推進＞ 

当社単体において、固定費の徹底的な削減に取り組んでおり、販売管理費の予算額は137百万円と前期実績から

約60百万円程度の削減を予定しております。 

  

平成25年８月期においてはさらなる収益性の向上が見込まれていることに加え、手元資金も十分確保されており

資金繰りの目処もたっていることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しておりま

す。 



当社グループは、当社及び連結子会社２社により構成されております。 

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置づけは次のとおりであります。 

   

  

当社の連結子会社でありました株式会社ゲットバック・エンタテインメントは、平成24年３月６日付で全株式を

譲渡したため、連結の範囲から除外しております。 

当社の連結子会社でありました株式会社ガットと株式会社ＳＢＹは、平成24年３月１日付で株式会社ガットを存

続会社とする吸収合併をいたしました。連結子会社同士の合併のため、実質的な連結の範囲に変更はありません

が、連結子会社の数は１社減少しております。なお、存続会社の名称は、商号変更により株式会社ＳＢＹとしてお

ります。  

  

２．企業集団の状況

事業区分 事業内容 会社名 

システムソリューション事業 

主に、携帯電話を利用したサービスを実現する

ためのシステム開発、サーバ構築、運用等のソ

リューションを展開しております。 

株式会社コネクトテクノロジ

ーズ 

※平成24年９月１日付で全株

式を譲渡しております。  

環境エネルギー事業 

主に、太陽光発電機材・ＬＥＤ・空調設備機

器・蓄電池を中心とした環境・エネルギー商材

の企画販売、リース・レンタル・ファンド資金

を活用した顧客開拓、及び運営管理、並びにエ

ネルギー管理（見える化）を展開しておりま

す。 

株式会社コネクトテクノロジ

ーズ  

※平成24年９月１日付で全株

式を譲渡しております。  

物販事業 

主に、小売・物販・Ｅコマースの展開、企画プ

ロデュース・キャスティング業務を展開してお

ります。 

株式会社ＳＢＹ 

エンタテインメント事業 
主に、映像・音楽などのコンテンツの制作なら

びにプロダクション業務を展開しております。 

株式会社ゲットバック・エン

タテインメント 

※平成24年３月６日付で全株

式を譲渡しております。  



 事業系統図は次のとおりであります。 

 ［事業系統図］ 

   

（注）株式会社コネクトテクノロジーズは平成24年９月１日付で全株式を譲渡しておりますので、平成24年９月１日以降

は株式会社ＳＢＹの物販事業のみとなります。  

  



(1）会社の経営の基本方針 

当社は、平成23年３月１日に株式会社コネクトテクノロジーズの株式移転により持株会社として設立して以来、収

益構造の黒字転換を 重要課題としてさまざまな施策を講じてまいりました。 

１年半にわたる事業の再構築期間を経て、株式会社ＳＢＹを事業子会社の中核と位置付けることにより、ようやく

当第４四半期連結会計期間において営業損益及び営業キャッシュ・フローの大幅な改善を達成することができまし

た。 

株式会社ＳＢＹにて展開する小売・物販、企画プロデュース事業は、日本を代表する流行 先端都市「渋谷」＝Ｓ

ＢＹ（SHIBUYA）をブランドネームとし、その中核店舗は「アタラシモノ発見☆カフェ」をコンセプトにＳＨＩＢＵ

ＹＡ１０９の８Ｆで運営しております。 

同事業は単なる店舗販売事業ではなく、 先端の情報が揃う店舗型の情報発信スペースであり、流行に敏感な若年

層女性の心を掴み、夢中にさせる総合エンターテインメントを追求することにより、ＳＢＹから生まれた情報・商品

がメディアや流通等のインフラに乗り、全国へ/世界へ発信されております。 

今後は同事業を基盤とした確実な黒字体質を維持するとともに、堅実な成長戦略が描ける投資のみを展開すること

により、当社グループの成長と独自のポジショニングを維持していくことができるものと確信しております。 

  

(2）目標とする経営指標 

当社グループは、当社グループが存在する業界において常に先進的なポジショニングを維持し続けることが重要で

あると認識しており、現状における収益力を勘案しながら、当該ポジショニングを実現し、そこから収益を生み出す

ための体制作りを順次進めております。 

当社グループとしましては、これらのバランスを適正に保つために従業員一人当たり売上総利益額20百万円を中期

的な基準として定め、適切な人員配置、プロジェクト管理の徹底などによりその確保に努めております。  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、今後の事業展開に関しまして、小売・物販、企画プロデュース事業を中核事業と位置付け、安定

した収益を確保していくことが重要であると考えるとともに、ここから派生する、またはシナジーのある事業を、堅

実な成長戦略が描ける投資に限定して展開することにより、グループの成長発展を促す仕組みを構築してまいりま

す。  

  

