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平成 26 年 1月 28 日 

 

各      位 

会 社 名 株式会社Ｔ＆Ｃホールディングス 

代表者名 代表取締役 田中茂樹 

 （コード番号 3832） 

問合せ先 取締役   松本貞子 

 （TEL．03-5443-7489） 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 

平成 25 年 11 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）の一部訂正について 

 

平成 26 年 1月 15 日に発表いたしました「平成 25年 11 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」につい

て訂正すべき事項が生じましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 

記 

1. 訂正の理由 

 平成 26 年 1 月 27 日付「訴訟の判決及び特別損失計上に関するお知らせ」にて公表のとおり、平成

25 年 11 月期連結決算において訴訟損失引当金が生じることとなり特別損失を計上したため訂正する

ものです。 

 

2. 訂正箇所及び訂正事項 

 訂正箇所は＿線を付して表示しております。 

 

（訂正前) 

サマリー情報 

１．平成 25 年 11 月期の連結業績（平成 24 年 12 月 1 日～平成 25 年 11 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 11 月期 481 △5.0 △309 ― △247 ― △152 ―

 24 年 11 月期 506 △11.1 △420 ― △435 ― △328 ― 
(注) 包括利益 25 年 11 月期 △334百万円 (―％) 24 年 11 月期 △361百万円 (―％) 

 

 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 11 月期 △45 29 ― ― △30.6 △64.3

  24 年 11 月期 △138 10 ― ― △49.4 △82.9 
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（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 11 月期 867 135 15.7 18 79

24 年 11 月期 749 △242 △32.3 △88 58 
(参考) 自己資本 25 年 11 月期 135百万円 24 年 11 月期 △242百万円

 

本文中 

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 

さらに、債務消滅益120,158千円、本社移転費用13,955千円を計上した結果、当期純損失は152,490

千円（前年同期は当期純損失 328,654 千円）となりました。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（負債） 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて 88,754 千円増加し、90,256 千円となりました。これは

主に長期借入金が 66,660 千円、退職給付引当金が 23,075 千円増加したことが原因であります。

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて 259,858 千円減少し、732,152 千円になりまし

た。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 377,871 千円増加し、135,845 千円となりました。こ

れは主に当期純損失 152,490 千円を計上、為替換算調整勘定が 189,914 千円減少したものの、 

 

②  キャッシュ・フローの状況 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移    

 平成21年 11月期平成22年 11月期平成23年11月期平成24年 11月期平成25年 11月期

自己資本比率 16.5％ 20.5％ 0.4％ △32.3％ 15.7％ 

時価ベースの自己資本比率 29.0％ 89.9％ 30.1％ 20.2％ 242.4％ 

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 

― ― ― ― ― 

 

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等 

しかしながら、当連結会計年度におきまして、営業損失 309,858 千円、経常損失 247,245 千円、当

期純損失 152,490 千円を計上し、また、当連結会計年度末において一部の債務が延滞していること

から、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。 
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3. 連結財務諸表 

 （1）連結財務諸表 

(単位：千円)

 

前連結会計年度 

(平成 24 年 11 月 30 日) 

当連結会計年度 

(平成 25 年 11 月 30 日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 － 36,840

短期借入金 238,265 83,219

1 年内返済予定の長期借入金 273,300 115,200

未払金 323,837 259,141

未払費用 48,546 49,031

未払法人税等 5,781 9,565

前受金 2,906 7,929

預り金 90,912 75,453

その他 6,959 5,514

流動負債合計 990,509 641,895

固定負債 

長期借入金 － 66,660

退職給付引当金 － 23,075

その他 1,501 521

固定負債合計 1,501 90,256

負債合計 992,010 732,152

純資産の部 

株主資本 

資本金 877,527 1,264,826

資本剰余金 659,734 1,047,033

利益剰余金 △1,696,793 △1,911,317

株主資本合計 △159,531 400,542

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 △7,712 －

為替換算調整勘定 △74,782 △264,696

その他の包括利益累計額合計 △82,494 △264,696

純資産合計 △242,026 135,845

負債純資産合計 749,984 867,997
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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 12 月１日 

 至 平成 24 年 11 月 30 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 24 年 12 月１日 

 至 平成 25 年 11 月 30 日) 

