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1.  平成24年2月期の連結業績（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 

（注）当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、平成23年２月期の数値及び前期増減率は記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注）当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、平成23年２月期の数値は記載しておりません。 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

（注）当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、平成23年２月期の数値は記載しておりません。  

(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2月期 4,642 ― △8 ― △44 ― △366 ―
23年2月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年2月期 △366百万円 （―％） 23年2月期 ―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2月期 △9.35 ― △9.4 △0.8 △0.2
23年2月期 ― ― ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 24年2月期  ―百万円 23年2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2月期 4,747 3,718 78.3 94.82
23年2月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   24年2月期  3,716百万円 23年2月期  ―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2月期 18 194 △594 1,161
23年2月期 ― ― ― ―

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2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
25年2月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 平成25年 2月期の連結業績予想（平成24年 3月 1日～平成25年 2月28日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

（注）当第３四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、第２四半期（累計）の前年同四半期増減率は記載しておりません。 

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) 340 ― △100 ― △100 ― △100 ― △2.55
通期 1,200 △74.1 35 ― 20 ― 12 ― 0.31



※  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2月期 40,410,000 株 23年2月期 40,410,000 株
② 期末自己株式数 24年2月期 1,217,435 株 23年2月期 1,217,069 株
③ 期中平均株式数 24年2月期 39,192,889 株 23年2月期 39,193,006 株

※ 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予想等の将来に関する記述は、現時点で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異
なる可能性があります。 
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（１）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災及び福島第一原子力発電所の

