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(百万円未満切捨て)

１．平成27年６月期第２四半期の連結業績（平成26年７月１日～平成26年12月31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６月期第２四半期 1,604 67.8 △522 ― △595 ― △1,401 ―

26年６月期第２四半期 956 518.2 △160 ― △181 ― △234 ―

(注) 包括利益 27年６月期第２四半期△1,400百万円 ( ―
％)

26年６月期第２四半期 △231百万円 ( ―％)

　

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６月期第２四半期 △22.72 ―

26年６月期第２四半期 △6 44 ―
　

（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６月期第２四半期 2,705 823 29.5

26年６月期 1,983 56 1.7

(参考) 自己資本 27年６月期第２四半期 798百万円 26年６月期 33百万円
　

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６月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00

27年６月期 ― 0 00

27年６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６月期の連結業績予想（平成26年７月１日～平成27年６月30日）

　平成27年６月期の第２四半期（累計）及び通期の業績予想については、証券取引等監視委員会による調査を受け

ていることから、現段階においては、不確定な要素を多く抱えており、本件調査に係る各事業への影響を合理的に

見積もることが困難であるため未定といたします。業績への影響が判明次第、速やかに公表いたします。

　

決算短信 （宝印刷）  2015年02月12日 18時45分 1ページ （Tess 1.40 20131220_01）



※ 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)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（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６月期２Ｑ 72,934,714株 26年６月期 37,315,900株

② 期末自己株式数 27年６月期２Ｑ 98,200株 26年６月期 98,200株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年６月期２Ｑ 61,679,683株 26年６月期２Ｑ 36,321,559株

　

※ 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の対象外であり、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監査手続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。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、P.2「1.当四半期決算に関する定性的情報」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におけるわが国経済は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動により、個人消費

など国内民間需要の一部に弱い動きも見られましたものの、政府の経済政策および日銀の金融緩和の効果を背景にし

て景気は穏やかな回復基調で推移致しました。

このような環境下、当企業グループは、既存事業の販路拡大による安定収益の確保、新規事業の推進、管理部門の

体制強化に取り組んでまいりました。当第２四半期連結累計期間における当企業グループの経営成績は次のとおりで

あります。

既存事業については、㈱東京マスターズによる業務渡航手配業務及び㈱GWリアルエステートM&Aによるマンション販

売が好調に推移致しました。また、当企業グループの新たな事業として、再生可能エネルギー販売に向けての体制構

築に努めました。これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,604百万円（対前年同期比67.8％増）、営業

損失は522百万円（同362百万円悪化）、経常損失は595百万円（同413百万円悪化）、四半期純損失は1,401百万円（同

1,167百万円悪化）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。なお、「４．(３)四半期連結財務諸表に関する注記事項(セグメント

情報)」に記載のとおり、前第４四半期連結会計期間より報告セグメントの区分方法を変更しております。

①メーカー事業

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

㈱GW長岡製作所は、自動車関連部品などを受注・生産・販売しており、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。当第２四半期連結累計期間においては、㈱GW長岡製作所及び東京電装㈱において、主要

得意先からの受注が減少したこと等により、売上は低調に推移致しました。その結果、売上高は310百万円（対前年

同期比260百万円減）、営業損失は58百万円（同40百万円悪化）となりました。なお、当第２四半期連結会計期間に

おいて東京電装㈱は株式の売却により連結の範囲から除外しております。

②不動産事業

不動産事業では、㈱GWリアルエステートM&A、(同)ベストパワーリアルエステートが当該セグメントに区分されて

おります。

㈱GWリアルエステートM&Aは、主に不動産の売買及び仲介を行っております。当第２四半期連結累計期間において

は、マンション販売件数は堅調に推移しましたが、値引等により売上総利益が悪化し、また、物件取得に係る諸経

費が発生したことから販売管理費が増加しました。また当社は平成26年12月２日付「子会社における販売用不動産

(信託受益権)の取得および売却に関するお知らせ」において本件販売用不動産の売却により1,590百万円の売上高が

計上される旨公表しましたが、一時会計監査人との協議の結果、当該売上高を純額の50百万円で計上することが適

切であると判断し純額で売上高を計上しました。その結果、売上高は165百万円（対前年同期比110百万円増）と増

加したものの、営業損失は106百万円（同105百万円悪化）となりました。

③トラベル事業

トラベル事業では、Sky Express Hawaii,Inc.、㈱東京マスターズ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ます。㈱東京マスター