売上高 506,735 481,615

売上原価 392,049 367,851

売上総利益 114,685 113,763

返品調整引当金戻入額 1,837 －

返品調整引当金繰入額 1,222 －

差引売上総利益 115,300 113,763

販売費及び一般管理費 535,486 423,622

営業損失（△） △420,186 △309,858

営業外収益 

受取利息 2 48

受取賃貸料 1,625 6,501

為替差益 9,548 132,930

債務消滅益 1,617 －

雑収入 15,777 6,796

その他 － 2

営業外収益合計 28,571 146,279

営業外費用 

支払利息 19,819 14,414

遅延損害金 22,833 14,051

株式交付費 － 51,772

雑損失 842 3,428

営業外費用合計 43,495 83,666

経常損失（△） △435,110 △247,245

特別利益 

関係会社株式売却益 386,574 －

受取賠償金 6,280 －

債務消滅益 － 120,158

特別利益合計 392,854 120,158

特別損失 

固定資産除却損 620 10,865

のれん償却額 284,117 －

本社移転費用 － 13,955

その他 364 522

特別損失合計 285,102 25,343

税金等調整前当期純損失（△） △327,358 △152,431

法人税、住民税及び事業税 1,296 1,751

法人税等調整額 － △1,692

法人税等合計 1,296 58

少数株主損益調整前当期純損失（△） △328,654 △152,490

当期純損失（△） △328,654 △152,490
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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 12 月１日 

 至 平成 24 年 11 月 30 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 24 年 12 月１日 

 至 平成 25 年 11 月 30 日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △328,654 △152,490

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 △10,033 7,712

為替換算調整勘定 △23,136 △189,914

その他の包括利益合計 △33,170 △182,202

包括利益 △361,825 △334,692

（内訳） 

親会社株主に係る包括利益 △361,825 △334,692

少数株主に係る包括利益 － －
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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 12 月１日 

 至 平成 24 年 11 月 30 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 24 年 12 月１日 

 至 平成 25 年 11 月 30 日) 

株主資本 

資本金 

当期首残高 819,663 877,527

当期変動額 

新株の発行 57,863 387,298

当期変動額合計 57,863 387,298

当期末残高 877,527 1,264,826

資本剰余金 

当期首残高 601,871 659,734

当期変動額 

新株の発行 57,863 387,298

当期変動額合計 57,863 387,298

当期末残高 659,734 1,047,033

利益剰余金 

当期首残高 △1,368,139 △1,696,793

当期変動額 

連結範囲の変更による減少 － △62,033

当期純損失（△） △328,654 △152,490

当期変動額合計 △328,654 △214,523

当期末残高 △1,696,793 △1,911,317

株主資本合計 

当期首残高 53,395 △159,531

当期変動額 

新株の発行 115,727 774,597

連結範囲の変更による減少 － △62,033

当期純損失（△） △328,654 △152,490

当期変動額合計 △212,927 560,074

当期末残高 △159,531 400,542

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 2,321 △7,712

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,033 7,712

当期変動額合計 △10,033 7,712

当期末残高 △7,712 －

為替換算調整勘定 

当期首残高 △51,645 △74,782

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23,136 △189,914

当期変動額合計 △23,136 △189,914
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(単位：千円)

    

前連結会計年度 

(自 平成 23 年 12 月１日 

 至 平成 24 年 11 月 30 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 24 年 12 月１日 

 至 平成 25 年 11 月 30 日) 

当期末残高 △74,782 △264,696

その他の包括利益累計額合計 

当期首残高 △49,324 △82,494

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △33,170 △182,202

当期変動額合計 △33,170 △182,202

当期末残高 △82,494 △264,696

純資産合計 

当期首残高 4,071 △242,026

当期変動額 

新株の発行 115,727 774,597

連結範囲の変更による減少 － △62,033

当期純損失（△） △328,654 △152,490

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △33,170 △182,202

当期変動額合計 △246,097 377,871

当期末残高 △242,026 135,845
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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 12 月１日 

 至 平成 24 年 11 月 30 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 24 年 12 月１日 

 至 平成 25 年 11 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（△） △327,358 △152,431

減価償却費 15,162 15,000

のれん償却額 316,588 －

特許権償却額 22,200 23,435

固定資産除却損 － 10,865

本社移転費用 － 13,955

債務消滅益 － △120,158

返品調整引当金の増減額（△は減少） △615 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 76,552 30,918