(4）会社の対処すべき課題 

当社グループは、小売・物販、企画プロデュース事業として、収益の拡大のために事業展開の幅を広げてまいりま

すが、流行に敏感な同事業においては、新規参入も増加し、将来的には他社との競合が激化していく可能性もありま

す。 

このような環境の中、当社では対処すべき課題として以下のことに取り組んでおります。 

① 人的資産の強化 

当業界内において、当社グループ独自のポジショニングを継続して保ち続ける為には、企画担当者を中心とする

人的資産の強化が必要であると考えております。 

そのためには、常に魅力ある情報発信に携われるような環境を用意することにより、優秀な人材を惹きつけられ

る存在であり続けることが重要であると考えております。 

② 当社グループと補完しあえる他社との協業  

当社グループが保有するサービスノウハウをグループ内及び他社と相互に補完しあうことにより、ビジネスの可

能性が広がるような協業を今後とも模索していく方針であります。 

  

３．経営方針



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23年８月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 86,668 103,396

受取手形及び売掛金 92,380 67,723

商品及び製品 113,188 68,940

仕掛品 10,075 －

未収入金 53,439 145,021

その他 59,641 40,873

貸倒引当金 △24,790 △28,009

流動資産合計 390,603 397,945

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 45,168 57,231

減価償却累計額 △5,377 △16,744

建物及び構築物（純額） 39,791 40,486

工具、器具及び備品 53,670 47,543

減価償却累計額 △34,242 △29,022

工具、器具及び備品（純額） 19,427 18,520

その他 488 0

その他（純額） 488 0

有形固定資産合計 59,706 59,007

無形固定資産   

のれん 172,523 88,582

リース資産 10,002 7,564

その他 27,370 17,642

無形固定資産合計 209,897 113,789

投資その他の資産   

投資有価証券 122,368 72,739

長期未収入金 145,909 142,433

長期貸付金 30,000 30,209

敷金及び保証金 54,263 58,255

その他 2,309 2,022

貸倒引当金 △175,909 △172,434

投資その他の資産合計 178,941 133,226

固定資産合計 448,545 306,023

資産合計 839,148 703,969



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年８月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 67,888 78,155

1年内返済予定の長期借入金 34,527 40,326

短期借入金 172,612 225,563

未払金 179,295 75,649

リース債務 2,431 2,543

未払法人税等 967 3,317

前受金 17,294 40,526

その他 15,917 21,414

流動負債合計 490,933 487,496

固定負債   

長期借入金 96,278 86,126

リース債務 8,274 5,731

繰延税金負債 649 －

その他 1,000 2,000

固定負債合計 106,202 93,857

負債合計 597,135 581,354

純資産の部   

株主資本   

資本金 230,000 261,562

資本剰余金 7,529,231 7,560,794

利益剰余金 △7,518,138 △7,702,116

自己株式 － －

株主資本合計 241,093 120,239

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 919 －

その他の包括利益累計額合計 919 －

新株予約権 － 2,375

純資産合計 242,013 122,614

負債純資産合計 839,148 703,969



（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22年９月１日 

 至 平成23年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年９月１日 

 至 平成24年８月31日) 

