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(百万円未満切捨て)

１．平成27年３月期第２四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26年９月30日）

（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 ％

27年３月期第２四半期 531 △28.3 △498 ― △504 ― △510 ―

26年３月期第２四半期 742 20.6 △292 ― △434 ― △439 ―

(注) 包括利益 27年３月期第２四半期 △513百万円 ( ―％) 26年３月期第２四半期 △436百万円 ( ―％)
　

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

27年３月期第２四半期 △45.56 ―

26年３月期第２四半期 △78.72 ―
(注)当社は、平成25年10月1日を効力発生日として普通株式1株当たり10株の割合で株式分割を行っております。

これに伴い、前連結会計年度期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益金額を算出して

おります。

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年３月期第２四半期 2,672 2,347 87.6

26年３月期 2,656 2,210 83.2

(参考) 自己資本 27年３月期第２四半期 2,340百万円 　26年３月期 2,210百万円
　

２．配当の状況

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

26年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

27年３月期 ― 0.00

27年３月期(予想) ― 0.00 0.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

(％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
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 2,253 62.2 △351 ― △353 ― △249 ― △22.22
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　 新規 ―社 (社名) 、除外 ―社 (社名)

（注）詳細は、添付資料４頁「２．サマリー情報（注記事項）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」ご覧ください。

（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

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

（４）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) 27年３月期２Ｑ 12,291,764株 26年３月期 10,372,410株

② 期末自己株式数 27年３月期２Ｑ 167,490株 26年３月期 167,490株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期２Ｑ 11,206,973株 26年３月期２Ｑ 5,577,763株

（注）当社は、平成25年10月１日を効力発生日として、普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っており

ます。これに伴い、前連結会計年度期首に当該株式分割が行われたと仮定して上記の株式数を記載しております。

※ 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、この四半期決算短信開示時

点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件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、添付資料３頁「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想などの将来予測情

報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日～平成26年９月30日）における世界経済は、中国を中心とした新興国

においては経済成長の鈍化傾向が続き、欧州経済においては緩やかに持ち直しつつあるものの地政学的リスクに起因す

る懸念から不透明な状況が続いております。米国においては、雇用情勢の改善による個人消費の増勢から堅調に推移し

ました。

　また、当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、消費税率の引き上げに伴う駆け込み需要の反動により個

人消費は厳しい状況で推移しました。

当社グループの中核事業領域である半導体業界、電気機器業界においては、国内の業界再編が一巡し、自動車、産業

向けを中心として需要が回復しつつあり堅調に推移しております。しかしながら依然顧客の価格低減ニーズや開発期間

の短縮化など当社グループを取り巻く環境は楽観視できない状況にあります。

　そのような経営環境の中で、当社グループは、従来の中核事業領域であるテストソリューション事業（半導体事業）

および新たな収益事業領域として位置付けるバイオ燃料事業を展開しております。

　テストソリューション事業におきましては、各メーカーの設備投資の手控えが未だ継続しており、本格的な回復には

至っていないものの、開発業務委託の復調および当社グループの技術を集約したプラットフォームを生かした製品の販

売に努めるとともに、コストの削減に努めました結果、緩やかに業績も伸び黒字となりました。

　バイオ燃料事業では、インドネシアをはじめ東南アジア諸国、及びメキシコ、オーストラリアにて事業基盤の確立に

努めております。特に東南アジア諸国では、急激な経済発展、人口増加により深刻なエネルギー問題・食料問題を招い

ており、当社が取り扱うエネルギー作物であるスーパーソルガムは、その成長の早さや収穫量の多さから、当該問題を

解決できる可能性がある植物として期待が寄せられております。このような環境下、当社は当第２四半期連結累計期間

より、バイオ燃料事業を本格的に立ち上げるべく、各国の国営企業や民間企業との間でスーパーソルガムの種子の販売

事業、糖液の販売事業、発電事業、およびサイレージ（家畜用乳酸発酵飼料）事業の展開を推進しております。

　その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は５億31百万円（前年同期比28.3％減）となりました。