受取利息及び受取配当金 △2 △50

支払利息 19,819 14,414

遅延損害金 22,833 14,051

為替差損益（△は益） △9,752 △57,396

関係会社株式売却益 △386,574 －

受取賠償金 △6,280 －

売上債権の増減額（△は増加） 9,575 △38,208

たな卸資産の増減額（△は増加） △569 △17,824

前渡金の増減額（△は増加） － △78,959

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 9,134 2,928

仕入債務の増減額（△は減少） △1,381 9,311

未払金の増減額（△は減少） 134,107 78,002

前受金の増減額（△は減少） △3,496 3,527

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,878 △422

その他 19,766 △46,869

小計 △85,413 △295,907

利息及び配当金の受取額 4,074 27

利息の支払額 △15,667 △16,085

賠償金の受取額 6,280 －

遅延損害金の支払額 △4,769 －

本社移転費用の支払額 － △831

法人税等の支払額 △8,106 △3,784

営業活動によるキャッシュ・フロー △103,601 △316,582
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（５）連結財務諸表に関する注記事項 

(継続企業の前提に関する注記) 

しかしながら、当連結会計年度におきまして、営業損失 309,858 千円、経常損失 247,245 千円、

当期純損失 152,490 千円を計上し、また、当連結会計年度末において一部の債務が延滞している

ことから、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。 

 
 

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 

4 会計処理基準に関する事項 

(4) 重要な引当金の計上基準 

 
 

(１株当たり情報) 

 
前連結会計年度 

(自 平成 23 年 12 月１日 
至 平成 24 年 11 月 30 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 24 年 12 月１日 
至 平成 25 年 11 月 30 日) 

１株当たり純資産額 △88 円 58 銭 18 円 79 銭 

１株当たり当期純損失 138 円 10 銭 45 円 29 銭 

（注）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。 

項目 
前連結会計年度末 

(平成 24 年 11 月 30 日) 
当連結会計年度末 

(平成 25 年 11 月 30 日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) △242,026 135,845 

普通株式に係る期末の純資産額(千円) △242,026 135,845 

普通株式の発行済株式数(株） 2,732,100 7,228,900 

普通株式の自己株式数（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 
（株） 

2,732,100 7,228,900 

３．１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成 23 年 12 月１日
至 平成 24 年 11 月 30 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 24 年 12 月１日
至 平成 25 年 11 月 30 日)

１株当たり当期純損失   

  連結損益計算書上の当期純損失(千円) 328,654 152,490 

  普通株式に係る当期純損失(千円) 328,654 152,490 

  普通株主に帰属しない金額(千円) ―  ― 

  普通株式の期中平均株式数(株) 2,379,768 3,367,144 

 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

― ― 
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(訂正後) 

サマリー情報 

１．平成 25 年 11 月期の連結業績（平成 24 年 12 月 1 日～平成 25 年 11 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 11 月期 481 △5.0 △309 ― △247 ― △192 ―

 24 年 11 月期 506 △11.1 △420 ― △435 ― △328 ― 
(注) 包括利益 25 年 11 月期 △374百万円 (―％) 24 年 11 月期 △361百万円 (―％)

 

 
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 11 月期 △57 17 ― ― △30.6 △64.3

  24 年 11 月期 △138 10 ― ― △49.4 △82.9

 

（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 11 月期 867 95 11.0 13 26

24 年 11 月期 749 △242 △32.3 △88 58 
(参考) 自己資本 25 年 11 月期 95百万円 24 年 11 月期 △242百万円

 

本文中 

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 

さらに、債務消滅益 120,158 千円、訴訟損失引当金繰入額 40,000 千円、本社移転費用 13,955 千

円を計上した結果、当期純損失は 192,490 千円（前年同期は当期純損失 328,654 千円）となりま

した。 

（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

  (負債) 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて 128,754 千円増加し、130,256 千円となりました。これ

は主に長期借入金が 66,660 千円、退職給付引当金が 23,075 千円及び訴訟損失引当金が 40,000 千

円増加したことが原因であります。 

  この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて 219,858 千円減少し、772,152 千円になりました。 

(純資産) 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 337,871 千円増加し、95,845 千円となりました。これ

は主に当期純損失 192,490 千円を計上、為替換算調整勘定が 189,914 千円減少したものの、 

 
② キャッシュ・フローの状況 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移    

 平成21年 11月期平成22年 11月期平成23年11月期平成24年 11月期平成25年 11月期

自己資本比率 16.5％ 20.5％ 0.4％ △32.3％ 11.0％ 

時価ベースの自己資本比率 29.0％ 89.9％ 30.1％ 20.2％ 242.4％ 

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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（３）継続企業の前提に関する重要事象等 

