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(百万円未満切捨て)

１．平成25年６月期の連結業績（平成24年７月１日～平成25年６月30日）
（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 ％

25年６月期 1,006 28.1 △93 ― △32 ― 4 ―

24年６月期 786 83.7 △210 ― △142 ― △80 ―

(注) 包括利益 25年６月期 5百万円 (―％) 24年６月期 △80百万円 (―％)

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 ％ ％ ％

25年６月期 22 07 21 17 1.8 △3.1 △9.3

24年６月期 △926 09 ― ― △25.3 △26.8

(参考) 持分法投資損益 25年６月期 △2百万円 24年６月期 ―百万円

（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

25年６月期 1,732 488 27.8 1,348 52

24年６月期 377 9 2.5 76 02

(参考) 自己資本 25年６月期 481百万円 24年６月期 9百万円

（３）連結キャッシュ・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

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

25年６月期 △213 △0 445 292

24年６月期 △199 △9 237 61

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 ％ ％

24年６月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00    ― ― ―

25年６月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00 ― ― ―

26年６月期(予想) ― 0 00 ― 0 00 0 00 ― 

３．平成26年６月期の連結業績予想（平成25年７月１日～平成26年６月30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) 1,913 ― 291 ― 274 ― 257 ― 722 94

通 期 3,018 199.8 271 ― 238 ― 209 ― 587 62



  

 

 

 
  

 

 
  

 
  
（２）個別財政状態 

 
 
  

 

 
  

この決算短信は、金融商品取引法に基づく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は終了していません。 

  

上記の業績予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の
業績は、今後様々な要因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる
仮定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、２～３ページ「１．経営成績・財政状
態に関する分析（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
  

※ 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) ： 有

  新規  ２社 (社名) 株式会社マーファス
             東京電装株式会社      除外   社 (社名)  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 有

 ④ 修正再表示 ： 無

（３）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) 25年６月期 357,759株 24年６月期 123,259株

② 期末自己株式数 25年６月期 982株 24年６月期 982株

③ 期中平均株式数 25年６月期 203,961株 24年６月期 86,823株

(参考) 個別業績の概要
１．平成25年６月期の個別業績（平成24年７月１日～平成25年６月30日）
（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 ％

25年６月期 46 ― △156 ― △80 ― △82 ―

24年６月期 2 △55.8 △191 ― △223 ― △230 ―

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

25年６月期 △402 06 ―

24年６月期 △2,649 94 ―

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

25年６月期 493 293 59.0 816 91

24年６月期 123 △95 ― △778 67

(参考) 自己資本 25年６月期 291百万円 24年６月期 △95百万円

２．平成26年６月期の個別業績予想（平成25年７月１日～平成26年６月30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 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 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 18 558.1 △81 ― △83 ― △232 64

通 期 36 △23.1 △156 ― △161 ― △452 66

※ 監査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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当連結会計年度におけるわが国経済は、欧州の経済問題、新興国経済の成長の鈍化、電力等のエネルギ

ー問題等により、先行きについて不透明感はあるものの、昨年12月の政権交代以降の景気政策への期待か

ら、為替相場は円安、株高が進行し、個人消費にも明るい兆しが見られるようになりました。 

このような環境下、当連結会計年度、当企業グループでは、収益拡大を目的とした事業の拡大を図るた

め、「第三者割当により発行される新株式（金銭出資及びデット・エクイティ・スワップ）及び第６回新

株予約権の発行」を平成25年１月25日開催の臨時株主総会において決議いただく等、積極的な事業資金の

調達に努めました。 

具体的な事業の拡大としては、平成25年３月22日付で、㈱マーファスを子会社化し、アパレル事業へ進

出しました。また、平成25年４月12日付で、東京電装㈱を子会社化し、メーカー事業の拡充を図りまし

た。また、平成25年４月30日には、新たにメディカルサポート事業へ進出することを目的に、100％子会

社である㈱GWメディカルサポートを設立いたしました。 

このような事業分野の拡大により、当連結会計年度、当企業グループでは、㈱SPC及び東京電装㈱によ

るメーカー事業、㈱GWインベストメントによるM&A・投資アドバイザリー事業及び不動産事業、㈱マーフ

ァスによるアパレル事業等を主幹に事業運営を行いました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は1,006百万円（対前年同期比28.1％増）、営業損失は93百万円

（同117百万円改善）、経常損失は32百万円（同109百万円改善）、当期純利益は４百万円（同84百万円改

善）と大幅な改善となりました。 

  

セグメントの業績は以下のとおりであります。 

  

①メディア・コンテンツ事業   

㈱GWソリューションが当該セグメントに区分されておりますが、前連結会計年度において、メディ

ア・コンテンツ事業は休止いたしております。 

  