　損益につきましては、半導体製造事業において、様々な原価低減に取り組むことにより業績が改善したものの、新規

事業であるバイオ燃料事業の立ち上げに係る営業費用が影響し、営業損失４億98百万円（前第２四半期連結累計期間は

営業損失２億92百万円)、経常損失５億４百万円（前第２四半期連結累計期間は経常損失４億34百万円）及び四半期純損

失５億10百万円（前第２四半期連結累計期間は四半期純損失４億39百万円）を計上いたしました。
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（２）財政状態に関する説明

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は26億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ16百万円増加いたしました。

流動資産は19億５百万円となり、前連結会計年度末に比べて58百万円増加いたしました。主な要因は、前払費用の増加

１億46百万円によるものであります。固定資産は７億67百万円となり前連結会計年度末に比べて42百万円減少いたしま

した。そのうち、有形固定資産は67百万円となり18百万円増加いたしました。また、無形固定資産は６億24百万円とな

り76百万円減少いたしました。主な要因はのれんの償却による減少62百万円であります。さらに、投資その他の資産は

75百万円となり15百万円増加いたしました。当第２四半期連結会計期間末の負債合計は３億24百万円となり、前連結会

計年度末に比べ１億21百万円減少いたしました。流動負債は２億90百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億31百

万円減少いたしました。主な要因は、短期借入金の減少1億60百万円であります。固定負債は前連結会計年度末と比べ主

な増減はなく、33百万円となりました。

　当第２四半期連結会計期間末の純資産は23億47百万円となり、前連結会計年度末と比べ１億37百万円増加いたしまし

た。これは、主に、資本金及び資本剰余金の増加６億38百万円と当連結四半期純損失５億10百万円の計上によるもので

あります。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の83.2％から87.6％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　平成26年５月15日の決算発表時に公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。
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２．サマリー情報(注記事項)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

　 該当事項はありません。

なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、株式会社リニューアブル・エネルギー＆バイオは取引が減

少したため、第１四半期連結会計期間から連結の範囲の対象外といたしました。また、当第２四半期連結会計期間

より、SOL ASIA Holdings PTE.LTD.（シンガポール法人、当社完全子会社、以下、「SOL ASIA」という。）を新たに

設立したため、連結の範囲に含めております。

　

（２）追加情報

　 （連結納税制度の適用）

　 当社及び国内子会社は、連結納税制度を適用しております。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 156,053 152,778

受取手形及び売掛金 526,809 264,223

商品及び製品 60,635 80,099

仕掛品 52,473 72,052

原材料 11,832 5,916

前渡金 1,066,808 1,065,522

貸倒引当金 △110,160 －

その他 82,050 264,682

流動資産合計 1,846,503 1,905,275

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 103,287 88,108

減価償却累計額 △93,336 △61,466

建物及び構築物（純額） 9,950 26,642

機械装置及び運搬具 21,336 28,246

減価償却累計額 △6,410 △9,551

機械装置及び運搬具（純額） 14,926 18,695

工具、器具及び備品 366,555 354,335

減価償却累計額 △342,019 △331,688

工具、器具及び備品（純額） 24,536 22,646

有形固定資産合計 49,413 67,984

無形固定資産

のれん 560,271 498,019

営業権 130,833 115,833

その他 9,731 10,427

無形固定資産合計 700,836 624,280

投資その他の資産

敷金 52,479 46,738

破産更生債権等 733 110,893

貸倒引当金 △733 △110,893

その他 7,501 28,540

投資その他の資産合計 59,980 75,278

固定資産合計 810,230 767,543

資産合計 2,656,734 2,672,818

負債の部

流動負債

買掛金 10,754 9,769

短期借入金 244,900 84,500

未払金 82,537 101,852

未払法人税等 9,053 6,660

受注損失引当金 7,673 11,095

賞与引当金 12,000 18,960

その他 55,114 58,022

流動負債合計 422,033 290,861

固定負債

資産除去債務 7,275 9,538
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その他 16,590 24,447