ズは、業務渡航手配業務、損害保険代理業、在日外国人向け国内旅行斡旋等を行っております。当第２四半期連結

累計期間においては、前第２四半期連結会計期間に新たに連結子会社化した㈱東京マスターズによる業務渡航手配

業務による売上が堅調に推移致しました。結果、売上高は870百万円（対前年同期比782百万円増）、営業損失は10百

万円（同４百万円悪化）となりました。

　

④アパレル事業

アパレル事業では、㈱マーファス、㈱アルファピュー及び石山Gateway Holdings㈱が当該セグメントに区分され

ております。
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㈱マーファスでは、婦人向け衣料品の販売、卸売業を行っております。当第２四半期連結累計期間においては、

天候不順による催事での販売不振等により、業績は低調に推移しました。また、石山Gateway Holdings㈱において

の衣料品販売業務による売上を計上したことから売上高は210百万円（対前年同期比０百万円減）となりましたが、

一部の債権の回収可能性に懸念が生じたことによる貸倒引当金を計上したことから営業損失は93百万円（同98百万

円悪化）となりました。

（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2,705百万円であり前連結会計年度より722百万円増加しております。また、

負債は44百万円減少し1,882百万円となり、純資産は767百万円増加し823百万円となっております。これは主に四半期

純損失1,401百万円計上したこと及び新株予約権の行使により資本金、資本剰余金がそれぞれ1,068百万円増加したこ

と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。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　平成27年６月期の第２四半期（累計）及び通期の業績予想については、証券取引等監視委員会による調査を受けてい

ることから、現段階においては、不確定な要素を多く抱えており、本件調査に係る各事業への影響を合理的に見積もる

ことが困難であるため未定といたします。業績への影響が判明次第、速やかに公表いたします。
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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

　 (主要な関係会社の異動)

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　 税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実行税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実行税率を乗じて計算する方法を採用しております。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　 該当事項はありません。
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３．継続企業の前提に関する重要事象等

当社は、過去の決算について平成26年10月29日以降、金融商品取引法違反の嫌疑で証券取引等監視委員会の強制調

査を受けております。当社では、その実態調査を進め早期に自主訂正を行うため、平成26年11月7日に第三者委員会を

設置し、第三者委員会による調査結果を踏まえ、過年度決算を訂正致しました。当第２四半期連結累計期間において

は、重要な営業損失、経常損失を計上し、決算訂正に関連した多額な損失計上もあり、重要な四半期純損失を計上し

ております。

このような状況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。

当社といたしましては、内部管理体制の早期改善と再発防止に取り組み、信頼回復に努めてまいる所存であり、当

第２四半期連結累計期間に当社第７回新株予約権の発行及び権利行使により調達した2,137百万円の資金により、引き

続き事業を推し進めるとともに、業務運営の改善や新規事業計画の見直し、事業の再構築等を検討し、より収益性の

高い事業への進出を図ってまいります。

不動産事業につきましては連結子会社である㈱GWリアルエステートM&Aにおいて協力会社との関係をより深め、販売

体制の強化を図り、不動産売買による売上の拡大を見込んでおります。また、トラベル事業及びアパレル事業につき

ましては、これまでの継続的かつ安定した取引先に加え、新たな仕入先の開拓や販路拡大を通して利益率の改善を図

ってまいります。

しかしながら、現時点ではこれらの計画は途上であり、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。

なお、当第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表は継続企業を前提に作成しており、継続企業の前提に関す