事故による放射能汚染の問題により、大きな打撃を受けましたが、その後はゆるやかな回復の途上にあります。し

かし、欧州各国の債務危機やタイの洪水被害、円高の長期化などの影響から、秋以降は景気の回復も鈍化から足踏

み傾向に留まり、景気の先行きについては不透明感が増す状況で推移いたしました。 

 このような状況の下、当社及び当社子会社（以下「当社グループ」といいます。）は、平成24年２月29日付にて

基幹事業である「ＰＣ販売事業」からの撤退を決定するなど、事業の大きな転換点を迎えました。  

 「ＰＣ販売事業」につきましては、東日本における店舗を中心に、販売はゆるやかな回復基調にありましたが、

平成23年４月19日にフランチャイズ契約先である株式会社ピーシーデポコーポレーション（以下「ＰＣデポ」とい

います。）より、当社とのフランチャイズ契約（以下「ＦＣ契約」といいます。）について、契約期間満了に伴

い、平成23年10月24日でＦＣ契約を終了するとの意向を示した通知を受領いたしました。これに対し当社は、ＦＣ

契約の終了が当社の基幹事業たる「ＰＣ販売事業」に与える影響が甚大であることに鑑み、ＰＣデポに対して、Ｆ

Ｃ契約の継続を求めるための仮処分の申立て及び訴訟提起を行うことも視野に入れ、契約終了の理由を説明するよ

う求めるとともに、ＦＣ契約の継続を要請し、お客様、従業員、株主その他の全てのステークホルダーに最善の結

果となるよう、鋭意ＰＣデポとの協議を続けて参りましたが、ＰＣデポの契約終了の意向には非常に強いものがあ

りました。 

 かかる状況の下、当社としては、ＰＣデポに対するＦＣ契約の継続を求めるための仮処分の申立て及び訴訟提起

を検討しましたが、これらが裁判所の認めるところとなるかどうかは事案からすると微妙であると判断され、仮に

裁判所の認めるところとならなかったときは、「ＰＣ販売事業」の閉鎖に伴う多額のキャッシュアウトが発生し、

当社の企業価値を毀損させるおそれがあることや、仮処分手続や訴訟手続を行いつつ先行き不明瞭なまま「ＰＣ販

売事業」を継続する場合には、従業員のモラル・モチベーションの低下が避けられず、その結果、売上が減少する

等により、当社の企業価値を継続的に毀損させるおそれがあることに鑑み、ＰＣデポから合理的な譲歩を得ること

ができるのであれば、仮処分の申立て及び訴訟提起は回避するのが相当であるという結論に達しました。  

 この検討の過程において、ＦＣ契約の継続に替わる選択肢、具体的には、当社においてオリジナルブランドを再

構築し、または、ＰＣデポ以外の企業のフランチャイズに加盟することにより、各店舗でのＰＣ販売事業を継続す

ること等についても検討いたしました。しかしながら、当社独自のブランドを再構築する、あるいは、他の企業の

フランチャイズに加盟して、「ＰＣ販売事業」を継続することは、多大な支出を伴うことに加え、パソコンを含む

家電製品が大手小売事業者による大型店舗における販売が主流となっている現実を勘案すれば、非常に高い事業リ

スクにさらされると言わざるを得ず、これを実行することも却って当社の企業価値を毀損させる可能性が高いた

め、これらの方策により、当社にて「ＰＣ販売事業」を継続することは困難であるとの結論に至りました。  

 よって、ＰＣデポとの間で、合理的な譲歩を得ることを目指して交渉を行い、平成23年10月11日には、平成24年

１月末日までＦＣ契約が引き続き効力を有するものとする旨の暫定合意をして、引き続き交渉を継続しました。そ

の結果、当社が全店舗を閉鎖した場合にも、その後の従業員の雇用や商品在庫の買取り、一部店舗の賃貸借契約の

実質的な引継ぎ、顧客へのサポート対応等について、ＰＣデポが全面的に協力するという譲歩を得ることができま

した。当社としては、「ＰＣ販売事業」の全店舗閉鎖及びＰＣデポとのＦＣ契約の終了が「事業活動の停止」に該

当し、上場廃止につながりかねないことを認識しておりましたが、それを踏まえても、ＰＣデポから上記の譲歩を

得た上でＦＣ契約を終了することが、他のいかなる方策よりも当社の企業価値の毀損を最小限に留めることができ

ると判断し、「ＰＣ販売事業」の全店舗を閉鎖し、ＰＣデポとのＦＣ契約を終了することを決定いたしました。 

 そして、平成24年２月29日開催の取締役会において、「ＰＣ販売事業」からの撤退を正式に決議し、不動産事業

を中心に新たな事業機会の確保、収益基盤の強化に取り組むことといたしました。 

 上記のとおり、「ＰＣ販売事業」における10店舗については、平成24年１月29日までに全店舗を閉鎖いたしまし

た。また、平成23年９月に、不動産事業を手掛ける株式会社Triad Real Estate（トライアド リアル エステー

ト）を、同年10月には、飲食店舗のマスターリース事業等を手掛ける株式会社Be Direct（ビー ダイレクト）

を、それぞれ新たに100％出資子会社として設立いたしました。 

 これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高46億42百万円、営業損失８百万円、経常損失44百万円、当期純

損失３億66百万円となりました。 

１．経営成績
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 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① ＰＣ販売事業  

 パソコンの平均単価は８万円前後で推移いたしました。各店舗におきましては、売れ行きが好調なスマートフォ

ン（「iPhone」や「Android搭載携帯電話」）及びタブレットＰＣの取扱商品の拡大、売り場の拡張を行いまし

た。 

 パソコンにおけるサービス面では、月額会員制保守サービス（プレミアムサービス）などの既存商品の提供を継

続するとともに、パソコンへの省電力設定（節電プログラム設定）サービスを開始いたしました。スマートフォン

におけるサービスでは、端末を便利に使って頂くための、技術サービス・サポートを強化し、技術サービスメニュ

ーを拡充いたしました。 

 しかしながら、ＰＣデポとのＦＣ契約継続交渉の結果、上記のとおり、当連結会計年度におきまして、「ＰＣ販

売事業」の全10店舗を閉鎖することとなりました。 

 この結果、売上高43億10百万円、営業利益78百万円となりました。  

② 不動産事業  

 当社における「不動産賃貸事業」では、所有するビルの一部のフロアに空きがあるものの、子会社における飲食

店舗のマスターリースと併せて、概ね収入は安定推移いたしました。 

 この結果、売上高３億31百万円、営業利益99百万円となりました。  

  

 次期の見通しにつきましては、不動産事業を中心に引き続き事業を継続し、事業機会の拡大、収益基盤の強化に

努めてまいります。 

  

 なお、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前期との比較分析は行っておりません。 

（以下「（２）財務状態に関する分析」）においても同じ。）   

   

（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資産総額は47億47百万円となりました。 

  流動資産合計は25億45百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金11億61百万円、仕掛販売用不動産５億７

百万円、未収入金５億78百万円であります。 

 固定資産合計は22億２百万円となりました。主な内訳は、有形固定資産19億９百万円、差入保証金２億80百万円

であります。  

 負債合計は10億28百万円となりました。主な内訳は、１年内返済予定の長期借入金２億43百万円、長期借入金３

億３百万円であります。 

 純資産合計は37億18百万円となりました。主な内訳は、資本金30億70百万円、資本剰余金12億35百万円、利益剰

余金△５億34百万円であります。 

  

② キャッシュ・フローの状況の分析 

  当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は11億61百万円となりました。 

 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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、18百万円の収入となりました。主なプラス要因は、事業撤退による収入