②メーカー事業    

メーカー事業では、㈱SPC及び東京電装㈱が当該セグメントに区分されております。 

㈱SPCは、自動車関連部品などを受注・生産・販売をしており、東京電装㈱は、電気照明器具製造及

び同卸売業を営んでおります。その結果、売上高は484百万円（対前年同期比24.5％減）、営業利益は

７百万円（同11百万円改善）となりました。 

  

③M&A・投資アドバイザリー事業  

M&A・投資アドバイザリー事業では、㈱GWインベストメントが当該セグメントに区分されております

が、新たに、平成25年５月27日付で「宅地建物取引業免許（宅建免許）」を取得し、不動産事業へ進

出、不動産の売買及び仲介を行っております。その結果、売上高は391百万円（同388百万円増）、営業

損失は28百万円（同63百万円改善）となりました。 

  

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析
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④アパレル事業 

アパレル事業では、㈱マーファスが当該セグメントに区分されており、婦人向け衣料品の販売、卸売

業を行っております。その結果、売上高は130百万円、営業損失16百万円となりました。 

  

⑤その他事業 

その他事業では、SKY Express Hawaii,Inc.及び㈱GWメディカルサポートが当該セグメントに区分さ

れております。 

SKY Express Hawaii,Inc.は、業務提携契約を締結している㈱リージェンシーツアーズが販売するオ

プショナルツアーに対する、現地のホテル、イベント企業、交通機関、物産店等の手配業務を行ってお

り、㈱GWメディカルサポートは、先端医療関連事業や美容関連商品を法人・個人向けに販売しておりま

す。その結果、売上高は30百万円、営業損失２百万円となりました。   

  

⑥次期の見通し 

通期の業績見通しといたしましては、連結売上高3,018百万円、営業利益271百万円、経常利益238百

万円、当期純利益209百万円を見込んでおります。  

次期の事業運営といたしましては、メーカー事業を行っている㈱SPCにおいて安定した受注を見込む

とともに、東京電装㈱では積極的な販路の拡大を推進いたします。また、M&A・投資アドバイザリー事

業の㈱GWインベストメントにおいては、不動産事業の拡大を行い収益の拡大に努めるとともに、その他

の事業分野及び新規事業分野においても、それぞれ事業の拡大に努め、当企業グループ全体として、事

業の発展と収益基盤の強化を図る所存でございます。 

なお、これらの見通しはいずれも当社グループが現時点で入手可能な情報或いは合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、これらは経済環境、競争状況および市場環境などを含む「事業等のリ

スク」に記載の通り、不確実な要因の影響を受けます。業績予想に変動を与える事情が生じた場合に

は、速やかに業績予想を見直し、開示いたします。 
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①資産・負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の当企業グループの財政状態は、資産総額1,732百万円(うち、流動資産885百万

円、固定資産847百万円)に対し、負債総額1,243百万円(うち、流動負債917百万円、固定負債326百万

円)、純資産合計488百万円となっております。資産総額は1,355百万円増加、負債総額は875百万円増加

となり、主に連結子会社の取得等によるものであります。純資産については479百万円増加となり、主

に第三者割当増資等によるものであります。 

今後、当企業グループは、グループ全体での資産回転率の向上等に努め、より強固な財務基盤の構築

を図ってまいります。 

  

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は、292百万円であり前年同期と比べ230百万円の増加

となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

当連結会計年度における営業活動による資金の減少は213百万円（前年同期比13百万円減）となりま

した。  

 これは主に売上債権の増加額56百万円、たな卸資産の増加額36百万円、仕入債務の減少額70百万円に

よるものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）   

当連結会計年度における投資活動による資金の増加は０百万円（前年同期比８百万円増）となりまし

た。  

 これは主に、有形固定資産の売却による収入19百万円、保険積立金の解約による収入22百万円、貸付

による支出43百万円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ける財務活動による資金の増加は445百万円（前年同期比207百万円増）となりま

した。  

 これは主に短期借入金の純増加額94百万円、株式の発行による収入358百万円によるものでありま

す。  

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

（２）財政状態に関する分析

平成21年６月期 平成22年６月期 平成23年６月期 平成24年６月期 平成25年６月期

自己資本比率 74.9 70.3 △9.0 2.5 27.8

時価ベースの自己資本比率 54.3 233.2 38.3 124.8 189.8

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

― ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

― ― ― ― ―
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当企業グループでは、株主に対する利益還元策を経営戦略上の重要課題として認識しておりますが、

現状におきましては、経営体質の強化、競争力の維持、事業の拡充並びに人材の育成を図るための投資

等の原資を安定的に確保する必要があるものと考えております。また、内部留保資金の使途につきまし

ては、経営体質を強化し、将来の事業展開に備えることにより、自己資本利益率の向上を図ってまいる

所存であります。 

当期につきましては、期末における財政状況等を踏まえ、誠に恐縮ではございますが、無配とさせて

いただきたいと存じます。 

また、次期の配当予想につきましても、現在の配当財源の状況を勘案いたしますと、配当を実施する

状況には至らず、無配を継続せざるを得ない状況でございます。今後、収益の拡大をさらに加速し、早

期の復配を目指してまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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①事業環境に関するリスク 

