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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

 
１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第44期

第３四半期
連結累計期間

第45期
第３四半期
連結累計期間

第44期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 (千円) 1,100,527 984,744 1,389,094

経常損失（△） (千円) △617,468 △729,328 △1,008,681

四半期(当期)純損失（△） (千円) △447,222 △744,713 △253,206

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △443,815 △736,176 △253,438

純資産額 (千円) 2,020,458 2,243,311 2,210,835

総資産額 (千円) 2,438,367 2,778,025 2,656,734

１株当たり四半期(当期)
純損失金額（△）

(円) △62.76 △64.38 △32.11

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 82.8 79.8 83.2
 

 

回次
第44期

第３四半期
連結会計期間

第45期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

自 平成26年10月１日
至 平成26年12月31日

１株当たり四半期純損失金額
（△）

(円) △0.80 △19.06
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、１株当たり四半期（当期）純損失である

ため、記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

 
　〈テストソリューション事業〉

主要な関係会社の異動はありません。

 

　〈バイオ燃料事業〉

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、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。

 
この結果、平成26年12月31日現在では、当社グループは、当社及び子会社６社により構成されることとなりまし

た。
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第２ 【事業の状況】

 

 
１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事

業等のリスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

　当第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日～平成26年12月31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、雇用環境や個人消費の改善等により堅調に推移しました。

　また、当第３四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個人消費の低迷などが影響し

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。国内半導体設備投資も伸長しており、当社グループを

取り巻く環境は改善の傾向が見られます。

　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、各半導体メーカーは、円安と内需に支えられ回復基調にあります。とり

わけ国内半導体復調をけん引しております自動車向け半導体ならびにイメージセンサーは、当社が長年培ってきた技術

力を発揮できる分野となります。このような状況の中、当社の開発業務委託およびプラットフォームを生かした製品

は、受注および販売共に順調に推移し、緩やかに業績も伸び第２四半期連結会計期間に引き続き当第３四半期連結会計

期間も黒字となりました。

　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、メキシコ及びオーストラリアにてスーパーソルガムの

種子販売、スーパーソルガムから製造する糖液、家畜用飼料、燃料用ペレット等の販売事業を推進しております。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、当第３四半期連結会計期間においては、オーストラリア

へのスーパーソルガム種子の販売ライセンス売上47百万円及び種子の販売１億41百万円の売上を計上いたしました。ま

た、タイ、ベトナムにおける種子販売、インドネシアにおける糖液、燃料用ペレット販売等、その他の国々における売

上の計上についても、各顧客との最終交渉を進めております。また、種子販売に比べより利益率の高い、糖液、家畜用

飼料、燃料用ペレット事業等については、各国パートナー企業との協業による大規模商用化を早急に開始すべく準備を

進めております。

　その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は９億84百万円（前年同期比10.5％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７億31百万円（前第３四半期連結累計期間は

営業損失４億57百万円)、経常損失７億29百万円（前第３四半期連結累計期間は経常損失６億17百万円）及び四半期純損

失７億44百万円（前第３四半期連結累計期間は四半期純損失４億47百万円）を計上いたしました。

 
セグメント業績は次のとおりであります。

テストソリューション事業の売上高は７億94百万円（前年同期比24.2％増）、セグメント利益は30百万円（前年同

期：セグメント損失45百万円）、バイオ燃料事業の売上高は１億88百万円、セグメント損失３億52百万円（前年同期：

セグメント損失１億16百万円）となりました。
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（２）財政状態の分析

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は27億78百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億21百万円増加いたしまし

た。流動資産は19億94百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億48百万円増加いたしました。主な要因は、前払費

用の増加１億18百万円、短期貸付金の増加１億82百万円よるものであります。固定資産は７億83百万円となり前連結会

計年度末に比べて27百万円減少いたしました。そのうち、有形固定資産は71百万円となり22百万円増加いたしました。

また、無形固定資産は５億84百万円となり１億15百万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93百万

円であります。さらに、投資その他の資産は１億26百万円となり66百万円増加いたしました。当第３四半期連結会計期

間末の負債合計は、５億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ88百万円増加いたしました。流動負債は３億円とな