る重要な不確実性の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。
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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26年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 474,397 449,114

受取手形及び売掛金 303,462 476,360

商品及び製品 121,422 60,535

仕掛品 8,381 23,735

原材料及び貯蔵品 66,525 5,821

販売用不動産 34,200 75,500

短期貸付金 96,714 240,149

未収入金 9,771 8,805

その他 111,639 150,597

貸倒引当金 △95,735 △274,291

流動資産合計 1,130,778 1,216,327

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 387,871 648,258

減価償却累計額 △376,670 △290,174

建物及び構築物（純額） 11,201 358,084

機械装置及び運搬具 67,681 47,760

減価償却累計額 △62,050 △45,614

機械装置及び運搬具（純額） 5,631 2,146

工具、器具及び備品 480,232 35,694

減価償却累計額 △477,593 △34,132

工具、器具及び備品（純額） 2,638 1,561

土地 454,827 348,842

建設仮勘定 ― 232,464

有形固定資産合計 474,298 943,098

無形固定資産

のれん 120,991 25,280

その他 2,088 1,567

無形固定資産合計 123,079 26,847

投資その他の資産

投資有価証券 24,951 18,916

関係会社株式 42,558 ―

出資金 290 5,230

長期貸付金 38,543 36,743

長期未収入金 30,086 662,189

破産更生債権等 53,559 53,559

敷金及び保証金 67,844 34,894

繰延税金資産 6,506 6,506

その他 69,474 91,312

貸倒引当金 △96,761 △438,409

投資その他の資産合計 237,051 470,941

固定資産合計 834,429 1,440,888

繰延資産

新株予約権発行費 17,842 48,746

繰延資産合計 17,842 48,746

資産合計 1,983,050 2,705,963
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負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 289,006 237,824

短期借入金 581,461 130,479

1年内返済予定の長期借入金 121,658 86,698

未払金 91,588 104,925

未払法人税等 14,778 4,376

前受金 8,068 23,493

預り金 335,747 335,826

課徴金等引当金 ― 190,951

訴訟損失引当金 ― 56,456

その他 25,824 9,198

流動負債合計 1,468,134 1,180,231

固定負債

長期借入金 410,442 675,267

役員退職慰労引当金 15,000 15,000

退職給付に係る負債 32,999 11,584

固定負債合計 458,441 701,852

負債合計 1,926,575 1,882,084

純資産の部

株主資本

資本金 1,699,458 1,487,311

資本剰余金 826,002 1,068,564

利益剰余金 △2,474,017 △1,736,444

自己株式 △19,801 △19,801

株主資本合計 31,643 799,629

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 503 △1,902

為替換算調整勘定 920 682

その他の包括利益累計額合計 1,423 △1,220

新株予約権 － 10,509

少数株主持分 23,408 14,960

純資産合計 56,474 823,879

負債純資産合計 1,983,050 2,705,963
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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７月１日
　至 平成25年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年７月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 956,100 1,604,203

売上原価 835,174 1,413,273

売上総利益 120,925 190,930

販売費及び一般管理費 281,694 713,857

営業損失（△） △160,769 △522,927

営業外収益

受取利息 481 691

物品売却益 4,715 218

貸倒引当金戻入額 3,412 ―

受取給付金 1,197 ―

その他 3,882 10,232

営業外収益合計 13,690 11,142

営業外費用

支払利息 14,744 14,763

支払手数料 5,785 47,000

持分法による投資損失 9,144 8,130

その他 4,581 13,511

営業外費用合計 34,256 83,405

経常損失（△） △181,335 △595,190

特別利益

新株予約権戻入益 86 －

子会社株式売却益 － 75,252

特別利益合計 86 75,252

特別損失

減損損失 － 132,364

貸倒引当金繰入額 53,000 387,023

課徴金等引当金繰入額 － 303,713

訴訟損失引当金繰入額 － 56,456

特別損失合計 53,000 879,557

税金等調整前四半期純損失（△） △234,249 △1,399,495

法人税、住民税及び事業税 1,468 1,237

法人税等合計 1,468 1,237

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △235,717 △1,400,733

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,701 569

四半期純損失（△） △234,016 △1,401,303
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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７月１日
　至 平成25年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年７月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株
主損益調整前四半期純損失（△）