ア．品質問題について 

当企業グループでは、自社工場及び生産委託先による生産並びに海外からの調達、製品の製造、調

達並びに製品の仕入れを行っております。万一、製品の設計ミス、製造ミス等により製品に欠陥が発

生した場合は、顧客の信頼を著しく損ねるとともに、アフターケア等のため、多額のコストが発生す

る可能性があります。 

  このような場合、当社への信頼低下から売上が減少し、結果として、当社の業績に悪影響を与える

可能性があります。 

イ．価格変動について 

当企業グループが調達する原材料・部品や生産に係るエネルギー並びに仕入を行う製品等は為替を

含む市況の変化により価格が変動するものが含まれております。これらの価格が高騰した場合、当企

業グループが調達コストの上昇を販売価格に転嫁できる保証はなく、売上原価の上昇により、当企業

グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。 

ウ．得意先への信用リスクについて 

当企業グループは得意先や投資先の信用リスクに備えていますが、予期せぬ倒産などの事態により

債権回収に支障が発生した場合など、当企業グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

②財政状態及び経営成績の変動について 

ア．投資先企業について 

当社は、当企業グループの有する経営資源とのシナジー効果によって事業価値が向上し、収益拡大

が見込まれる企業などを対象に投資を行っております。当該企業が連結対象子会社または持分法適用

関連会社に該当する場合、その決算内容により連結決算業績に影響を及ぼす可能性があります。 

イ．投資資金の回収期間及び回収について 

当社は、投資先企業の経営基盤を確立させ、その事業価値を向上させるため、様々な経営資源の投

下を行っております。しかしながら、投資の実行開始から事業価値の向上が完了するまでの期間の予

測は困難であります。加えて、投資先企業の経営が悪化した場合は、投資先企業や第三者に対して譲

渡することにより投資の回収を図る場合もありますが、当該企業株式が譲渡できない可能性がありま

す。 

ウ．市場の変動について 

当企業グループは、メーカー事業、及びM&A・投資アドバイザリー事業、アパレル事業、メディカ

ル事業、その他事業を展開しており、前連結会計年度、メディア・コンテンツ事業は休止いたしてお

ります。 

メーカー事業においては、自動車部品並びに電気器具照明設備の製造等をおこなっておりますが、

今後市場が縮小した場合、売上が減少し、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。  

M&A・投資アドバイザリー事業は、経済の動向により不動産の需要が減少した場合には売上が減少

するため、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

（４）事業等のリスク

㈱ゲートウェイホールディングス(7708)平成25年６月期決算短信
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アパレル事業においては、経済、消費動向により、市場が縮小した場合、売上が減少し、当社の業

績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

その他事業では、オプショナルツアーに対する、現地のホテル、イベント企業、交通機関、物産店

等の手配業務等を行っており、経済、為替動向により、市場が縮小した場合、売上が縮小し、当社の

業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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当企業グループは、前連結会計年度に210百万円の営業損失を計上し、当連結会計年度においても93

百万円の営業損失を計上しております。また、第２四半期連結累計期間において93百万円の債務超過に

陥っておりましたが、平成25年１月28日付で第三者割当による新株式の発行（一部デット・エクイテ

ィ・スワップ）及び第三者割当による新株予約権の発行により債務超過を解消しております。当該増資

により当社グループにおける当面の資金需要及び事業資金を確保でき、当連結会計年度に４百万円の当

期純利益を計上することができましたが、依然として事業基盤が確立しておらず、営業収益を計上でき

ない状況であります。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。当社グループといたしましては、当該状況を解消・改善するべくコスト削減を継続

して既存事業の収支改善を図るとともに、不採算事業からの撤退と収益性の高い事業への進出を促進し

てまいります。 

  

 具体的には、当連結会計年度に子会社化した、㈱マーファスと東京電装㈱は、安定的な取引を有して

おり引続き当社グループの収益に寄与するものと思われます。また、既存事業である㈱SPCの自動車関

連部品の製造のメーカー事業及び㈱GWインベストメントの不動産事業を一層強化し収益の改善につなげ

る所存でございます。新たに平成25年７月１日には、VanaH WORLD WATER INTERNATIONAL JAPAN㈱との

総販売代理店契約による天然水素水販売サービスを開始し、平成25年７月11日には、㈱GWメディカルサ

ポートにおける化粧品、美容関連用品の販売を本格的に開始しております。これらの新規事業にも注力

し、業績向上に努める所存でございます。 

  