売上高 893,531 1,842,704

売上原価 403,667 822,825

売上総利益 489,863 1,019,878

販売費及び一般管理費 ※1、2  843,777 ※1、2  1,149,453

営業損失（△） △353,913 △129,575

営業外収益   

受取利息 641 834

受取配当金 0 0

出向負担金収入 7,267 36,543

たな卸資産売却益 － 18,006

為替差益 － 578

消費税免除益 － 10,169

業務受託料 － 1,200

雑収入 2,321 3,639

営業外収益合計 10,230 70,971

営業外費用   

支払利息 6,657 13,055

社債利息 1,840 －

貸倒引当金繰入額 26,220 713

支払手数料 37,465 6,498

その他 7,156 1,752

営業外費用合計 79,339 22,019

経常損失（△） △423,023 △80,622

特別利益   

投資有価証券売却益 3,999 770

関係会社株式売却益 － 12,195

貸倒引当金戻入額 237 －

特別利益合計 4,236 12,966

特別損失   

固定資産除却損 ※3  516 ※3  1,003

減損損失 ※4  4,063 ※4  64,206

投資有価証券評価損 － 47,606

特別退職金 3,950 －

事務所移転費用 8,321 －

貸倒引当金繰入額 86 －

特別損失合計 16,938 112,817

税金等調整前当期純損失（△） △435,725 △180,473

法人税、住民税及び事業税 2,673 3,505

法人税等合計 2,673 3,505

少数株主損益調整前当期純損失（△） △438,398 △183,978

当期純損失（△） △438,398 △183,978



（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年９月１日 

 至 平成24年８月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △438,398 △183,978

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 772 △919

その他の包括利益合計 772 △919

包括利益 △437,625 △184,898

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △437,625 △184,898

少数株主に係る包括利益 － －



（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22年９月１日 

 至 平成23年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年９月１日 

 至 平成24年８月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 3,486,703 230,000

当期変動額   

新株の発行 260,000 31,562

株式移転による増加 △3,516,703 －

当期変動額合計 △3,256,703 31,562

当期末残高 230,000 261,562

資本剰余金   

当期首残高 3,755,362 7,529,231

当期変動額   

新株の発行 260,000 31,562

株式移転による増加 3,516,703 －

自己株式の消却 △2,833 －

当期変動額合計 3,773,869 31,562

当期末残高 7,529,231 7,560,794

利益剰余金   

当期首残高 △7,068,019 △7,518,138

当期変動額   

当期純損失（△） △438,398 △183,978

自己株式の消却 △11,720 －

当期変動額合計 △450,119 △183,978

当期末残高 △7,518,138 △7,702,116

自己株式   

当期首残高 △14,554 －

当期変動額   

自己株式の消却 14,554 －

当期変動額合計 14,554 －

当期末残高 － －

株主資本合計   

当期首残高 159,492 241,093

当期変動額   

当期純損失（△） △438,398 △183,978

新株の発行 520,000 63,125

当期変動額合計 81,601 △120,853

当期末残高 241,093 120,239



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年９月１日 

 至 平成24年８月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 146 919

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 772 △919

当期変動額合計 772 △919

当期末残高 919 －

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 146 919

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 772 △919

当期変動額合計 772 △919

当期末残高 919 －

新株予約権   

当期首残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 2,375

当期変動額合計 － 2,375

当期末残高 － 2,375

純資産合計   

当期首残高 159,638 242,013

当期変動額   

当期純損失（△） △438,398 △183,978

新株の発行 520,000 63,125

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 772 1,455

当期変動額合計 82,374 △119,398

当期末残高 242,013 122,614



（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22年９月１日 

 至 平成23年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年９月１日 

 至 平成24年８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（△） △435,725 △180,473

減価償却費 17,658 30,363

減損損失 4,063 64,206

のれん償却額 13,417 38,521

貸倒引当金の増減額（△は減少） 25,621 584

受取利息及び受取配当金 △642 △835

支払利息 6,657 13,055

社債利息 1,840 －

固定資産除却損 516 1,003

投資有価証券評価損益（△は益） － 47,606

投資有価証券売却損益（△は益） △3,999 △770

関係会社株式売却損益（△は益） － △12,195

特別退職金 3,950 －

事務所移転費用 8,321 －

支払手数料 37,465 6,499

売上債権の増減額（△は増加） △40,081 23,160

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,704 55,294

前払費用の増減額（△は増加） 3,186 10,207

未収入金の増減額（△は増加） △8,881 △90,654

仕入債務の増減額（△は減少） 48,043 10,267

未払金の増減額（△は減少） 90,976 △41,014

前受金の増減額（△は減少） 520 26,172

未払又は未収消費税等の増減額 3,836 17,054

その他 △2,973 △2,372

小計 △236,934 15,682

利息及び配当金の受取額 744 461

利息の支払額 △5,546 △12,588

支払手数料の支払額 △13,917 －

損害賠償金の支払額 △600 －

法人税等の支払額 △6,526 △1,708

法人税等の還付額 114 216

特別退職金の支払額 △3,950 －

事務所移転費用の支払額 △8,444 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △275,060 2,062



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年９月１日 

 至 平成24年８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 △3,420 △11,980

定期預金の払戻による収入 － 18,360

有価証券の取得による支出 △30,200 －

有価証券の売却及び償還による収入 26,920 1,234

子会社株式の取得による支出 － △15,000

子会社株式の売却による収入 － 5,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

※2  △545 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

※2  90,387 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ ※3  △933

事業譲受による支出 ※4  △200,000 △50,000

有形固定資産の取得による支出 △29,737 △19,507

無形固定資産の売却による収入 － 266

無形固定資産の取得による支出 △17,666 △13,249

短期貸付けによる支出 △45,600 △12,713

貸付金の回収による収入 13,000 21,092

敷金及び保証金の差入による支出 △25,633 △3,992

敷金及び保証金の回収による収入 9,339 －

その他 － △892

投資活動によるキャッシュ・フロー △213,156 △82,313

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 89,346 59,930

長期借入れによる収入 － 50,000

長期借入金の返済による支出 △12,840 △54,353

株式の発行による収入 304,461 60,172

新株予約権付社債の発行による収入 185,496 －

新株予約権の発行による支出 － △360

リース債務の返済による支出 △590 △2,431

財務活動によるキャッシュ・フロー 565,874 112,957

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,995 △9,599

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 72,661 23,107

現金及び現金同等物の期首残高 7,626 80,288

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  80,288 ※1  103,396



該当事項はありません。 

  