り、前連結会計年度末に比べて１億21百万円減少いたしました。主な要因は、短期借入金の減少１億91百万円でありま

す。固定負債は２億34百万円となり、前連結会計年度末に比べて２億10百万円増加いたしました。主な要因は、社債の

発行による増加２億円であります。

　当第３四半期連結会計期間末の純資産は22億43百万円となり、前連結会計年度末と比べ32百万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７億38百万円及び新株予約権発行に伴う増加25百万円と当連結四半期純損

失７億44百万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79.8％とな

りました。　

 

（３）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は７百万円であります。
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第３ 【提出会社の状況】

 

 
１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 44,480,000

計 44,480,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成26年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成27年２月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 12,566,488 14,859,012
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）
単元株式数　100株

計 12,566,488 14,859,012 ― ―
 

（注）１. 平成27年１月５日及び平成27年１月16日の転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使に

より、発行済株式数が274,724株増加しております。

　　 ２．平成27年２月10日付で、ウエディングドリーマーズ株式会社を完全子会社とする株式交換を行っており、

発行済株式総数が2,017,800株増加しております。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

当第３四半期会計期間において発行した新株予約権及び新株予約権付社債は、次のとおりであります。

 
　①第５回新株予約権

決議年月日 平成26年10月７日

新株予約権の数(個) 46,704(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株） 4,670,400(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) 364(注)２

新株予約権の行使期間 平成26年11月４日～平成28年11月３日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

　　　　発行価格   　364
　　　　資本組入額 　182

新株予約権の行使の条件

本新株予約権の割当日以降、金融商品取引所における
当社 普通株式の普通取引の終値が20取引日連続して、当
該各取引日における行使価額の150％を超えた場合、当社
は、当社取締役会が別途定める日（以下「取得日」とい
う。）の２週間前までに本新株予約権者に対する通知又
は公告を行うことにより、当該取得日において本新株予
約権１個につき金390円で、当該取得日に残存する本新株
予約権の全部又は一部を取得することができる。なお、
本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他
の合理的な方法として当社取締役会が決定する方法によ
り行うものとする。
 

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を

要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)３
 

(注) １．本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「割当株式数」という。）は、100株とする。
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ただし、下記(注)２.記載の行使価額の調整を行う場合は、割当株式数は次の算式により調整されるものと

し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後割当株式
数

＝
調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額
 

２．本新株予約権の割当日後、下記(１)から(４)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる

場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって

行使価額を調整する。

(１)　時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分

する場合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求

できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当

社普通株式を交付する場合を除く。）

(２)　株式分割により当社普通株式を発行する場合

(３)　時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回

る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）を発行又は付与する場合

(４)　当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

 
 

調整後行使価額
 
＝

 
調整前行使価額

 
×

既発行普通株
式数

＋
交付普通株式数×１株当たり払込金額

１株当たりの時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数
 

 

また、上記のほか、割当日後、株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換または合

併、その他当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により、行使価額

の調整を必要とするときは、必要な行使価額の調整を行う。

 

３．　当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以下、総称して「組織再編成行為」という。）をする場合、当該組織再編成行為の効力発生の時点におい

て残存する本新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を有する本新株予約権者に対し、会社法第

236条第１項第８号のイないしホに掲げる株式会社（以下、総称して「再編成対象会社」という。）の新株

予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとす

る。

（１）交付する再編成対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編成行為の条件等を勘案し

て合理的に決定される数とする。

（２）新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。

（４）新株予約権を行使することのできる期間

本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日か

ら、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

（５）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じ

て決定する。

（６）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

行使価額を基準に組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権１個

当たりの目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

（７）その他の新株予約権の行使条件、新株予約権の取得事由及び取得条件

残存新株予約権の条件に準じて決定する。

（８）譲渡による新株予約権の取得の制限

新株予約権の譲渡による取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
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（９） 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合

１株に満たない端数を切り捨てるものとする。

 

 

　②第１回無担保転換社債型新株予約権付社債

決議年月日 平成26年10月７日

新株予約権の数(個) 30

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 824,160(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) 364(注)２

新株予約権の行使期間 平成26年11月４日～平成29年11月３日(注)３

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

          発行価格   364
          資本組入額 182(注)４

新株予約権の行使の条件

本新株予約権の一部行使はできないものとする。な
お、当社が本新株予約権付社債を買入れ、本社債を消去
した場合には、当該社債に係る本新株予約権を行使する
ことはできない。