しかしながら、当連結会計年度におきまして、営業損失 309,858 千円、経常損失 247,245 千円、

当期純損失 192,490 千円を計上し、また、当連結会計年度末において一部の債務が延滞している

ことから、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。 

 
３．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 11 月 30 日) 

当連結会計年度 

(平成 25 年 11 月 30 日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 － 36,840

短期借入金 238,265 83,219

1 年内返済予定の長期借入金 273,300 115,200

未払金 323,837 259,141

未払費用 48,546 49,031

未払法人税等 5,781 9,565

前受金 2,906 7,929

預り金 90,912 75,453

その他 6,959 5,514

流動負債合計 990,509 641,895

固定負債 

長期借入金 － 66,660

退職給付引当金 － 23,075

訴訟損失引当金 － 40,000

その他 1,501 521

固定負債合計 1,501 130,256

負債合計 992,010 772,152

純資産の部 

株主資本 

資本金 877,527 1,264,826

資本剰余金 659,734 1,047,033

利益剰余金 △1,696,793 △1,951,317

株主資本合計 △159,531 360,542

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 △7,712 －

為替換算調整勘定 △74,782 △264,696

その他の包括利益累計額合計 △82,494 △264,696

純資産合計 △242,026 95,845

負債純資産合計 749,984 867,997
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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 12 月１日 

 至 平成 24 年 11 月 30 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 24 年 12 月１日 

 至 平成 25 年 11 月 30 日) 

売上高 506,735 481,615

売上原価 392,049 367,851

売上総利益 114,685 113,763

返品調整引当金戻入額 1,837 －

返品調整引当金繰入額 1,222 －

差引売上総利益 115,300 113,763

販売費及び一般管理費 535,486 423,622

営業損失（△） △420,186 △309,858

営業外収益 

受取利息 2 48

受取賃貸料 1,625 6,501

為替差益 9,548 132,930

債務消滅益 1,617 －

雑収入 15,777 6,796

その他 － 2

営業外収益合計 28,571 146,279

営業外費用 

支払利息 19,819 14,414

遅延損害金 22,833 14,051

株式交付費 － 51,772

雑損失 842 3,428

営業外費用合計 43,495 83,666

経常損失（△） △435,110 △247,245

特別利益 

関係会社株式売却益 386,574 －

受取賠償金 6,280 －

債務消滅益 － 120,158

特別利益合計 392,854 120,158

特別損失 

固定資産除却損 620 10,865

のれん償却額 284,117 －

本社移転費用 － 13,955

訴訟損失引当金繰入額 － 40,000

その他 364 522

特別損失合計 285,102 65,343

税金等調整前当期純損失（△） △327,358  △192,431

法人税、住民税及び事業税 1,296 1,751

法人税等調整額 － △1,692

法人税等合計 1,296 58

少数株主損益調整前当期純損失（△） △328,654 △192,490

当期純損失（△） △328,654 △192,490
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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 12 月１日 

 至 平成 24 年 11 月 30 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 24 年 12 月１日 

 至 平成 25 年 11 月 30 日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △328,654 △192,490

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 △10,033 7,712

為替換算調整勘定 △23,136 △189,914

その他の包括利益合計 △33,170 △182,202

包括利益 △361,825 △374,692

（内訳） 

親会社株主に係る包括利益 △361,825 △374,692

少数株主に係る包括利益 － －
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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 12 月１日 

 至 平成 24 年 11 月 30 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 24 年 12 月１日 

 至 平成 25 年 11 月 30 日) 

株主資本 

資本金 

当期首残高 819,663 877,527

当期変動額 

新株の発行 57,863 387,298

当期変動額合計 57,863 387,298

当期末残高 877,527 1,264,826

資本剰余金 

当期首残高 601,871 659,734

当期変動額 

新株の発行 57,863 387,298

当期変動額合計 57,863 387,298

当期末残高 659,734 1,047,033

利益剰余金 

当期首残高 △1,368,139 △1,696,793

当期変動額 

連結範囲の変更による減少 － △62,033

当期純損失（△） △328,654 △192,490

当期変動額合計 △328,654 △254,523

当期末残高 △1,696,793 △1,951,317

株主資本合計 

当期首残高 53,395 △159,531

当期変動額 

新株の発行 115,727 774,597

連結範囲の変更による減少 － △62,033

当期純損失（△） △328,654 △192,490

当期変動額合計 △212,927 520,074

当期末残高 △159,531 360,542

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 2,321 △7,712

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,033 7,712

当期変動額合計 △10,033 7,712

当期末残高 △7,712 －

為替換算調整勘定 

当期首残高 △51,645 △74,782

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23,136 △189,914

当期変動額合計 △23,136 △189,914
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(単位：千円)