４億61百万円、売上債権の減少額２億99百万円等となり、主なマイナス要因は、税金等調整前当期純損失３億54百

万円、仕入債務の減少額２億37百万円等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） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、１億94百万円の収入となりました。主なプラス要因は、有形固定資産の

売却による収入１億95百万円、差入保証金の回収による収入１億５百万円等となり、主なマイナス要因は、差入保

証金の差入による支出68百万円等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） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、５億94百万円の支出となりました。主なプラス要因は、長期借入れによ

る収入１億66百万円となり、主なマイナス要因は、短期借入金の純減少額６億円等によるものであります。 
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（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、株主への利益配当を最重要な課題と考え、今後の事業展開のための財務体質の充実を勘案しながら、安

定した配当を継続的に行っていくことを基本方針としております。 

 しかしながら、当連結会計年度におきましては当期純損失となったため、誠に遺憾ではございますが、配当は無

配とさせていただきます。   

  次期の配当につきましても、引き続き無配とさせていただく予定です。 

   

（４）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

 なお、文中における将来に関する事項につきましては、当連結会計年度末現在において判断したものです。 

  

① 事業に関する法的規制  

 不動産業界におきましては、「宅地建物取引業法」、「建築基準法」、「都市計画法」等の法的規制を受けてお

ります。当社グループは、これらに係る法律を遵守しておりますが、今後法令等の改正または新たな規制によっ

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。 

② 経済環境の変化による影響について  

 不動産業界は一般的に、景気動向、金利動向、地価動向、税制等の影響を受けております。したがってこのよう

な経済環境に大幅な変化が生じた場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

③ 資金調達に係るリスクについて  

 不動産事業における物件の購入資金につきましては、金融機関からの借入金と自己資金にて行っております。事

業資金の調達は、金利情勢その他の外的環境に左右されるため、これにより当社グループの業績及び財政状態に影

響を受ける可能性があります。  

④ 物件の引渡し時期に係るリスクについて  

 当社グループの不動産事業におきましては、売買契約を締結した時点ではなく、物件の引渡しを行った時点で売

上計上を行っております。そのため、物件の引渡しの時期により、当社グループの業績に変動が生じる可能性があ

ります。  

⑤ 在庫リスクについて  

 当社グループの不動産事業におきまして、対象不動産を購入する場合、不動産共同事業に出資する場合など、全

ての取引において十分な調査を行い、リスクを最小限に抑えるように努めておりますが、予測がつかない瑕疵の発

生などにより、プロジェクトの進行が遅延した場合、在庫が滞留し、業績に影響を与える可能性があります。 

⑥ 訴訟の可能性について  

 当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性のある訴訟はありませんが、今後当社グループが開発、施工、販売

等を行う不動産物件について、瑕疵、土壌汚染等を起因として、訴訟その他の請求が発生する可能性があります。

これら訴訟その他の請求の内容及び結果によっては、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

⑦ 人材の育成・確保について 

 不動産事業においては、案件の対象となる不動産の法的規制・権利関係の調査、取引事例等のマーケティング調

査、周辺環境の調査、近隣対策などの特殊的な技能が要求される場合があります。当社グループは組織的に蓄積し

たノウハウをもって従業員の能力を向上させるとともに、社外で催される講習会等による不動産関係の知識の習

得、また外部から優秀な人材を確保することで、人材の育成・確保を図っていくと同時に、社内の人材で補えない

業務については、有力な外部協力業者にアウトソーシングするなどの対策も行っております。これらの人材の育

成・確保が十分にできない場合には、当社グループの業績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

⑧ 当社株式について 

 平成24年１月10日に株式会社大阪証券取引所（以下「大証」という。）より、当社がＰＣ販売事業の店舗を全て

閉鎖し、フランチャイズ契約を終了した場合において、ＪＡＳＤＡＱ市場における有価証券上場規程に関する取扱

要領43(8)aに規定する「事業活動の停止」に該当するおそれがあると認められるため、当社株式を監理銘柄（確認

中）に指定されております。 

 また、平成24年３月13日に株式会社プロジェ・ホールディングスを完全親会社とし、当社を完全子会社とする株

式交換を行うことを取締役会で決議しました。その結果、大証よりＪＡＳＤＡＱ市場における有価証券上場規程に

関する取扱要領43(14)bに規定する株式交換に関する取締役会決議を行ったことに該当し、監理銘柄（確認中）の

指定理由が追加されております。 

 なお、平成24年５月８日開催予定の当社臨時株主総会における株式交換契約書締結承認議案が承認可決されます

と、当社の普通株式は、ＪＡＳＤＡＱ市場の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て平成24年５月29日に上場廃止