新株予約権の譲渡に関する事項
本社債権者が本新株予約権付社債の全部又は一部を第

三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要する
ものとする。

代用払込みに関する事項
本新株予約権の行使に際して出資される財産は、本社

債の全部とし、出資される財産の価額は、本新株予約権
に係る本社債の額面金額を同額とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
 

(注）１．本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の行使により当社が当社普通株式

を新　たに発行またはこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分（以下、当社普通株式の発行または

処分を当社普通株式の「交付」という。）する数は、行使請求に係る本新株予約権に係る本社債の払込金額

の総額を、下記(注)２.記載の転換価額で除した整数とする。ただし、本新株予約権の行使の際に生じる１

株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

２.（１）各本新株予約権の行使により交付する当社の普通株式の数を算定するにあたり用いられる転換価額

は、金364円とする。

（２）転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、下記①ないし②に掲げる各事由により当社の発行済普通

株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「転換価

額調整式」という。）により転換価額を調整する。

　　　①時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合（ただし、新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式または取得条項付株式の取得、その他当社普通

株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換

または合併により当社普通株式を交付する場合を除く。）

　　　②時価を下回る価額をもって当社の普通株式の交付と引換えに当社に取得され、もしくは当社に取得

を請求できる証券または当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債を

発行または付与（無償割当ての場合を含む。）する場合

 
調整後転換価額

 
＝

 
調整前転換価額

 
×

既発行普通株式数 ＋
交付普通株式数×１株あたりの払込金額

時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数
 

 

　　　また、転換価額は、株式の併合、資本の減少、合併、会社法第762条第１項に定められた新設分割、会社

法第757条に定められた吸収分割、株式交換または株式移転、その他当社の発行済普通株式数の変更または

変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするときは、本社債権者と協議のうえ、そ

の承認を得て必要な転換価額の調整を行う。

３．本新株予約権付社債の社債権者は、平成26年11月４日から平成29年11月３日までの間、いつでも、本新株予

約権を行使すること（以下「行使請求」という。）ができる。ただし、行使可能期間は、①当社が本社債を

繰上償還する場合は、償還日の前銀行営業日まで、②当社が、本社債を買入消却する場合は、消却日の前銀

行営業日まで、③当社が、本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失した時までとす

る。上記いずれの場合も、平成29年11月４日から後は本新株予約権を行使することはできない。

４．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の定め

るところに従って算出された資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ず
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る場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加す

る資本金の額を減じた額とする。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成26年11月４日 （注)１ 137,362 12,429,126 24,999 1,681,710 24,999 1,631,596

平成26年11月13日 （注)１ 137,362 12,566,488 24,999 1,706,710 24,999 1,656,596
 

（注）１.転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使により、発行済株式数が137,362株、資本金及

び資本準備金がそれぞれ24,999千円増加しております。

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載する

ことができないことから、直前の基準日（平成26年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

   平成26年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式 167,400

―
株主としての権利内容に制限のない
標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 12,123,600 121,236 同上

単元未満株式
普通株式　　764　

  
― ―

発行済株式総数 12,291,764 ― ―

総株主の議決権 ― 121,236 ―
 

　（注）「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式90株を含めております。

 

② 【自己株式等】

  平成26年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式）
株式会社ＳＯＬ Ｈｏｌｄ
ｉｎｇｓ

東京都品川区北品川５丁
目９番地

167,400 ― 167,400 1.36

計 ― 167,400 ― 167,400 1.36
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２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）新任役員

役名
職
名

氏名
生年月
日

略歴 任期
所有　

株式数

就任年　

月日

社外　

取締役
― 田中 英雄

昭 和 15

年　　５

月19日生

 
昭和42年４月

平 成 21 年 11

月　　

平成21年４月

平成24年４月

 
平成26年10月

 

 
 
弁護士登録　東京弁護士会入会

新紀尾井町法律事務所開所 所長(現任)

日中法律家専務理事（現任）

東京都足立区個人情報保護審議会会長

（現任）

当社社外取締役就任（現任）

 
 

(注)1 ―
平成26年

10月31日

 

　　（注）1．取締役の任期は、就任の時から平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 
　 　（２）退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 ― 　池畑　勝治 平成26年11月25日
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第４ 【経理の状況】