    

前連結会計年度 

(自 平成 23 年 12 月１日 

 至 平成 24 年 11 月 30 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 24 年 12 月１日 

 至 平成 25 年 11 月 30 日) 

当期末残高 △74,782 △264,696

その他の包括利益累計額合計 

当期首残高 △49,324 △82,494

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △33,170 △182,202

当期変動額合計 △33,170 △182,202

当期末残高 △82,494 △264,696

純資産合計 

当期首残高 4,071 △242,026

当期変動額 

新株の発行 115,727 774,597

連結範囲の変更による減少 － △62,033

当期純損失（△） △328,654 △192,490

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △33,170 △182,202

当期変動額合計 △246,097 337,871

当期末残高 △242,026 95,845
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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 12 月１日 

 至 平成 24 年 11 月 30 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 24 年 12 月１日 

 至 平成 25 年 11 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（△） △327,358 △192,431

減価償却費 15,162 15,000

のれん償却額 316,588 －

特許権償却額 22,200 23,435

固定資産除却損 － 10,865

本社移転費用 － 13,955

債務消滅益 － △120,158

返品調整引当金の増減額（△は減少） △615 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 76,552 30,918

訴訟損失引当金の増減額(△は減少) － 40,000

受取利息及び受取配当金 △2 △50

支払利息 19,819 14,414

遅延損害金 22,833 14,051

為替差損益（△は益） △9,752 △57,396

関係会社株式売却益 △386,574 －

受取賠償金 △6,280 －

売上債権の増減額（△は増加） 9,575 △38,208

たな卸資産の増減額（△は増加） △569 △17,824

前渡金の増減額（△は増加） － △78,959

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 9,134 2,928

仕入債務の増減額（△は減少） △1,381 9,311

未払金の増減額（△は減少） 134,107 78,002

前受金の増減額（△は減少） △3,496 3,527

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,878 △422

その他 19,766 △46,869

小計 △85,413 △295,907

利息及び配当金の受取額 4,074 27

利息の支払額 △15,667 △16,085

賠償金の受取額 6,280 －

遅延損害金の支払額 △4,769 －

本社移転費用の支払額 － △831

法人税等の支払額 △8,106 △3,784

営業活動によるキャッシュ・フロー △103,601 △316,582
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（５）連結財務諸表に関する注記事項 

(継続企業の前提に関する注記) 

しかしながら、当連結会計年度におきまして、営業損失 309,858 千円、経常損失 247,245 千円、

当期純損失 192,490 千円を計上し、また、当連結会計年度末において一部の債務が延滞している

ことから、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。 

 

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 

4 会計処理基準に関する事項 

(3) 重要な引当金の計上基準  

③ 訴訟損失引当金 

係争中の訴訟に対する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積り、当連結会計

年度末において必要と認められる金額を計上しております。 

 
(１株当たり情報) 

 
前連結会計年度 

(自 平成 23 年 12 月１日 
至 平成 24 年 11 月 30 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 24 年 12 月１日 
至 平成 25 年 11 月 30 日) 

１株当たり純資産額 △88 円 58 銭 13 円 26 銭 

１株当たり当期純損失 138 円 10 銭 57 円 17 銭 

（注）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。 

項目 
前連結会計年度末 

(平成 24 年 11 月 30 日) 
当連結会計年度末 

(平成 25 年 11 月 30 日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) △242,026 95,845 

普通株式に係る期末の純資産額(千円) △242,026 95,845 

普通株式の発行済株式数(株） 2,732,100 7,228,900 

普通株式の自己株式数（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 
（株） 

2,732,100 7,228,900 

３．１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下

のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成 23 年 12 月１日
至 平成 24 年 11 月 30 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 24 年 12 月１日
至 平成 25 年 11 月 30 日)

１株当たり当期純損失   

  連結損益計算書上の当期純損失(千円) 328,654 192,490 

  普通株式に係る当期純損失(千円) 328,654 192,490 

  普通株主に帰属しない金額(千円) ―  ― 

  普通株式の期中平均株式数(株) 2,379,768 3,367,144 

 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

― ― 

 

 

以 上 