 それぞれの事業で積極的に収益拡大を図る方針でございますが、これらの見通しはいずれも当社グル

ープが現時点で入手可能な情報或いは合理的であると判断する一定の前提に基づいております。個々の

事業においては、経済情勢の変化や競争環境の変化、業績不振による変動が発生する可能性もあり、実

際の業績は本決算短信に記載の目標値と大きく異なる場合があります。 

  なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性

の影響を連結財務諸表に反映しておりません。 

  

（５）継続企業の前提に関する重要事象等
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 当連結会計年度末現在における当社グループは、当社及び子会社８社で構成されており、「メディア・コ

ンテンツ」事業、「メーカー」事業、「M&A・投資アドバイザリー」事業、「アパレル」事業及び４事業に

該当しない事業区分である「その他」事業を展開しております。 

 当企業グループの事業に係わる位置付け及び事業部門との関連は、次のとおりであります。なお、セグメ

ントと同一の区分で表示しております。 

 
※１ 当連結会計年度において、㈱マーファス及び東京電装㈱の株式を取得したことにより、㈱マーファスとその

子会社である㈱アルファピュー並びに東京電装㈱は当社の連結子会社となりました。 

※２ 当連結会計年度において、当社100％出資の連結子会社としてSKY Express Hawaii,Inc.及び㈱GWメディカル

サポートを設立いたしました。 

２．企業集団の状況

事業
メディア・ 
コンテンツ

メーカー
M&A・投資

アドバイザリー
アパレル その他

事業内容
映画・舞台・TV等
の制作、配給、宣

伝

自動車関連部品の
製造、照明電装機
器の製造販売

M&A・投資案件の
発掘・不動産の売

買
衣料品卸売 旅行・メディカル

㈱ゲートウェイホールデ
ィングス

― ― ○ ― ―

㈱GWソリューション 
（連結子会社）

○ ― ― ― ―

㈱SPC 
（連結子会社）

― ○ ― ― ―

㈱GWインベストメント 
（連結子会社）

― ― ○ ― ―

㈱マーファス 
（連結子会社）

― ― ― ○ ―

㈱アルファピュー
（連結子会社）

― ― ― ○ ―

東京電装㈱
（連結子会社）

― ○ ― ― ―

SKY Express Hawaii,Inc.
（連結子会社）

― ― ― ― ○

㈱GWメディカルサポート
（連結子会社）

― ― ― ― ○

㈱ゲートウェイホールディングス(7708)平成25年６月期決算短信

9



当社では急速に変化する社会環境に的確に対処するため、メーカー事業で培った技術を活用し、新たに

発電・エネルギー等の環境分野での事業展開を進めるとともに、先端医療などの健康関連事業や飲料水の

販売、ゆとりある生活の実現につながる不動産、アパレル、旅行等の事業分野での展開を積極的に推進す

ることで社会に貢献することができるグローバルな企業を目指します。 

 収益拡大につきましては、既存事業の産みだす収益性の改善に加え、展開する各事業間での 大限のシ

ナジー効果を生み出すことに努めており、日々変化する経営環境へ適確に対応し、競争力のある企業集団

を構築してまいります。 

  

当企業グループといたしましては企業価値（利益・時価総額）の極大化を目指し、グループ各企業を

ROE（自己資本利益率）によって評価しております。具体的な数値目標といたしましては、ROE25％を目標

としております。 

  

当社は、社会に貢献できる事業への多角化を目的とし、様々な分野への進出を図っております。そのた

め当社の有する経営資源を積極的に投下することによりグループ企業の活性化につなげ、グループ全体の

収益性を高めるとともに、外部パートナーとの協業の強化を図ることで、企業価値の増大に努めてまいり

ます。 

 また、収益性、市場性、成長性を十分に考慮しながら、新規事業に進出し、新たなビジネスを創出して

まいります。 

  

①収益の確保について 

当社は、前連結会計年度に210百万円の営業損失を計上し、当連結会計年度においても93百万円の営

業損失を計上しております。経営内容は大幅に改善いたしましたが、このような状況から、当社には継

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。 

当社グループといたしましては、当該状況を解消又は改善すべくコスト削減を継続し、既存事業の収

支改善を図るとともに、不採算事業からの撤退と収益性の高い事業への進出を図ってまいります。 

当社が当連結会計年度に子会社化した㈱マーファスと東京電装㈱は、継続的で安定した取引先を有し

ており引続き当社グループの収益に寄与すると思われます。また、既存事業につきましても、連結子会

社である㈱SPCの自動車関連部品の製造や㈱GWインベストメントが行っている不動産事業の一層の強化

を図る方針でございます。 

また、平成25年７月１日には、VanaH WORLD WATER INTERNATIONAL JAPAN㈱との総販売代理店契約に

よる天然水素水販売サービスを開始し、平成25年７月11日には、㈱GWメディカルサポートにおける化粧

品、美容関連用品の販売を本格的に開始しております。これらの新規事業にも注力し、業績向上に努め

る所存でございます。 

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
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資金調達につきましては、平成25年１月28日付で第三者割当による新株式に発行（一部デット・エク