 

 
１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成26年10月１日から平成

26年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年12月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、明誠有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。なお、明誠有限責任監査法人は、監

査法人の種類の変更により、平成26年８月20日をもって明誠監査法人から名称変更しております。
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１ 【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３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 156,053 66,107

  受取手形及び売掛金 526,809 430,919

  商品及び製品 60,635 79,962

  仕掛品 52,473 95,645

  原材料 11,832 5,916

  前渡金 1,066,808 937,887

  貸倒引当金 △110,160 -

  その他 82,050 378,364

  流動資産合計 1,846,503 1,994,803

 固定資産   

  有形固定資産 49,413 71,721

  無形固定資産   

   のれん 560,271 466,893

   営業権 130,833 108,333

   その他 9,731 9,670

   無形固定資産合計 700,836 584,897

  投資その他の資産   

   敷金 52,479 47,113

   破産更生債権等 733 110,841

   貸倒引当金 △733 △110,841

   その他 7,501 79,489

   投資その他の資産合計 59,980 126,603

  固定資産合計 810,230 783,222

 資産合計 2,656,734 2,778,025

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 10,754 6,675

  短期借入金 244,900 53,500

  未払金 82,537 109,176

  未払法人税等 9,053 19,507

  受注損失引当金 7,673 11,185

  賞与引当金 12,000 34,184

  その他 55,114 66,309

  流動負債合計 422,033 300,538

 固定負債   

  社債 - 200,000

  資産除去債務 7,275 9,581

  その他 16,590 24,594

  固定負債合計 23,865 234,176

 負債合計 445,898 534,714

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,337,277 1,706,710

  資本剰余金 1,287,163 1,656,596

  利益剰余金 △332,582 △1,073,230

  自己株式 △82,980 △82,980

  株主資本合計 2,208,878 2,207,095

 その他の包括利益累計額   
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  為替換算調整勘定 1,956 10,493

  その他の包括利益累計額合計 1,956 10,493

 新株予約権 － 25,721

 純資産合計 2,210,835 2,243,311

負債純資産合計 2,656,734 2,778,025
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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３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 1,100,527 984,744

売上原価 865,396 715,880

売上総利益 235,131 268,864

販売費及び一般管理費 692,315 1,000,517

営業損失（△） △457,184 △731,652

営業外収益   

 受取利息 913 1,258

 受取手数料 1,625 2,365

 労働保険料還付金 1,143 -

 債権譲渡益 - 5,083

 雑収入 814 7,297

 営業外収益合計 4,496 16,004

営業外費用   

 支払利息 5,101 1,194

 株式交付費 101,744 2,465

 持分法による投資損失 54,150 -

 その他 3,783 10,021

 営業外費用合計 164,780 13,680

経常損失（△） △617,468 △729,328

特別利益   

 固定資産売却益 100 64

 関係会社株式売却益 158,554 -

 持分変動利益 23,583 -

 特別利益合計 182,238 64

特別損失   

 固定資産除売却損 392 1,348

 減損損失 5,821 2,213

 特別退職金 1,200 -

 特別損失合計 7,413 3,561

税金等調整前四半期純損失（△） △442,643 △732,825

法人税、住民税及び事業税 4,667 11,090

法人税等調整額 63 797

法人税等合計 4,730 11,888

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △447,374 △744,713

少数株主利益 △152 -

四半期純損失（△） △447,222 △744,713
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４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損失（△） △447,374 △744,713

その他の包括利益   

 為替換算調整勘定 1,668 8,536

 持分法適用会社に対する持分相当額 1,890 -

 その他の包括利益合計 3,559 8,536

四半期包括利益 △443,815 △736,176

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △443,663 △736,176

 少数株主に係る四半期包括利益 △152 -
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

　　　該当事項はありません。

 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

 
当第３四半期連結累計期間

(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

 
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、第２四半期連結会計期間より、新たに設立したSOL ASIA HOLDINGS

PTE.LTD. を連結の範囲に含めております。

 
 

 

 

(会計方針の変更等)

　　　該当事項はありません。

 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

　該当事項はありません。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

１．四半期連結会計期間末日の満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しておりま

す。　　なお、当第３四半期連結会計期間末日は金融機関の休日であったため、次の満期手形が当第３四

半期連結会計期間末日の残高に含まれております。

 