１．連結の範囲に関する事項 

すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

  株式会社コネクトテクノロジーズ 

  株式会社ＳＢＹ 

当社の連結子会社でありました株式会社ゲットバック・エンタテインメントは、全株式を譲渡したため、連

結の範囲から除外しております。 

また、当社の連結子会社でありました株式会社ガットと株式会社ＳＢＹは、株式会社ガットを存続会社とす

る吸収合併をいたしました。連結子会社同士の合併のため、実質的な連結の範囲に変更はありませんが、連結

子会社の数は１社減少しております。なお、存続会社の名称は、商号変更により株式会社ＳＢＹとしておりま

す。  

２．連結子会社の事業年度等に関する事項 

すべての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

３．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）によっております。 

時価のないもの  

移動平均法による原価法によっております。  

② デリバティブ 

時価法  

③ たな卸資産 

イ．商品及び製品 

主として総平均法による原価法（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。  

  ロ．仕掛品 

主として個別法による原価法（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。 

（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          

建物及び構築物   ３～18年 

工具、器具及び備品 ２～15年  

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。なお、市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売可能期間（３年以

内）、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。 

③ リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額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８月31日以前の所有権移転外ファイナンス・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。 

④ 長期前払費用 

定額法を採用しております。 

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項



（3）繰延資産の処理方法  

株式交付費 

支出時に全額費用処理しております。 

（4）重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

売上債権その他これに準ずる債権の貸倒れによる損失に備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

（5）重要な資産負債の本邦通貨への換算基準  

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。 

（6）受注制作のソフトウェア開発に係る収益及び費用の計上基準  

当連結会計年度中に着手した受注制作ソフトウェア開発のうち、当連結会計年度末までの進捗部分につい

て成果の確実性が認められる契約については工事進行基準（ソフトウェア開発の進捗率の見積りは原価比例

法）を、その他の契約については工事完成基準を適用しております。    

（7）のれんの償却方法及び償却期間 

のれんの償却については、原則としてその投資効果の発現すると見積もられる期間で均等償却することと

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 

資金の範囲については、手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能、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か月以内に償還期限の到来する短期投資となっております。 

（9）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理  

税抜方式によっております。  

② 連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しております。 

  

（連結貸借対照表） 

前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「前受金」は負債及び純資産の合計額の100

分の５を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるた

め、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に表示していた33,211千円

は、「前受金」17,294千円、「その他」15,917千円として組み替えております。  

  

（連結キャッシュ・フロー計算書）   

前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました

「前受金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することにしました。この表

示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロ

ー」の「その他」に表示しておりました△2,453千円は、「前受金の増減額」520千円、「その他」△2,973千円と

して組み替えております。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

なお、「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号）に基づき、前連結

会計年度の「貸倒引当金戻入額」は遡及処理を行っておりません。 

(7）表示方法の変更

(8）追加情報



受取手形割引高 

  

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次のとおりであります。 

  

※２．一般管理費に含まれる研究開発費 

  

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

  

※４．減損損失 

当社は以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。 

前連結会計年度（自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日） 

（減損損失の認識に至った経緯） 

旧本社事務所の固定資産については、事務所移転時に、資産を除却する予定であったため、当該資産の帳簿価額

全額を減損損失として特別損失に4,063千円計上しております。 

（減損損失の金額） 

（グルーピングの方法） 

当社グループは、主として事業の区分をもとに概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す 小の単位によって

資産のグルーピングを行っております。 

（回収可能価額の算定方法等） 

旧本社事務所の固定資産については、除却予定であったことから、使用価値を零としております。 

  

(9）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23年８月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年８月31日） 

受取手形割引高 千円1,028 千円 6,456

（連結損益計算書関係）

  
前連結会計年度 

（自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年９月１日 

至 平成24年８月31日） 

給与手当 千円200,463 千円 244,880

貸倒引当金繰入額  1,448  558

販売促進費  91,207  208,170

前連結会計年度 
（自 平成22年９月１日 

至 平成23年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年９月１日 

至 平成24年８月31日） 

千円3,586 千円 174

前連結会計年度 
（自 平成22年９月１日 

至 平成23年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年９月１日 

至 平成24年８月31日） 

建物及び構築物 千円516   千円 －

工具器具及び備品  －    303

ソフトウェア  －    700

用途 種類 場所  

事業用資産(旧本社事務所)  建物附属設備 東京都新宿区 

種類 金額 

 建物附属設備 千円 4,063



当連結会計年度（自 平成23年９月１日 至 平成24年８月31日） 

（減損損失の認識に至った経緯） 

システムソリューション事業における自社利用ソフトウェアについては当初想定していた収益が見込めなくなっ

たため、電話加入権については時価が著しく下落したため、物販事業における旧ガット社取得時に発生したのれん

は当初想定していた収益が見込めなくなったため、それぞれ帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として

千円を特別損失に計上しております。 

（減損損失の金額） 

（グルーピングの方法） 

当社グループは、主として事業の区分をもとに概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す 小の単位によって