イティ・スワップ）及び第三者割当による新株予約権の発行うにより財務基盤の強化を図りました。今

後とも、既存事業の収支改善及び確立をはかるとともに、新たな事業展開を推進することを通じて安定

的な事業資金の確保を図ってまいります。 

②内部管理体制の整備について 

当社は、当社グループ全体における内部管理体制の整備が重要な課題であると認識しております。こ

の体制整備に向けた人員の採用、育成を強化するとともに、内部統制システムの整備も行っているとこ

ろであります。今後とも引き続き内部管理体制を維持し、強化していく方針であります。 

  

当企業グループは、平成25年１月28日付で第三者割当による新株式に発行（一部デット・エクイティ・

スワップ）及び第三者割当による新株予約権の発行により財務基盤の強化を図りましたが、今後の事業の

展開には必ずしも十分ではないものと考えられます。今後とも、既存事業の収支改善及び確立を行い、新

たな事業展開による収益の確保を促進するとともに、新たな資金調達手段の検討を進め資金調達の安定化

を目指してまいります。 

  

  

（５）その他、会社の経営上重要な事項
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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24年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 61,377 302,282

受取手形及び売掛金 37,469 314,528

商品及び製品 17,342 79,166

仕掛品 13,581 24,073

原材料及び貯蔵品 11,929 71,614

販売用不動産 － 21,837

短期貸付金 14,754 33,656

未収入金 3,067 22,508

繰延税金資産 － 1,926

その他 3,683 15,714

貸倒引当金 △1,784 △2,132

流動資産合計 161,420 885,176

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 278,455 387,212

減価償却累計額 △242,542 △342,146

建物及び構築物（純額） 35,913 45,065

機械装置及び運搬具 49,988 70,211

減価償却累計額 △43,307 △62,639

機械装置及び運搬具（純額） 6,681 7,572

工具、器具及び備品 27,524 471,636

減価償却累計額 △26,629 △470,002

工具、器具及び備品（純額） 894 1,633

土地 113,393 454,827

有形固定資産合計 156,882 509,099

無形固定資産   

のれん － 115,179

その他 0 521

無形固定資産合計 0 115,700

投資その他の資産   

投資有価証券 10,000 17,677

関係会社株式 － 57,577

出資金 － 21,190

長期貸付金 39,025 47,143

長期未収入金 55,889 42,286

破産更生債権等 51,640 53,559

敷金及び保証金 5,578 47,999

繰延税金資産 － 13,944

その他 1,029 17,595

貸倒引当金 △104,280 △96,481

投資その他の資産合計 58,884 222,492

固定資産合計 215,766 847,292

資産合計 377,186 1,732,468
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 931 238,627

短期借入金 188,606 422,324

1年内返済予定の長期借入金 94,000 164,893

未払金 39,613 53,999

未払法人税等 12,528 10,120

前受金 3,000 3,000

その他 19,697 24,246

流動負債合計 358,377 917,212

固定負債   

長期借入金 － 276,470

長期未払金 － 803

退職給付引当金 9,514 33,261

役員退職慰労引当金 － 15,000

その他 － 980

固定負債合計 9,514 326,515

負債合計 367,891 1,243,727

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,441,484 1,675,820

資本剰余金 568,028 802,364

利益剰余金 △1,980,416 △1,975,915

自己株式 △19,801 △19,801

株主資本合計 9,295 482,469

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 － △1,182

為替換算調整勘定 － △165

その他の包括利益累計額合計 － △1,348

新株予約権 － 2,240

少数株主持分 － 5,379

純資産合計 9,295 488,740

負債純資産合計 377,186 1,732,468
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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23年７月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高   

製品等売上高 786,058 1,006,748

売上高合計 786,058 1,006,748

売上原価   

製品等売上原価 747,041 822,879

売上原価合計 747,041 822,879

売上総利益 39,016 183,868

販売費及び一般管理費 249,513 277,304

営業損失（△） △210,496 △93,435

営業外収益   

受取利息 685 217

受取配当金 － 97

受取手数料 － 88,397

貸倒引当金戻入額 43,866 10,663

物品売却益 10,859 9,067

助成金収入 3,037 －

その他 20,639 9,415

営業外収益合計 79,089 117,857

営業外費用   

支払利息 9,123 12,603

支払手数料 － 39,551

持分法による投資損失 － 2,134

手形売却損 1,469 1,063

その他 246 1,531

営業外費用合計 10,839 56,885

経常損失（△） △142,246 △32,463

特別利益   

固定資産売却益 47 12,590

子会社株式売却益 70,946 －

新株予約権戻入益 1,316 －

債務免除益 38,506 －

保険解約返戻金 － 16,835

特別利益合計 110,816 29,425

特別損失   

固定資産除却損 3,697 －

支払補償金 43,000 －

特別損失合計 46,697 －

税金等調整前当期純損失（△） △78,127 △3,038

法人税、住民税及び事業税 2,278 5,859

法人税等調整額 － △15,870

法人税等合計 2,278 △10,011

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

△80,406 6,973

少数株主利益 － 2,471

当期純利益又は当期純損失（△） △80,406 4,501
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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23年７月１日
 至 平成24年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年７月１日
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