△235,717 △1,400,733

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △454 464

為替換算調整勘定 358 △7,195

持分法適用会社に対する持分相当額 4,581 6,957

その他の包括利益合計 4,484 226

四半期包括利益 △231,232 △1,400,506

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △229,531 △1,400,255

少数株主に係る四半期包括利益 △1,701 △250
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年７月１日
　至 平成25年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年７月１日
　至 平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整
前四半期純損失（△）

△234,249 △1,399,495

減価償却費 7,464 5,406

のれん償却額 6,098 8,701

貸倒引当金の増減額（△は減少） 49,542 520,203

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,313 △821

受取利息及び受取配当金 △484 △729

支払利息 14,744 14,763

為替差損益（△は益） △144 △614

新株予約権戻入益 △86 -

売上債権の増減額（△は増加） 8,165 △234,265

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,607 44

仕入債務の増減額（△は減少） 78,321 67,933

未払金の増減額（△は減少） 9,852 25,837

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,186 △79,974

その他 △47,857 △280,596

小計 △109,526 △1,353,606

利息及び配当金の受取額 272 840

利息の支払額 △13,998 △14,736

法人税等の支払額 △5,659 △8,990

営業活動によるキャッシュ・フロー △128,911 △1,376,493

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 △14,205 △6,600

定期預金の払戻による収入 10,000 -

有形固定資産の取得による支出 △257 △832,002

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

△26,845 -

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による支出

- △32,669

子会社株式の追加取得による支出 △1,559 △1,950

投資有価証券の取得による支出 △2,180 -

貸付けによる支出 △8,800 △54,272

貸付金の回収による収入 8,850 3,277

保険積立金の積立による支出 △632 -

保険積立金の解約による収入 15,505 532

その他 △1,370 △1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,493 △924,685

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） 21,827 △223,299

長期借入れによる収入 138,200 462,000

長期借入金の返済による支出 △128,436 △58,658

新株予約権の発行による収入 - 10,509

新株予約権の行使による株式の発行による
収入

45,122 2,137,128

新株予約権の発行による支出 - △38,193

財務活動によるキャッシュ・フロー 76,712 2,289,486

現金及び現金同等物に係る換算差額 503 614

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △73,188 △11,077

現金及び現金同等物の期首残高 292,282 412,692

現金及び現金同等物の四半期末残高 219,094 401,614
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（４）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）

当社は、過去の決算について平成26年10月29日以降、金融商品取引法違反の嫌疑で証券取引等監視委員会の強制調

査を受けております。当社では、その実態調査を進め早期に自主訂正を行うため、平成26年11月7日に第三者委員会を

設置し、第三者委員会による調査結果を踏まえ、過年度決算を訂正致しました。当第２四半期連結累計期間において

は、重要な営業損失、経常損失を計上し、決算訂正に関連した多額な損失計上もあり、重要な四半期純損失を計上し

ております。

このような状況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。

当社といたしましては、内部管理体制の早期改善と再発防止に取り組み、信頼回復に努めてまいる所存であり、当

第２四半期連結累計期間に当社第７回新株予約権の発行及び権利行使により調達した2,137百万円の資金により、引き

続き事業を推し進めるとともに、業務運営の改善や新規事業計画の見直し、事業の再構築等を検討し、より収益性の

高い事業への進出を図ってまいります。

既存事業につきましては、連結子会社である㈱GWリアルエステートM&Aにおいて協力会社との関係をより深め、販売

体制の強化を図り、不動産売買による売上の拡大を見込んでおります。また、トラベル事業及びアパレル事業につき

ましては、これまでの継続的かつ安定した取引先に加え、新たな仕入先の開拓や販路拡大を通して利益率の改善を図

ってまいります。

しかしながら、現時点ではこれらの計画は途上であり、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。

なお、当第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表は継続企業を前提に作成しており、継続企業の前提に関す