資産のグルーピングを行っております。 

（回収可能価額の算定方法等） 

ソフトウェアについては、使用価値として備忘価額を付し、電話加入権及びのれんについては、使用価値を零と

しております。 

  

前連結会計年度（自平成22年９月１日 至平成23年８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 

（注）１．当社は平成23年３月１日に設立しておりますので、前連結会計年度末株式数は、会社設立時の株式数にな

ります。 

    ２．発行済株式の増加は、第三者割当増資(32,000,000株)及び新株予約権の権利行使(2,819,624株)によるもの

であります。 

２．新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。  

  

用途 種類 場所  

システムソリューション事業 ソフトウェア 東京都港区 

全社共用 電話加入権 東京都港区 

物販事業 のれん 岐阜県岐阜市 

64,206

種類 金額 

ソフトウェア 千円 8,496

電話加入権  290

 のれん  55,419

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
当連結会計年度期首
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（注）１，２  12,384,600  34,819,624  ―  47,204,224

合計  12,384,600  34,819,624  ―  47,204,224

自己株式   

普通株式  －  ―  ―  －

合計  －  ―  ―  －



当連結会計年度（自平成23年９月１日 至平成24年８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 

（注）発行済株式の増加は、新株予約権の権利行使( 株)によるものであります。 

  

２．新株予約権等に関する事項 

（注）１．平成24年新株株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。なお株式の数

は下限行使価額38円で全ての新株予約権を行使した場合の数となります。 

    ２．平成24年新株株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。   

  

  
当連結会計年度期首
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（注）  47,204,224  1,644,725  ―  48,848,949

合計  47,204,224  1,644,725  ―  48,848,949

自己株式   

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

1,644,725

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） 
当連結会計年

度期首 

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 

（親会社） 

平成24年新株予約権 

（注）１，２  
普通株式 － 7,894,680 1,644,725 6,249,955     2,375 

合計  － － － － －      2,375 



※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 

  

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳及び新規設立により新たに連結子

会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 

前連結会計年度（自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日） 

株式の取得により新たに株式会社ＳＢＹを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社

ＳＢＹの取得価額と株式会社ＳＢＹの株式取得による支出（純額）との関係は次のとおりであります。     

  

新たに設立した株式会社ゲットバック・エンタテインメントを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の

主な内訳は以下のとおりであります。     

    

株式の取得により新たに株式会社ガットを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社

ガットの取得価額と株式会社ガットの株式取得による収入（純額）との関係は次のとおりであります。     

  

（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22年９月１日 
至 平成23年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年９月１日 

至 平成24年８月31日） 

現金及び預金勘定 千円 86,668 千円 103,396

預金期間が３ヶ月を超える定期預金  △6,380  －

現金及び現金同等物  80,288  103,396

    （千円）

㈱ＳＢＹ株式取得価額     1,000

㈱ＳＢＹの現金及び現金同等物    △454

差引：㈱ＳＢＹの株式取得による支出（純額）   545

    （千円）

㈱ゲットバック・エンタテインメント株式取得価額     5,000

㈱ゲットバック・エンタテインメントの現金及び現金同等物    △5,000

差引：㈱ゲットバック・エンタテインメントの株式取得による支出（純額）   －

    （千円）

㈱ガット株式取得価額     30,000

  

㈱ガット株式取得価額の内、当期支出額 －

㈱ガットの現金及び現金同等物    △90,387

差引：㈱ガットの株式取得による収入（純額）   △90,387



※３ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳 

当連結会計年度（自 平成23年９月１日 至 平成24年８月31日） 

株式の売却により株式会社ゲットバック・エンタテインメントが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資

産及び負債の内訳並びに売却価額と売却による支出（純額）は次のとおりであります。  

  

※４ 事業譲受により増加した資産及び負債の主な内訳 

前連結会計年度（自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日） 

当社の連結子会社である株式会社ＳＢＹにおいて株式会社オゾンネットワークからの事業譲受により増加した資

産及び負債の内訳は次のとおりであります。 

   

５ 重要な非資金取引の内容 

転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使 

  

    （千円）

流動資産   8,665

固定資産   231

流動負債   △21,092

関係会社株式売却益   12,196

㈱ゲットバック・エンタテインメント株式売却価額   0

㈱ゲットバック・エンタテインメントの現金及び現金同等物    933

差引：㈱ゲットバック・エンタテインメントの株式売却による支出（純額）   △933

    （千円）

流動資産   60,800

固定資産   66,148

のれん  123,052

流動負債   △50,000

差引：事業譲受による支出   200,000

  
前連結会計年度 

（自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年９月１日 

至 平成24年８月31日） 

新株予約権の行使による資本金の増加額 千円 100,000 千円 －

新株予約権の行使による資本準備金増加額  100,000  －

新株予約権の行使による新株予約権付社債の減少額  200,000  －



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。 

当連結会計年度より、前連結会計年度における単独株式移転による持株会社体制移行後の事業再編を踏まえ、経営

管理の実態を適正に継続表示するため、報告セグメントとして記載する事業セグメントを変更しております。 

その結果、当連結会計年度より、「システムソリューション事業」、「環境エネルギー事業」、「物販事業」、

「エンタテインメント事業」の４つを報告セグメントといたしました。 

各報告セグメントの事業内容は次のとおりであります。 

  なお、当該変更を反映した前連結会計年度の「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」は、以下のとおりです。 