△80,406 6,973

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △1,182

為替換算調整勘定 － △165

その他の包括利益合計 － △1,348

包括利益 △80,406 5,625

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △80,406 3,153

少数株主に係る包括利益 － 2,471
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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23年７月１日
 至 平成24年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年７月１日
 至 平成25年６月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,362,985 1,441,484

当期変動額   

新株の発行 78,499 234,335

当期変動額合計 78,499 234,335

当期末残高 1,441,484 1,675,820

資本剰余金   

当期首残高 489,528 568,028

当期変動額   

新株の発行 78,499 234,335

当期変動額合計 78,499 234,335

当期末残高 568,028 802,364

利益剰余金   

当期首残高 △1,900,010 △1,980,416

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △80,406 4,501

当期変動額合計 △80,406 4,501

当期末残高 △1,980,416 △1,975,915

自己株式   

当期首残高 △19,801 △19,801

当期末残高 △19,801 △19,801

株主資本合計   

当期首残高 △67,297 9,295

当期変動額   

新株の発行 156,999 468,671

当期純利益又は当期純損失（△） △80,406 4,501

当期変動額合計 76,593 473,173

当期末残高 9,295 482,469

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 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △1,182

当期変動額合計 － △1,182

当期末残高 － △1,182

為替換算調整勘定   

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） － △165

当期変動額合計 － △165

当期末残高 － △165
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年６月30日) 

その他の包括利益累計額合計   

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） － △1,348

当期変動額合計 － △1,348

当期末残高 － △1,348

新株予約権   

当期首残高 1,316 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,316 2,240

当期変動額合計 △1,316 2,240

当期末残高 － 2,240

少数株主持分   

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） － 5,379

当期変動額合計 － 5,379

当期末残高 － 5,379

純資産合計   

当期首残高 △65,981 9,295

当期変動額   

新株の発行 156,999 468,671

当期純利益又は当期純損失（△） △80,406 4,501

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,316 6,271

当期変動額合計 75,277 479,445

当期末残高 9,295 488,740
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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23年７月１日
 至 平成24年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年７月１日
 至 平成25年６月30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（△） △78,127 △3,038

減価償却費 16,469 14,380

のれん償却額 90 2,341

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,534 △4,406

貸倒引当金の増減額（△は減少） △40,150 △10,773

受取利息及び受取配当金 △685 △314

支払利息 9,123 12,603

持分法による投資損益（△は益） － 2,134

固定資産除売却損益（△は益） 3,649 △12,590

新株予約権戻入益 △1,316 －

子会社株式売却損益（△は益） △70,946 －

支払補償金 43,000 －

為替差損益（△は益） 25 △208

保険解約返戻金 － △16,835

売上債権の増減額（△は増加） 19,621 △56,607

たな卸資産の増減額（△は増加） 244,063 △36,078

仕入債務の増減額（△は減少） △251,800 △70,211

未払金の増減額（△は減少） △51,144 14,612

前受金の増減額（△は減少） △75,075 －

未払又は未収消費税等の増減額 24,472 △16,766

その他 57,764 △12,625

小計 △148,433 △194,384

利息及び配当金の受取額 717 132

利息の支払額 △6,449 △13,321

法人税等の支払額 △2,715 △6,197

支払補償金の支払額 △43,000 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △199,880 △213,771

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △2,412 △11,667

有形固定資産の売却による収入 － 19,031

無形固定資産の取得による支出 △505 －

子会社株式の追加取得による支出 － △3,932

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入（純額）

－ 7,862

貸付けによる支出 △56,700 △43,500

貸付金の回収による収入 49,148 15,830

保険積立金の積立による支出 － △417

保険積立金の解約による収入 2,512 22,602

その他 △1,865 △6,761

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,821 △952

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） 185,503 94,038

長期借入れによる収入 5,000 50,000

長期借入金の返済による支出 △9,687 △60,909

新株予約権の発行による収入 － 4,256

株式の発行による収入 57,003 358,200

財務活動によるキャッシュ・フロー 237,819 445,585
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年６月30日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △25 42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 28,091 230,904

現金及び現金同等物の期首残高 39,305 61,377

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △6,019 －

現金及び現金同等物の期末残高 61,377 292,282
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当企業グループは、前連結会計年度に210百万円の営業損失を計上し、当連結会計年度においても93