固定負債合計 23,865 33,986

負債合計 445,898 324,848

純資産の部

株主資本

資本金 1,337,277 1,656,710

資本剰余金 1,287,163 1,606,596

利益剰余金 △332,582 △839,087

自己株式 △82,980 △82,980

株主資本合計 2,208,878 2,341,238

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 1,956 △774

その他の包括利益累計額合計 1,956 △774

新株予約権 － 7,507

純資産合計 2,210,835 2,347,970

負債純資産合計 2,656,734 2,672,818
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 742,180 531,817

売上原価 590,565 391,639

売上総利益 151,615 140,177

販売費及び一般管理費 444,180 638,697

営業損失（△） △292,565 △498,519

営業外収益

受取利息 734 855

受取手数料 1,088 1,565

雑収入 642 226

労働保険料還付金 1,143 －

受取保険金 － 3,586

営業外収益合計 3,608 6,234

営業外費用

支払利息 4,080 1,261

株式交付費 101,744 832

持分法による投資損失 37,317 －

その他 2,869 10,210

営業外費用合計 146,011 12,303

経常損失（△） △434,969 △504,589

特別利益

固定資産売却益 100 －

特別利益合計 100 －

特別損失

固定資産除却損 392 1,348

特別退職金 1,200 －

減損損失 － 2,213

特別損失合計 1,592 3,561

税金等調整前四半期純損失（△） △436,461 △508,150

法人税、住民税及び事業税 1,658 2,509

法人税等調整額 978 △88

法人税等合計 2,636 2,420

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △439,098 △510,571

四半期純損失（△） △439,098 △510,571
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △439,098 △510,571

その他の包括利益

為替換算調整勘定 2,178 △2,731

持分法適用会社に対する持分相当額 794 －

その他の包括利益合計 2,972 △2,731

四半期包括利益 △436,126 △513,302

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △436,126 △513,302
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（３）四半期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）

　 当第２四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当社は、有限会社佐藤総合企画より、平成26年４月28日を払込期限とする第三者割当増資の払込みを受けまし

た。この結果、当第２四半期連結累計期間において、資本金が１億18百万円、資本準備金が１億18百万円増加して

おります。また、平成26年９月９日付けで、株式会社リアルビジョンを割当先とする現物出資（デット・エクイテ

ィ・スワップ）による第三者割当増資を行いました。この結果、当第２四半期連結累計期間において、資本金が49

百万円、資本準備金が49百万円増加しております。ほか、当第２四半期連結累計期間における新株予約権の行使に

より、資本金１億51百万円、資本準備金が１億51百万円増加しております。

上記の結果、当第２四半期連結累計期間において資本金が３億19百万円増加し、資本剰余金が３億19百万円増加

しております。なお、当第２四半期連結会計期間末においては資本金が16億56百万円、資本剰余金が16億６百万円

となっております。
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（重要な後発事象）

１．スーパーソルガム事業の事業譲渡

当社は、平成26年10月７日開催の取締役会において、平成26年12月１日を目途に、SOL ASIAに対し、当社のス

パーソルガム事業部門を譲渡することについて決議いたしました。

１）事業譲渡の理由

現在、当社は、日本法人であり当社の完全子会社である株式会社スーパーソルガムを有しており株式会社 ス

ーパーソルガムを通じて、スーパーソルガム事業（以下、「本事業」という。）を展開しております。本事業は、

主に、スーパーソルガム種子販売事業や糖液販売事業、バイオマスペレット事業および配合飼料向け種子事業

から成っており、現在、当該事業の立ち上げを東南アジア地域において行っておりますが、今後さらに東南ア

ジア地域でのビジネスの重要度が上がり、収益機会も増加するものと考えております。かかる状況に鑑みて、

東南アジア地域から距離の近いシンガポールに統括会社を設置することで、意思決定を早めビジネスをより迅

速に行えるようになること、経営判断を迅速に行うことで機会損失を回避できるようになることから、シンガ

ポールに、本事業に係る海外統括会社としてSOL ASIAを設立し、平成26年12月１日を目途に、当社グループが

営む本事業を、SOL ASIAに対して事業譲渡することといたしました。

２）事業譲渡の概要

　① スーパーソルガム事業部門の内容

　 主に、スーパーソルガムの種子販売事業や糖液販売事業、バイオマスペレット事業および配合飼料向け

　 種子事業から成っております。

　②スーパーソルガム事業部門の経営成績（合算）（平成26年３月期）

スーパーソルガム事業部門(a) 平成26年３月期連結実績(b) 比率(a/b)