  

前連結会計年度（自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日） 

（注）１.セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全

社費用 千円であります。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。  

２.セグメント利益又はセグメント損失（△）は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

（セグメント情報等）

セグメント情報

事業区分 事業内容 会社名 

システムソリューション事業

主に、携帯電話を利用したサービスを実現するための

システム開発、サーバ構築、運用等のソリューション

を展開しております。 

株式会社コネクトテクノロジ

ーズ  

環境エネルギー事業 

主に、太陽光発電機材・ＬＥＤ・空調設備機器・蓄電

池を中心とした環境・エネルギー商材の企画販売、リ

ース・レンタル・ファンド資金を活用した顧客開拓、

及び運営管理、並びにエネルギー管理（見える化）を

展開しております。 

株式会社コネクトテクノロジ

ーズ  

物販事業 
主に、小売・物販・Ｅコマースの展開、企画プロデュ

ース・キャスティング業務を展開しております。 
株式会社ＳＢＹ 

エンタテインメント事業 
主に、映像・音楽などのコンテンツの制作ならびにプ

ロダクション業務を展開しております。 

株式会社ゲットバック・エン

タテインメント 

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

連結財務諸
表計上額 

（注）２,３
システムソ
リューショ
ン事業  

環境エネル
ギー事業

物販事業
エンタテイ
ンメント事

業  
計 

売上高    

外部顧客への売上高  215,815  －  660,425  17,289  893,531  － 893,531

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 3,000  －  －  －  3,000  △3,000 －

計  218,815  －  660,425  17,289  896,531  △3,000 893,531

セグメント利益又はセ

グメント損失(△) 
 △103,846  －  6,350  △582  △98,079  △255,834 △353,913

セグメント資産  176,525  －  586,702  9,552  772,780  66,368 839,148

その他の項目    

減価償却費  9,395  －  6,407  231  16,034  1,624 17,658

のれんの償却額  －  －  13,417  －  13,417  － 13,417

減損損失  4,063  －  －  －  4,063  － 4,063

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
 12,809  －  8,454  693  21,956  20,356 42,313

△255,834

△255,834



  

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。 

   

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22年９月１日 至 平成23年８月31日） 

「１．報告セグメントの概要」に記載のとおりであります。  

  

当連結会計年度（自 平成23年９月１日 至 平成24年８月31日） 

（注）１.外部顧客への売上高の調整額 千円は、非連結子会社からの経営指導料等であります。 

      ２.セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額 千円には、各報告セグメントに配分していな

い全社費用 千円及びセグメント間取引消去 千円が含まれております。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.セグメント利益又はセグメント損失（△）は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

当連結会計年度（自 平成23年９月１日 至 平成24年８月31日） 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

５．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 

当連結会計年度（自 平成23年９月１日 至 平成24年８月31日） 

                                            (単位：千円)

（注）のれんの償却額については、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

連結財務諸
表計上額 

（注）２,３
システムソ
リューショ
ン事業  

環境エネル
ギー事業

物販事業
エンタテイ
ンメント事

業 
計 

売上高    

外部顧客への売上高  81,420  469  1,735,107  23,621  1,840,619  2,085 1,842,704

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 11,734  －  －  －  11,734  △11,734 －

計  93,155  469  1,735,107  23,621  1,852,354  △9,649 1,842,704

セグメント利益又はセ

グメント損失(△) 
 △91,207  △10,279  178,453  △10,203  66,762  △196,337 △129,575

セグメント資産  80,479  －  538,191  －  618,671  85,297 703,969

その他の項目    

減価償却費  5,451  473  20,377  231  26,533  4,057 30,590

のれんの償却額  －  －  38,521  －  38,521  － 38,521

減損損失   8,496  －  55,419  －  63,916  290 64,206

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
 8,923  －  29,646  －  38,569  1,588 40,158

2,085

△196,337

△184,603 11,734

  

システムソ

リューショ

ン事業 

環境エネル

ギー事業 
物販事業 

エンタテイ

ンメント事

業 

計 全社・消去 合計 

当期末残高  －  －  88,582  －  88,582  －  88,582



（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。 

（注）１．当社は平成23年３月１日の株式移転により株式会社コネクトテクノロジーズにおけるストック・オプションを

承継しており、上記決議年月日は株式会社コネクトテクノロジーズ第２回新株予約権の決議年月日でありま

す。 

   ２．当社は平成23年３月１日の株式移転により株式会社コネクトテクノロジーズにおけるストック・オプションを

承継しており、上記決議年月日は株式会社コネクトテクノロジーズ第３回新株予約権の決議年月日でありま

す。 

  