（最終売買日は平成24年５月28日）となる予定です。 
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（５）継続企業の前提に関する重要事象等 

 当社は、当連結会計年度におきまして、ＰＣ販売事業から撤退いたしました。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。 

しかしながら、今後、当社グループにおいては、不動産事業を中心に引き続き事業を継続し、事業機会の拡大、

収益基盤の強化に努めていくこと、及び当面のキャッシュフローに不安が無いことから、現時点で継続企業の前提

に関する重要な不確実性はないと判断しております。  

なお、将来に関する事項については、当社が本決算短信提出日現在において判断したものであります。 
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 当社グループは、当社、親会社１社及び連結子会社２社により構成されており、パソコン・ОＡ機器の販売小売業

（以下「ＰＣ販売事業」という。）、不動産賃貸事業、シェアハウス事業、不動産の売買、仲介事業、不動産投資事

業、飲食店のマスターリース事業を主たる業務としております。   

  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付けは次のとおりであります。 

 なお、当社は平成24年１月31日にＰＣ販売事業の全店舗を閉鎖し、平成24年２月29日にＰＣ販売事業から撤退するこ

とを正式に決議しております。 

(1) ＰＣ販売事業 

  当社がパソコン及びパソコンに関連する商品の販売並びにパソコンに関連するサービスの提供を行っております。 

(2) 不動産事業 

  当社が不動産賃貸事業、株式会社Triad Real Estate がシェアハウス事業、不動産の売買及び不動産投資事業、株

式会社Be Direct が飲食店マスターリース事業を行っております。 

  

〔事業系統図〕 

  以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

  

   

２．企業集団の状況
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（１）会社の経営の基本方針 

  「１．経営成績」に記載のとおり、当社は「ＰＣ販売事業」から完全撤退し、今後は「不動産事業」を中心に引

き続き事業を継続し、事業機会の拡大、収益基盤の強化に努めてまいります。   

   

（２）目標とする経営指標 

 当社は、企業価値の向上と財務体質の強化を図るための経営指標として、総資本利益率を重視しつつ、キャッシ

ュ・フローの経営に徹しており、最終目標は株主資本利益率の向上に置いております。   

   

（３）中長期的な会社の経営戦略 

 子会社である株式会社Triad Real Estateにおいては、シェアハウスを建築し、賃借人を入れて投資利回り物件

として売却する、というスキームを中心に、安定的な物件の仕入れ・販売を目指してまいります。また、株式会社

Be Directは、引き続き飲食店舗のサブリース案件を拡充し、安定的な収益の確保を目指してまいります。    

   

（４）会社の対処すべき課題 

 「ＰＣ販売事業」からの撤退に伴い、「不動産事業」を中心とした収益基盤の構築が急務であります。  

   

３．経営方針
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４．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

当連結会計年度 

(平成24年２月29日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 1,161,055 

売掛金 26,424 

仕掛販売用不動産 507,809 

未収入金 578,704 

その他 271,174 

流動資産合計 2,545,169 

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 281,671 

土地 1,623,049 

その他（純額） 4,755 

有形固定資産合計 1,909,476 

無形固定資産 128 

投資その他の資産  

差入保証金 280,312 

その他 12,534 

投資その他の資産合計 292,847 

固定資産合計 2,202,452 

資産合計 4,747,621 

負債の部  

流動負債  

買掛金 199 

1年内返済予定の長期借入金 243,564 

未払法人税等 13,447 

退職給付引当金 27,432 

資産除去債務 2,493 

その他 128,107 

流動負債合計 415,244 

固定負債  

長期借入金 303,708 

繰延税金負債 2,919 

資産除去債務 54,063 

その他 252,759 

固定負債合計 613,449 

負債合計 1,028,694 
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（単位：千円）

当連結会計年度 

(平成24年２月29日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 3,070,080 

資本剰余金 1,235,632 

利益剰余金 △534,740 

自己株式 △54,552 

株主資本合計 3,716,419 

新株予約権 2,508 

純資産合計 3,718,927 

負債純資産合計 4,747,621 
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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）

当連結会計年度 

(自 平成23年３月１日 

 至 平成24年２月29日) 