売上高 ― 1,389百万円 －

売上総利益 ― 312百万円 －

営業利益 △257百万円 △737百万円 34.9%

経常利益 △257百万円 △1,008百万円 25.5%

　③スーパーソルガム事業部門の経営成績（個別）（平成26年３月期）

スーパーソルガム ＳＯＬ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

売上高 ― ―

売上総利益 ― ―

営業利益 △204百万円 △53百万円

経常利益 △204百万円 △53百万円

　④スーパーソルガム事業部門の資産の項目及び金額（平成26年８月31日現在）

資産

項目 帳簿価額

前渡金 1,060,500千円

短期貸付金 19,100千円

未収入金 173千円

未収利息 115千円

差入保証金 70,000千円

PT PANEN ENRGI 株式 15,220千円

合計 1,165,108千円

　⑤譲渡価額及び決済方法
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　 譲渡対価につきましては、SOL ASIAが、別途締結する株式引受契約に従い、現物出資の方法によるSOL

　 ASIAの普通株式13,870,000株を発行し、その全てを当社に割当てる方法にて決済します。
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２．第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第５回新株予約権の発行

当社は、平成26年10月７日開催の取締役会において、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「本

新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本転換社債型新株予約権」と

いいます。）及び、第５回新株予約権の発行を決議し、平成26年11月４日に払込が完了しております。

　

Ⅰ．本新株予約権付社債及び第５回新株予約権の概要

１）本新株予約権付社債の概要

(１) 発行日 平成26年11月４日

(２) 新株予約権の総数 30個

(３) 本社債及び本転換社債型新株予約権の発行価額

　 ① 本社債の発行価額 10,000千円（額面100円につき金100円）

　 ② 本転換社債型新株予約権の発行価額 金銭の払込みを要しない。

(４) 発行総額 ３億円

(５) 利率 本社債には利息を付さない。

(６) 償還方法 額面100円につき100円で償還

(７) 償還期限 平成29年11月４日

(８) 物上担保・保証の有無

本新株予約権付社債には、物上担保及び保証は付されておらず、また、特に留保されている資産はな

い。

(９) 本転換社債型新株予約権の内容

　 ① 本転換社債型新株予約権の総数 30個

　 ② 当該発行による潜在株式数 824,160株

　 ③ 転換価額 364円

(10) 割当先 Ｏａｋキャピタル株式会社

２）第５回新株予約権の概要

(１) 割当日 平成26年11月４日

　 (２) 新株予約権の総数 46,704個

　 (３) 新株予約権の発行価額 １個につき390円

　 (４) 当該発行による潜在株式数 4,670,400株

　 (５) 調達資金額

　 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 1,718,240千円

（内訳） 新株予約権の発行による資金調達 18,214千円

　 新株予約権の行使による資金調達 1,700,025千円

　 (６) 行使価額 364円

　 (７) 行使期間 平成26年11月４日から平成28年11月３日

　 （但し、平成28年11月３日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日まで）

　 (８) 割当方法及び割当先

　 割当方法 第三者割当による新株予約権の発行

　 割当先 Ｏａｋキャピタル株式会社 46,704個

Ⅱ．資金の使途

　以下の費用に充当する予定であります。

１) インドネシアにおけるバイオマスペレット事業のための資金

２) タイにおけるバイオマスペレット事業及び配合飼料向け種子事業のための資金

３) シンガポール現地法人によるスーパーソルガム事業の運転資金

４) シンガポール現地法人による研究開発費用

５) 当社の運転資金
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