百万円の営業損失を計上しております。また、第２四半期連結累計期間において93百万円の債務超過に

陥っておりましたが、平成25年１月28日付で第三者割当による新株式の発行（一部デット・エクイテ

ィ・スワップ）及び第三者割当による新株予約権の発行により債務超過を解消しております。当該増資

により当社グループにおける当面の資金需要及び事業資金を確保でき、当連結会計年度に４百万円の当

期純利益を計上することができましたが、依然として事業基盤が確立しておらず、営業収益を計上でき

ない状況であります。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。当社グループといたしましては、当該状況を解消・改善するべくコスト削減を継続

して既存事業の収支改善を図るとともに、不採算事業からの撤退と収益性の高い事業への進出を促進し

てまいります。 

  

 具体的には、当連結会計年度に子会社化した、㈱マーファスと東京電装㈱は、安定的な取引を有して

おり引続き当社グループの収益に寄与するものと思われます。また、既存事業である㈱SPCの自動車関

連部品の製造のメーカー事業及び㈱GWインベストメントの不動産事業を一層強化し収益の改善につなげ

る所存でございます。新たに平成25年７月１日には、VanaH WORLD WATER INTERNATIONAL JAPAN㈱との

総販売代理店契約による天然水素水販売サービスを開始し、平成25年７月11日には、㈱GWメディカルサ

ポートにおける化粧品、美容関連用品の販売を本格的に開始しております。これらの新規事業にも注力

し、業績向上に努める所存でございます。 

  

 それぞれの事業で積極的に収益拡大を図る方針でございますが、これらの見通しはいずれも当社グル

ープが現時点で入手可能な情報或いは合理的であると判断する一定の前提に基づいております。個々の

事業においては、経済情勢の変化や競争環境の変化、業績不振による変動が発生する可能性もあり、実

際の業績は本決算短信に記載の目標値と大きく異なる場合があります。 

  なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性

の影響を連結財務諸表に反映しておりません。 

  

（５）継続企業の前提に関する注記
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１．連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数及び名称 

 ８社 

株式会社SPC 

株式会社GWソリューション 

株式会社GWインベストメント 

株式会社マーファス 

株式会社アルファピュー 

東京電装株式会社 

Sky Express Hawaii,Inc. 

株式会社GWメディカルサポート 

当連結会計年度において、新たに株式を取得することにより東京電装株式会社、株式会社マーフ

ァス及び株式会社マーファスの子会社である株式会社アルファピューを連結の範囲に含めておりま

す。 

また、当連結会計年度において、Sky Express Hawaii,Inc.及び株式会社GWメディカルサポート

を新たに設立したため当連結会計年度より連結の範囲に含めております。 

  

２．持分法の適用 

   持分法を適用した関連会社数及び名称   

１社 

大健電装機電（杭州）有限公司 

当連結会計年度において、東京電装株式会社の株式を取得したことにより同社の関連会社である

大健電装機電（杭州）有限公司を持分法適用の範囲に含めております。 

  

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、Sky Express Hawaii,Inc.の決算日は１月31日、株式会社マーファス及び東

京電装株式会社の決算日は２月28日、株式会社アルファピューの決算日は９月30日、株式会社GWメ

ディカルサポートの決算日は12月31日であります。連結財務諸表作成にあたっては、６月30日現在

の仮決算に基づく財務諸表を使用し、連結決算日までの間に生じた連結会社相互間の取引に係る重

要な不一致については、必要な調整を行なっております。 

 なお、その他の連結子会社につきましては、連結決算日と一致しております。 

  

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年７月１日以後に取

得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 これによる損益へ与える影響は軽微であります。 

  

前連結会計年度において、「投資その他の資産」の「その他」に含めていた「敷金及び保証金」

は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。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を組替えを行なっております。 

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「投資その他の資産」の「その他」に表示

していた、6,068千円は、「敷金及び保証金」5,578千円、「その他」1,029千円として組み替えてお

ります。 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(会計方針の変更)

(表示方法の変更)
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１  報告セグメントの概要 

(1)報告セグメントの決定方法  

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、定期的に検討を行なう対象となっているもので

あります。 

 当社は「メディア・コンテンツ」「メーカー」「M&A・投資アドバイザリー」「アパレル」及び当該

４事業に該当しない事業区分である「その他」事業を展開としているため、報告セグメントも当該４事

業及び「その他」事業を対象としております。 

(2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類  

「メディア・コンテンツ」事業では、㈱Thanks Lab.の全株式の譲渡に伴い、メディア・コンテンツ

事業は休止しております。「メーカー」事業では、自動車関連部品の製造、照明電装機器の製造販売を

行なっております。「M&A・投資アドバイザリー」事業では、経営アドバイスや各種コンサルティン

グ、不動産の売買を行なうことによりクライアントの企業価値を高めることを目的としてまいります。

「アパレル」事業では、婦人向け衣料品の販売、卸売事業を行っております。「その他」事業では、業

務提携契約を締結している㈱リージェンシーツアーズが販売するオプショナルツアーに対する、現地の

ホテル、イベント企業、交通機関、物産店等の手配業務を行っております。また、先端医療関連事業や

美容関連商品を法人・個人向けに販売しております。 

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  

報告されているセグメントごと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。 

  