る重要な不確実性の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。
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（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

前第２四半期連結累計期間(自 平成25年７月１日 至 平成25年12月31日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動

当第2四半期連結累計期間において、四半期純損失を234,016千円計上したこと等により利益剰余金が234,016千円

減少し、新株予約権の行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ23,638千円増加しております。

当第２四半期連結累計期間(自 平成26年７月１日 至 平成26年12月31日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動

第１四半期連結累計期間において、ライツ・オファリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割

当て）に基づく新株予約権の行使により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ1,068,564千円増加しております。

　また、平成26年11月1日付で減資を行っております。これにより、資本金の額1,699,458千円のうち1,280,712千

円を減少しその他資本剰余金に振り替えております。そして資本準備金及び利益準備金の額をそれぞれ478,106千

円及び1,000千円減少して減少する金額をその他資本剰余金及びその他利益剰余金にそれぞれ振り替えておりま

す。さらにその他資本剰余金2,106,714千円及びその他利益剰余金101,000千円を繰越利益剰余金に振り替えてお

ります。

　また、第２四半期連結累計期間において1,401,303千円の四半期純損失を計上したことにより、同額の利益剰余

金が減少しております。
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（セグメント情報等）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成25年７月１日 至 平成25年12月31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

(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メーカー 不動産 トラベル アパレル 計

売上高

外部顧客への売上高 570,853 54,474 87,563 211,623 924,514 31,585 956,100 － 956,100

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － 18,000 18,000 △18,000 －

計 570,853 54,474 87,563 211,623 924,514 49,585 974,100 △18,000 956,100

セグメント利益
又は損失（△）

△18,067 △786 △6,161 4,584 △20,430 △1,044 △21,475 △139,293 △160,769

(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、「メディカル事業」等を含んで

おります。

2. セグメント利益又は損失の調整額△139,293千円は、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

△139,293千円であります。

3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行なっております。

　２．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

「その他」セグメントにおいて、㈱東京マスターズを連結子会社したことにより、当第２四半期連結累計期間に

おいて28,351千円ののれんが発生しております。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成26年７月１日 至 平成26年12月31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

(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メーカー 不動産 トラベル アパレル 計

売上高

外部顧客への売上高 310,311 165,343 870,122 210,969 1,556,746 47,456 1,604,203 ― 1,604,203

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― 9,242 ― 9,242 16,800 26,042 △26,042 ―

計 310,311 165,343 879,364 210,969 1,565,989 64,256 1,630,245 △26,042 1,604,203

セグメント利益
又は損失（△）

△58,236 △106,675 △10,163 △93,754 △268,830 △48,584 △317,414 △205,512 △522,927

(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「メディカル事業」等を含んで

おります。

2. セグメント利益又は損失の調整額△205,512千円は、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