１．子会社（株式会社コネクトテクノロジーズ）の異動を伴う株式譲渡に関する件  

当社は、平成24年８月31日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社コネクトテクノロジーズの

株式を譲渡することを決議し、９月１日付で株式譲渡を行いました。 

(1) 異動する連結子会社の概要 

名称         株式会社コネクトテクノロジーズ 

所在地        東京都港区六本木六丁目１番24号 

代表者の役職・氏名  代表取締役堀口利美 

設立年月日      平成12年５月18日 

事業内容 

① 顧客企業向けシステム開発、サーバー構築などのソリューション提供事業 

② エンドユーザー向け直接通信サービスの提供、ソフトウエアの検証請負、自社コンテンツの立ち上げ事業 

③ ＩＴを駆使した環境エネルギー事業 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成22年９月１日 

至 平成23年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年９月１日 

至 平成24年８月31日） 

１株当たり純資産額 円5.13

１株当たり当期純損失金額 円15.67

１株当たり純資産額 円2.46

１株当たり当期純損失金額 円3.88

 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。 

 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22年９月１日 
至 平成23年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年９月１日 

至 平成24年８月31日） 

１株当たり当期純損失金額     

 当期純損失（千円）  438,398  183,978

 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）  438,398  183,978

 期中平均株式数（株）  27,976,481  47,360,967

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金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

新株予約権 

平成15年７月24日 

臨時株株主総会決議（注）１ 

新株予約権の数 134個 

潜在株式の数 

 当社普通株式 120,600株 

  

新株予約権  

平成16年11月25日 

定時株主総会決議（注）２ 

新株予約権の数  30個 

潜在株式の数 

 当社普通株式  3,000株  

新株予約権 

平成15年７月24日 

臨時株株主総会決議（注）１ 

新株予約権の数 個 

潜在株式の数 

 当社普通株式 株 

  

新株予約権  

平成16年11月25日 

定時株主総会決議（注）２ 

新株予約権の数  個 

潜在株式の数 

 当社普通株式  株  

134

120,600

30

3,000

（重要な後発事象）



資本金        50,000千円 

発行済株式総数    123,846株 

大株主及び持株比率  株式会社コネクトホールディングス123,846株（100％） 

決算期        ８月31日 

従業員数       ４名 

(2) 株式譲渡の相手先 

氏名         佐藤辰夫（当該子会社取締役兼当社社外取締役） 

住所         名古屋市熱田区 

(3) 譲渡株式数、譲渡価格の状況 

異動前の所有株式数  123,846株（所有割合100％） 

異動株式数          123,846株（譲渡価額 １円） 

異動後の所有株式数  ０株（所有割合 ０％） 

(4) 日程 

取締役会決議        平成24年８月31日 

株式譲渡契約締結    平成24年８月31日 

株式譲渡日          平成24年９月１日 

  

２．行使価額修正条項付新株予約権（ＭＳワラント）の譲渡に関する件 

当社は、平成24年10月５日開催の取締役会において、平成24年５月28日に発行した行使価額修正条項付新株予約権

（ＭＳワラント）に関して、Brillance Hedge Fund（ブリランス・ヘッジ・ファンド）及びBrillance Multi 

Strategy Fund（ブリランス・マルチ・ストラテジー・ファンド）から現在保有する当社新株予約権の全部を譲渡し

たい申し出を受け、それに伴い、割当先の保有する本新株予約権の全てを、アルバース証券株式会社（東京都渋谷区

渋谷３－29－24代表取締役田原弘之）に譲渡することを承認し、同日付で譲渡が実行されました。  

(1) 新株予約権の譲渡内容 

譲渡人        Brillance Hedge Fund（ブリランス・ヘッジ・ファンド） 

Brillance Multi Strategy Fund（ブリランス・マルチ・ストラテジー・ファンド） 

譲渡先     アルバース証券株式会社 

譲渡日     平成24年10月５日 

譲渡個数    60個  内訳 Brillance Hedge Fund           32個 

Brillance Multi Strategy Fund 28個 

譲渡の対象となる株式数  

1,829,220株（上限行使価額82円の場合） 

3,947,340株（下限行使価額38円の場合）   

(2) 新株予約権の譲渡先の概要  

名称       アルバース証券株式会社 

所在地      東京都渋谷区渋谷３-29-24 エースファーストビル10階 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 田原 弘之 

資本金      ７億5000万円 

決算期      ３月31日 

事業内容    有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引等

大株主及び持株比率 エース交易株式会社（大阪証券取引所JASDAQ市場8749）100％  

  