(セグメント情報)
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３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産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23年７月１日 至 平成24年６月30日) 

 
（注）1.調整額は、以下のとおりであります。 

(1)セグメント損失の調整額△81,505千円は、報告セグメントに配分していない一般管理費等の全社費用

       △81,505千円であります。 

(2)セグメント資産の調整額△24,564千円はセグメント間消去△24,564千円であります。 

2.セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行なっております。 

  

  

(単位：千円)

報告セグメント

その他 合計
調整額 
（注）1

連結財務諸
表計上額 
（注）2メディア・

コンテンツ
メーカー

M&A・投資
アドバイザ

リー
計

売上高

  外部顧客への売上高 141,909 641,298 2,850 786,058 ― 786,058 ― 786,058

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

1,000 ― ― 1,000 ― 1,000 △1,000 ―

計 142,909 641,298 2,850 787,058 ― 787,058 △1,000 786,058

セグメント利益又は 
損失（△）

△33,067 △3,585 △92,337 △128,990 ― △128,990 △81,505 △210,496

セグメント資産 1,792 249,430 150,528 401,751 ― 401,751 △24,564 377,186

その他の項目

  減価償却費 1,674 10,775 4,019 16,469 ― 16,469 ― 16,469

 のれん償却額 ― ― 90 90 ― 90 ― 90

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加 
 額

505 2,412 ― 2,917 ― 2,917 ― 2,917
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当連結会計年度(自  平成24年７月１日 至 平成25年６月30日) 

 

（注）1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、「旅行事業」及び「メディカ

ル事業」を含んでおります。 

2.調整額は、以下のとおりであります。 

(1)セグメント損失の調整額△68,075千円は、報告セグメントに配分していない一般管理費等の全社費用△

68,075千円であります。 

(2)セグメント資産の調整額△96,848千円はセグメント間消去△96,848千円であります。 

3.セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行なっております。 

  

(単位：千円)

報告セグメント

その他
（注）1

合計
調整額
（注）2

連結財務
諸表 
計上額 
（注）3

メディ
ア・ 

コンテン
ツ

メーカー
M&A・投
資アドバ
イザリー

アパレル 計

売上高

  外部顧客への売上高 ― 484,008 362,185 130,206 976,400 30,347 1,006,748 ― 1,006,748

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高
  

― ― 29,089 ― 29,089 ― 29,089 △29,089 ―

計 ― 484,008 391,275 130,206 1,005,490 30,347 1,035,837 △29,089 1,006,748

セグメント利益 
又は損失（△）

― 7,441 △28,679 △16,311 △37,550 △2,764 △40,314 △53,121 △93,435

セグメント資産 1,814 1,101,883 426,452 257,747 1,787,898 41,418 1,829,316 △96,848 1,732,468

その他の項目

  減価償却費 ― 11,125 3,239 15 14,380 ― 14,380 ― 14,380

 のれん償却額 ― 2,246 17 77 2,341 ― 2,341 ― 2,341

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増 
  加額

― 2,080 9,587 ― 11,667 ― 11,667 ― 11,667
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(注) １ 前連結会計年度の潜在株式調整後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るため

記載しておりません。 

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

   
３ １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基

礎は、以下のとおりであります。 

 
  

  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成23年７月１日
至 平成24年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成24年７月１日
至 平成25年６月30日)

１株当たり純資産額 76円02銭 1,348円52銭

１株当たり当期純利益金額又は 

当期純損失金額(△)
△926円09銭 22円07銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
― 21円17銭

項目
前連結会計年度 

平成24年６月30日

当連結会計年度 

平成25年６月30日

連結貸借対照表の純資産の部の合計

額

9,295千円 488,740千円

普通株式に係る純資産額 9,295千円 488,740千円

連結貸借対照表の純資産の部の合計

額と１株当たり純資産額の算定に用

いられた普通株式に係る連結会計年

度末の純資産額との差額の主な内訳

 新株予約権 ―千円 ―千円

普通株式の発行済株式数 123,259株 357,759株

普通株式の自己株式数 982株 982株

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式の数

 

122,277株

 

356,777株

項目
前連結会計年度

(自 平成23年７月１日
至 平成24年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成24年７月１日
至 平成25年６月30日)

１株当たり当期純利益又は当期純損失(△)

 連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失
(△)

△80,406千円 6,088千円

 普通株主に帰属しない金額 ―千円 ―千円

 普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△) △80,406千円 6,088千円

 普通株式の期中平均株式数 86,823株 203,961株

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まれなかった潜在株 
式の概要

― ―

(重要な後発事象)
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