売上高 4,642,135 

売上原価 3,356,383 

売上総利益 1,285,751 

販売費及び一般管理費 1,294,040 

営業損失（△） △8,289 

営業外収益  

受取利息 1,088 

受取手数料 2,858 

物品売却益 1,203 

業務受託料 952 

その他 681 

営業外収益合計 6,784 

営業外費用  

支払利息 27,935 

支払手数料 9,402 

その他 5,806 

営業外費用合計 43,144 

経常損失（△） △44,649 

特別利益  

固定資産売却益 9,848 

新株予約権戻入益 54,227 

その他 2,131 

特別利益合計 66,206 

特別損失  

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 77,133 

事業撤退損 172,202 

減損損失 80,462 

その他 45,896 

特別損失合計 375,695 

税金等調整前当期純損失（△） △354,137 

法人税、住民税及び事業税 9,456 

法人税等調整額 2,919 

法人税等合計 12,375 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △366,513 

当期純損失（△） △366,513 

㈱オーエー・システム・プラザ(7491) 平成24年２月期決算短信(連結)

10



（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

当連結会計年度 

(自 平成23年３月１日 

 至 平成24年２月29日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △366,513 

包括利益 △366,513 

（内訳）  

親会社株主に係る包括利益 △366,513 

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）

当連結会計年度 

(自 平成23年３月１日 

 至 平成24年２月29日) 

株主資本  

資本金  

前期末残高 3,070,080 

当期末残高 3,070,080 

資本剰余金  

前期末残高 1,235,632 

当期末残高 1,235,632 

利益剰余金  

前期末残高 △168,226 

当期変動額  

当期純損失（△） △366,513 

当期変動額合計 △366,513 

当期末残高 △534,740 

自己株式  

前期末残高 △54,546 

当期変動額  

自己株式の取得 △5 

当期変動額合計 △5 

当期末残高 △54,552 

株主資本合計  

前期末残高 4,082,938 

当期変動額  

当期純損失（△） △366,513 

自己株式の取得 △5 

当期変動額合計 △366,519 

当期末残高 3,716,419 

新株予約権  

前期末残高 56,788 

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △54,280 

当期変動額合計 △54,280 

当期末残高 2,508 

純資産合計  

前期末残高 4,139,726 

当期変動額  

当期純損失（△） △366,513 

自己株式の取得 △5 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △54,280 

当期変動額合計 △420,799 

当期末残高 3,718,927 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当連結会計年度 

(自 平成23年３月１日 

 至 平成24年２月29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（△） △354,137 

減価償却費 34,156 

減損損失 80,462 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,373 

賞与引当金の増減額（△は減少） △21,014 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △43,101 

受取利息及び受取配当金 △1,088 

支払利息 27,935 

固定資産売却損益（△は益） △9,848 

事業撤退損失 172,202 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 77,133 

新株予約権戻入益 △54,227 

売上債権の増減額（△は増加） 299,484 

たな卸資産の増減額（△は増加） △114,333 

未収入金の増減額（△は増加） △562,499 

仕入債務の増減額（△は減少） △237,103 

その他 304,540 

小計 △402,813 

利息及び配当金の受取額 267 

利息の支払額 △26,731 

事業撤退による収入 461,328 

法人税等の支払額 △10,977 

その他 △2,500 

営業活動によるキャッシュ・フロー 18,573 

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 △57,042 

有形固定資産の売却による収入 195,178 

長期前払費用の取得による支出 △7,035 

差入保証金の差入による支出 △68,774 

差入保証金の回収による収入 105,932 

預り保証金の返還による支出 △23,500 

預り保証金の受入による収入 50,058 

その他 △30 

投資活動によるキャッシュ・フロー 194,787 

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） △600,000 

長期借入れによる収入 166,597 

長期借入金の返済による支出 △160,837 

自己株式の取得による支出 △5 

財務活動によるキャッシュ・フロー △594,245 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △380,884 

現金及び現金同等物の期首残高 1,541,939 

現金及び現金同等物の期末残高 1,161,055 
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 該当事項はありません。   

   

  

（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

項目 

当連結会計年度 

（自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日） 

１ 連結の範囲に関する事項 ① 連結子会社の数  ２社 

② 連結子会社の名称 

   株式会社Triad Real Estate 

      株式会社Be Direct 

    上記の２社については、当連結会計年度において新たに設立したため、連結

の範囲に含めております。  

２ 持分法の適用に関する事項  非連結子会社及び関連会社がないため、該当事項はありません。 

３ 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事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。  

４ 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 

  

たな卸資産 

仕掛販売用不動産 

個別法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定） 

(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 

当社は定率法によっており、連結子会社は定額法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）

については定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物 ４～50年 

  ② 無形固定資産 

定額法によっております。 

 なお、自社使用のソフトウェアについては、社内利用可能期間（５年）で

償却しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 

 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。 

  ② 退職給付引当金 

 当社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給

付債務を計上しております。 

(4）連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、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ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

(5）その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

① 消費税等の処理方法 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費

税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。 
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 当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益及