△205,512千円であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行なっております。

　２．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

　「メーカー」セグメントにおいて、事業環境及び業績等を勘案して回収可能価額を検討した結果、回収不能額につい

て減損損失（固定資産：105,000千円、のれん：27,364千円）を計上しております。

また、東京電装㈱の売却に伴いのれんが61,594千円減少しております。

　３．当企業グループの報告セグメントは、従来、「メーカー」「アパレル」としておりましたが、前第４四半期連結会

決算短信 （宝印刷）  2015年02月12日 18時45分 15ページ （Tess 1.40 20131220_01）



石山Gateway Holdings株式会社(7708) 平成27年６月期 第２四半期決算短信

14

計期間より、「メーカー」「不動産」「トラベル」「アパレル」に変更しております。なお、前第２四半期連結累計期間の

セグメント情報については変更後の区分方法により作成しており、前連結会計年度の第２四半期連結累計期間に開示し

た報告セグメントとは相違しております。

決算短信 （宝印刷）  2015年02月12日 18時45分 16ページ （Tess 1.40 20131220_01）



石山Gateway Holdings株式会社(7708) 平成27年６月期 第２四半期決算短信

15

（重要な後発事象）

(1)特設注意市場銘柄の指定および上場契約違約金の徴求について

当社は平成27年１月28日付で株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)より、同年１月29日

付で「特設注意市場銘柄」に指定されることおよび上場契約違約金の徴求を受けることについて連絡を受けまし

た。

１．特設注意市場銘柄指定の理由

　東京証券取引所から以下の指摘を受けております。

「石山Gateway Holdings株式会社（以下「同社」という。）は、２０１４年１２月１２日に不適切な会計処理に関

する第三者委員会の調査報告書を開示し、同年１２月１５日に平成２６年６月期第１四半期から平成２６年６月

期までの有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書等を提出し、同年１２月１６日に平成２６年６月期第１

四半期から平成２６年６月期までの決算短信及び四半期決算短信の訂正を開示しました。

これらにより、同社子会社によるバイオディーゼル発電機の仕入・販売取引について、（１）販売先が海外の製

造元から同社子会社を経由せずに発電機を直接購入したことを示す売買契約書が存在し、当該書面に基づき通関

手続きが処理されていること、（２）同社子会社が当事者となっている売買契約関係書面は売上計上後に作成され

ていること、及び（３）取引に係る資金決済において、解散状態にある法人の小切手が使用されていることや滞

留債権の回収を装うために前代表取締役が自ら販売先関係者へ資金貸付を行っていることが判明しました。その

結果、同社が当該取引に係る売上、仕入をすべて取り消したこと等により、平成２６年６月期の連結決算におけ

る各段階利益が赤字に陥り、純資産の９０％が減少しております。

当該取引は、前代表取締役を中心として進められていましたが、同社の業績規模からすると多額の取引であるに

もかかわらず、取引の実施にあたって同社及び同社子会社の取締役会に付議されなかった結果、前代表取締役の

業務執行を牽制する機会を失っていたほか、その後も取締役及び監査役の監視機能が有効に働いていなかったこ

と、また、当該取引及び同社の売電事業において、契約書等が作成されず、合理性もない支出が複数存在してお

り、管理部門の業務が適切に行われていないことが認められました。

以上を総合的に勘案すると、同社の内部管理体制等については、改善の必要性が高いと認められることから、同

社株式を特設注意市場銘柄に指定することといたします。」

２．特設注意市場銘柄指定日

　平成27年１月29日（木）

３．特設注意市場銘柄指定期間

　平成27年１月29日から原則１年間とし、１年後に当社から内部管理体制確認書を提出、東京証券取引所が内部

管理体制等の審査を行い、内部管理体制等に問題があると認められない場合に指定が解除されます。一方で、内

部管理体制等に問題があると認める場合には、原則として、上場廃止となります。ただし、今後の改善が見込ま

れる場合には、特設注意市場銘柄の指定を継続し、６ヶ月間改善期間が延長されます。

　なお、特設注意市場銘柄指定中であっても内部管理体制等の改善の見込みがなくなったと認められる場合には、

上場廃止となります。

４．上場契約違約金について

　東京証券取引所から、上場契約違約金20百万円の支払いを求められました。

　この理由については東京証券取引所から以下の指摘を受けております。なお、上場契約違約金につきましては、

第２四半期連結累計期間において、課徴金等引当金に計上し損失処理しております。

　「同社は、内部統制の機能不全を原因として投資者の投資判断を大きく誤らせるに十分な規模の決算訂正を行

い、さらに、虚偽の決算情報をもとにしたライツ・オファリングを行っています。これらは、当取引所市場に対

する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社に対して、上場契約違約金の支払いを求める

ことといたします。」
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