３．新株予約権の行使の件 

当連結会計年度終了後、平成24年９月１日から平成24年10月12日までに第３回新株予約権の一部（45個）について

権利行使がありました。当該新株予約権の権利行使の概要は次のとおりであります。 

(1) 行使された新株予約権の数  45個 

(2) 発行する株式の種類        普通株式 

(3) 発行する株式の数         2,819,093株 

(4) 増加した資本金            56,812,500円 

(5) 増加した資本準備金        56,812,500円 

  



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年８月31日) 

当事業年度 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,227 33,990

前払費用 1,091 4,038

短期貸付金 252,000 16,411

未収入金 105,612 99,346

その他 1,347 764

貸倒引当金 △14,719 △10,340

流動資産合計 354,558 144,210

固定資産   

有形固定資産   

建物 18,410 18,410

減価償却累計額 △1,383 △4,542

建物（純額） 17,026 13,868

工具、器具及び備品 1,946 1,946

減価償却累計額 △240 △847

工具、器具及び備品（純額） 1,705 1,098

有形固定資産合計 18,732 14,966

無形固定資産   

ソフトウエア － 1,297

無形固定資産合計 － 1,297

投資その他の資産   

関係会社株式 181,998 41,000

長期貸付金 － 209

敷金及び保証金 － 25,633

貸倒引当金 － △1

投資その他の資産合計 181,998 66,842

固定資産合計 200,731 83,107

資産合計 555,290 227,317

負債の部   

流動負債   

短期借入金 103,000 71,180

役員からの短期借入金 25,000 11,043

未払金 19,203 9,251

未払法人税等 301 1,503

未払消費税等 － 5,809

その他 1,572 1,467

流動負債合計 149,077 100,256

負債合計 149,077 100,256



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年８月31日) 

当事業年度 
(平成24年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 230,000 261,562

資本剰余金   

資本準備金 220,000 251,562

その他資本剰余金 15,998 15,998

資本剰余金合計 235,998 267,561

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △59,785 △404,437

利益剰余金合計 △59,785 △404,437

株主資本合計 406,213 124,686

新株予約権 － 2,375

純資産合計 406,213 127,061

負債純資産合計 555,290 227,317



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成23年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

営業収益   

経営指導料 16,919 45,999

業務受託料 70,420 125,623

その他 1,136 2,338

営業収益合計 88,476 173,961

営業費用   

役員報酬 15,400 42,900

給料 25,985 47,559

支払手数料 43,251 56,546

地代家賃 3,949 9,126

貸倒引当金繰入額 557 －

その他 21,853 43,192

営業費用合計 110,995 199,325

営業損失（△） △22,519 △25,363

営業外収益   

受取利息 2,766 5,772

貸倒引当金戻入額 － 4,379

業務受託料 － 1,200

その他 22 37

営業外収益合計 2,788 11,389

営業外費用   

支払利息 3,201 4,702

貸倒引当金繰入額 14,162 1

支払手数料 20,240 6,485

その他 2,329 77

営業外費用合計 39,933 11,267

経常損失（△） △59,664 △25,241

特別利益   

償却債権取立益 － 600

特別利益合計 － 600

特別損失   

関係会社株式評価損 － 145,998

関係会社株式売却損 － 4,999

債権放棄損失 － 168,240

特別損失合計 － 319,239

税引前当期純損失（△） △59,664 △343,880

法人税、住民税及び事業税 120 771

法人税等合計 120 771

当期純損失（△） △59,785 △344,651



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成23年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 － 230,000

当期変動額   

新株の発行 220,000 31,562

株式移転による増加 10,000 －

当期変動額合計 230,000 31,562

当期末残高 230,000 261,562

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 － 220,000

当期変動額   

新株の発行 220,000 31,562

当期変動額合計 220,000 31,562

当期末残高 220,000 251,562

その他資本剰余金   

当期首残高 － 15,998

当期変動額   

株式移転による増加 15,998 －

当期変動額合計 15,998 －

当期末残高 15,998 15,998

資本剰余金合計   

当期首残高 － 235,998

当期変動額   

新株の発行 220,000 31,562

株式移転による増加 15,998 －

当期変動額合計 235,998 31,562

当期末残高 235,998 267,561

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

当期首残高 － △59,785

当期変動額   

当期純損失（△） △59,785 △344,651

当期変動額合計 △59,785 △344,651

当期末残高 △59,785 △404,437



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成23年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

株主資本合計   

当期首残高 － 406,213

当期変動額   

当期純損失（△） △59,785 △344,651

新株の発行 440,000 63,125

株式移転による増加 25,998 －

当期変動額合計 406,213 △281,526

当期末残高 406,213 124,686

新株予約権   

当期首残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 2,375

当期変動額合計 － 2,375

当期末残高 － 2,375

純資産合計   

当期首残高 － 406,213

当期変動額   

当期純損失（△） △59,785 △344,651

新株の発行 440,000 63,125

株式移転による増加 25,998 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 2,375

当期変動額合計 406,213 △279,151

当期末残高 406,213 127,061
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