びその他の包括利益は記載しておりません。  

（７）追加情報

当連結会計年度 

（自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日） 

（資産除去債務に関する会計基準の適用）  

 当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除

去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。 

 これにより、売上総利益が2,731千円減少し、営業損失及び経常損失がそれぞれ6,142千円増加し、税金等調整前当期

純損失は48,830千円増加しております。  

  

（企業結合に関する会計基準等の適用）  

 当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「連結財務諸表

に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」

（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月

26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）、「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

  

（包括利益の表示に関する会計基準の適用）  

 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用して

おります。  

   

（８）連結財務諸表に関する注記事項

（連結包括利益計算書関係）
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当連結会計年度（自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日） 

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループ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。  

 当社グループは、本社に商品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は取り扱う商品・サービスに

ついて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 従って、当社グループは事業本部を基礎とした商品・サービス別セグメントから構成されており、「Ｐ

Ｃ販売事業」及び「不動産事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「ＰＣ販売事業」は、パソコン及びパソコンに関連する商品の販売並びにパソコンに関連するサービス

の提供をしております。「不動産事業」は自社物件の賃貸及び賃借物件の転貸、シェアハウス開発・運営

及び管理業務、不動産の売買、不動産への投資、飲食店マスターリースを行っております。 

（追加情報） 

 当第３四半期連結会計期間まで「ＰＣ販売事業」「不動産賃貸事業」の２つを報告セグメントとしてお

りましたが、不動産を取り扱う事業が多様化したことにより、当連結会計年度より「不動産事業」とし、

不動産賃貸事業を含めて記載しております。  

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、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。 

 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。 

  

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 

当連結会計年度（自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日） 

 (単位：千円) 

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

費用186,502千円であります。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利益と調整を行っておりま

す。 

  3. セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに帰属しない全社資産1,858,287千円であります。 

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

  

報告セグメント 
  

調整額 

(注)1.3 

連結財務諸表

計上額 

(注)2  
ＰＣ販売事業 不動産事業 計 

売上高          

外部顧客への売上高  4,310,924  331,210  4,642,135  －  4,642,135

セグメント間の内部売上高

又は振替高 

 －  －  －  －  －

 計  4,310,924  331,210  4,642,135  －  4,642,135

セグメント利益又はセグメ

ント損失（△） 

 78,848  99,364  178,212  △186,502  △8,289

セグメント資産  －  2,889,334  2,889,334  1,858,287  4,747,621

その他の項目          

減価償却費  14,165  18,366  32,532  1,624  34,156

減損損失  －  80,462  80,462  －  80,462

有形固定資産及び無形固

定資産の増加額 

 8,000  49,042  57,042  －  57,042
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当連結会計年度（自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記

載を省略しております。  

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(2）有形固定資産 

 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 特定の外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％を超えるものがないため、記載を省

略しております。  

  

当連結会計年度（自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日） 

 a．セグメント情報「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」を参照して下さい。  

  

当連結会計年度（自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日） 

 該当事項はありません。  

  

当連結会計年度（自  平成23年３月１日  至  平成24年２月29日） 

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

 当連結会計年度（自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29日） 

 当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

成20年３月21日）を適用しております。  

  

ｂ．関連情報

ｃ．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

ｄ．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

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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（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。 

  

（１株当たり情報）

当連結会計年度 

（自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日） 

１株当たり純資産額 円 銭94 82

１株当たり当期純損失金額 円 銭9 35

 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。    

項目 

当連結会計年度 

（自 平成23年３月１日 

至 平成24年２月29日） 

１株当たり当期純損失金額  

 当期純損失（千円）  366,513

 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）  366,513

 期中平均株式数（株）  39,192,889

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めなかった潜在株式の概

要 

第２回新株予約権 

 平成16年12月21日決議 

 （普通株式 120千株） 

第３回新株予約権 

（ストックオプション）  

 平成16年12月21日決議  

 （普通株式 96千株） 

第５回新株予約権 

（ストックオプション） 

 平成19年６月26日決議 

 （普通株式 36千株）  
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当連結会計年度（自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29日） 

 株式会社プロジェ・ホールディングスとの株式交換について 

  

 当社と当社の親会社である株式会社プロジェ・ホールディングス（以下「ＰＲＪホールディングス」とい

う。）は、平成24年３月13日に開催されたそれぞれの取締役会において、平成24年５月８日開催予定のＰＲＪ

ホールディングス臨時株主総会及び平成24年５月８日開催予定の当社臨時株主総会における株式交換契約書締

結承認議案での承認可決を条件として、ＰＲＪホールディングスを完全親会社とし、当社を完全子会社とする

株式交換（以下「本株式交換」という。）を決議し、同日、これを締結いたしました。 

(1) 株式交換の目的 

 当社は、ＰＣ販売事業に関して、株式会社ピーシーデポコーポレーション（以下「ＰＣデポ」という。）よ

り、平成23年４月19日付で、フランチャイズ契約（以下「ＦＣ契約」という。）を契約期間満了に伴い同年10

月24日をもって終了するとの意向を示した通知書を受領しました。これに対し、当社は、ＦＣ契約の終了が当

社の基幹事業たるＰＣ販売事業に与える影響が甚大であることに鑑み、ＰＣデポに対して、ＦＣ契約の継続を

求めるための仮処分の申立て及び訴訟提起を行うことも視野に入れ、契約終了の理由を説明するよう求めると

ともに、ＦＣ契約の継続を要請し、お客様、従業員、株主その他の全てのステークホルダーに最善の結果とな

るよう鋭意ＰＣデポとの協議を続けて参りましたが、ＰＣデポの契約終了の意向には非常に強いものがありま

した。 

かかる状況の下、当社としては、ＰＣデポに対するＦＣ契約の継続を求めるための仮処分の申立て及び訴

訟提起を検討しました。しかし、これらが裁判所の認めるところとなるかどうかは事案からすると微妙である

と判断され、仮に裁判所の認めるところとならなかったときは、ＰＣ販売事業の閉鎖に伴う多額のキャッシュ

アウトが発生し当社の企業価値を毀損させるおそれがあることや、仮処分手続や訴訟手続を行いつつ先行き不

明瞭なままＰＣ販売事業を継続する場合には、従業員のモラル・モチベーションの低下が避けられず、その結

果、売上が減少する等により、当社の企業価値を継続的に毀損させるおそれがあることに鑑み、ＰＣデポから

合理的な譲歩を得ることができるのであれば、仮処分の申立て及び訴訟提起は回避するのが相当であるという

結論に達しました。 

なお、この検討の過程において、ＦＣ契約の継続に替わる選択肢、具体的には、当社においてオリジナル

ブランドを再構築し、又は、ＰＣデポ以外の企業のフランチャイズに加盟することにより、各店舗でのＰＣ販

売事業を継続すること等についても検討いたしました。しかしながら、当社独自のブランドを再構築する、あ

るいは、他の企業のフランチャイズに加盟して、ＰＣ販売事業を継続することは、多大な支出を伴うことに加

え、ＰＣを含む電化製品が大手小売事業者による大型店舗における販売が主流となっている現実を勘案すれ

ば、非常に高い事業リスクにさらされると言わざるを得ず、これを実行することも却って当社の企業価値を毀

損させる可能性が高いため、これらの方策により、当社にてＰＣ販売営業を継続することは困難であるとの結

論に至りました。 

よって、ＰＣデポとの間で、合理的な譲歩を得ることを目指して交渉を行い、平成23年10月11日には、平

成23年10月24日がもともとの契約期間満了時期であるものの、平成24年１月末日を期日としてＦＣ契約が引き

続き効力を有するものとする旨の暫定合意をして、さらに交渉を継続しました。  

その結果、当社が全店舗を閉鎖した場合にも、その後の従業員の雇用や商品在庫の買取り、一部店舗の賃

貸借契約の実質的な引継ぎ、顧客へのサポート対応等についてＰＣデポが全面的に協力するという譲歩を得る

ことができ、ＰＣ販売事業の閉鎖に伴うキャッシュアウトを抑える目途が立ちました。当社としては、ＰＣ販

売事業の全店舗閉鎖及びＰＣデポとのＦＣ契約の終了が「事業活動の停止」に該当し上場廃止につながりかね

ないことを認識し、ＪＡＳＤＡＱ市場を運営する大阪証券取引所からもその可能性について指摘を受けており

ましたが、それを踏まえても、ＰＣデポから上記の譲歩を得た上でＦＣ契約を終了することが、他のいかなる

方策よりも当社の企業価値の毀損を最小限に留めることができると判断し、ＰＣ販売事業の全店舗を閉鎖する

こと、及び、ＰＣデポとのＦＣ契約を終了することを決定いたしました。 

そして、平成24年２月29日開催の取締役会において、ＰＣ販売事業からの撤退を正式に決議し、不動産事

業を中心に新たな事業機会の確保、収益基盤の強化に取り組むことといたしました。 

 上記の過程において、当社の株式は、ＪＡＳＤＡＱ市場を運営する大阪証券取引所より、ＪＡＳＤＡＱ市場

における有価証券上場規程に関する取扱要領43(8)aに規定する「事業活動の停止」に該当するおそれがあると

認められたため、平成24年１月10日付で監理銘柄（確認中）に指定されました。当社は、監理銘柄（確認中）

に指定されて以降、大阪証券取引所に対し、不動産事業を中心とした事業戦略等についてご説明をして参りま

した。しかしながら、平成24年１月30日には大阪証券取引所から、当社がＰＣ販売事業の全店舗を閉鎖するこ

と、及びＰＣデポとのＦＣ契約を終了することを決定することは「事業活動の停止」に該当する可能性は極め

て高く、当社株式を整理銘柄に指定し、一定期間を経て上場廃止とする方向で検討している旨の示唆をあらた

めて受けました。 

その後、大阪証券取引所からは、平成24年２月末日時点においても、当社の状況が上場廃止基準に該当し

（重要な後発事象）
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ているかどうかを慎重に確認している最中であるとの回答を受けており、本株式交換契約の締結日である

平成24年３月13日時点も引き続き同様の確認をしているとのことでした。 

しかしながら、当社の株式が監理銘柄（確認中）に指定されている状況に変化はなく、これらの状況に鑑

み、当社株式の上場廃止が決定される可能性は引き続き極めて高い状況にあると認識するに至りました。 

そして、仮に当社の株式の上場廃止が決定された場合、株価が暴落するとともに、最終的には株式の流動

性が失われ、株主各位に多大なご迷惑を掛ける事態が生ずることが懸念されます。さらに、現在の監理銘柄

（確認中）指定が長期間継続することも、株主・投資家各位にご心配をお掛けするとともに、株式市場の混乱

にも繋がると考えられました。 

 また、ＰＣ販売事業撤退後の当社は、親会社であるＰＲＪホールディングスがこれまで培ってきたノウハウ

を活用しつつ、不動産事業に注力することを予定しておりますが、その中心となるべき子会社２社は設立から

間もなく、まだ十分な実績を上げるには至っておりません。それに加え、不動産事業は、その他の業種に比

べ、個々の案件における投資額が大きい一方で、投資回収までの期間は長期にわたる場合が多く、その間に物

件の価格下落リスク、引渡遅延リスク等、様々なリスクにさらされます。当社を含むＰＲＪホールディングス

グループは、これまでの事業再編を通して、相応の経営資源の集約を実行してきたものの、依然、本格的に不

動産事業を展開し、かかるリスクをコントロールしながら高い収益力を実現するだけの人的・資金的体制を備

えるには至っておらず、今後の当社の事業展開にあたっては、そのような大きいリスクを株主に負わせること

になってしまうことも危惧されます。 

 当社及びＰＲＪホールディングスは、以上の諸点を踏まえ、当社の上場廃止懸念が払拭されない状況におい

ては、株式交換を実施し、当社をＰＲＪホールディングスの完全子会社とするとともに、株式交換の対価を非

上場会社であるＰＲＪホールディングス株式ではなく現金とすることで、当社株主に対し、保有株式の現金化

の機会をご提供することが最善の策であると考えるに至り、本株式交換の実施に向けて両社で検討及び協議を

重ね、平成24年３月13日開催の両社の取締役会において、本株式交換の実施を決議するに至ったものです。 

  

(2) 株式交換の方法 

 ＰＲＪホールディングスを株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換となります。本

株式交換は、ＰＲＪホールディングスにおいては、平成24年５月８日開催予定の臨時株主総会において、当社

においては、平成24年５月８日開催予定の臨時株主総会において、それぞれ承認を得た上で、平成24年６月１

日を効力発生日とする予定です。 

  

(3) 株式交換に係る割当の内容 

 ＰＲＪホールディングスは、会社法第768条第１項第２号の規定に基づき、本株式交換契約に従い、本株式

交換の効力発生直前時における当社の株主（ただし、ＰＲＪホールディングスを除きます。）に対し、その保

有する当社の普通株式に代わり、その保有する当社の普通株式１株につき22円の割合で、金銭を交付する予定

です。 

  

(4) 株式交換の時期  

 平成24年６月１日を効力発生日とする予定です。 

  

(5) 上場廃止となる見込み及びその理由 

 本株式交換により、その効力発生日である平成24年６月１日をもって、当社はＰＲＪホールディングスの完

全子会社となり、当社の普通株式はＪＡＳＤＡＱ市場の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て平成24年５月

29日に上場廃止（最終売買日は平成24年５月28日）となる予定です。上場廃止後は、当社の普通株式をＪＡＳ

ＤＡＱ市場において取引することができなくなります。 
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