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成26年12月31日）

受取手形 ― 3,110千円
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四

半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む）及びのれんの償却費は、次のとおりで

あります。

 

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

減価償却費 74,661千円  42,163千円

のれんの償却額 37,559千円  93,378千円
 

 

 

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成25年４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３四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３四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

当社が、平成24年11月５日に発行いたしました当社第１回新株予約権に関し、平成25年４月18日の権利行使を

もって、当該新株予約権の全ての権利行使が完了した結果、資本金が70百万円、資本剰余金が70百万円それぞれ増

加しております。また、第２四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）の権利行使により、資本金が８億31百万円、資本剰余金が８億31百万円それぞれ増加し

ております。その結果、当第３四半期連結会計期間末において資本金が13億37百万円、資本剰余金が12億87百万円

となっております。

 
当第３四半期連結累計期間(自 平成26年４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３四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３四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３四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３四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３四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２億１百万円、資本準備金が２億１百万円増加しております。

上記の結果、当第３四半期連結累計期間において資本金が３億69百万円増加し、資本剰余金が３億69百万円増加

しております。なお、当第３四半期連結会計期間末においては資本金が17億６百万円、資本剰余金が16億56百万円

となっております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成25年４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

 
調整額
（注）１

四半期連結損
益計算書計上
額（注）２

テストソ
リューショ
ン事業

人材派遣事
業

システム開
発事業

バイオ燃
料事業

計

売上高         

  外 部
顧 客 へ
の 売 上
高

639,514 358,904 33,087 ― 1,031,506 69,021 ― 1,100,527

 セ グ
メ ン ト
間 の 内
部 売 上
高 又 は
振替高

― ― 951 ― 951 ― △951 ―

計 639,514 358,904 34,039 ― 1,032,457 67,521 △951 1,100,527

セ グ メ
ン ト 利
益 又 は
損 失
（△）

△45,362 85,370 △19,078 △116,670 △95,740 △71,905 △289,537 △457,184

 

(注）１．セグメント損失の調整額△289,537千円は、セグメント間取引消去951千円、その他の調整額△12,769千円、

各報告セグメントに配分していない全社収益及び全社費用△276,767千円であります。全社収益はグループ

子会社からの経営管理指導料であり、全社費用は主に各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損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの資産の金額が変動する要因となった事象の概要

当社は当第３四半期連結会計期間の平成25年12月25日において、従来「人材派遣事業」、「システム開発事

業」、「その他の事業」を構成していた株式会社上武の全発行済株式を関係会社である株式会社リアルビジョン

へ売却したことにより、株式会社上武を連結の範囲から除外しております。これにより、前連結会計年度の末日

に比べ、当第３四半期連結会計期間の報告セグメントの資産の金額は、「人材派遣事業」、「システム開発事

業」及び「その他の事業」の一部において、161,318千円減少しております。

 

３．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

当社は当第３四半期連結会計期間の平成25年12月25日において、従来「人材派遣事業」、「システム開発事

業」、「その他の事業」を構成していた株式会社上武の全発行済株式を関係会社である株式会社リアルビジョン

へ売却したことにより、連結の範囲から除外しております。これにより、「人材派遣事業」、「システム事業」

及び「その他の事業」において、のれんの金額に重要な変動が生じております。当該事象によるのれんの減少額

は、当第３四半期連結累計期間においては、32,881千円であります。

また、「人材派遣事業」、「システム事業」及び「その他の事業」において、株式会社上武の本社移転によ

り、本社の固定資産の減損損失5,821千円を計上しております。

 

　４．報告セグメントの変更等に関する事項

（報告セグメントの区分の変更）

平成24年11月28日付において「組込ソリューション事業」を構成していた子会社の全株式を売却し連結の範囲

から除外したことにより、第１四半期会計期間より報告セグメントのうち「組込ソリューション事業」を除外し

ております。

第２四半期連結会計期間より、従来「その他の事業」に含まれていた「バイオ燃料事業」について、当該事業

の拡大に伴い、重要性が増したことにから報告セグメントとして記載する方法に変更しております。
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これにより、当第３四半期連結累計期間においては「テストソリューション事業」、「人材派遣事業」、「シ

ステム開発事業」及び「バイオ燃料事業」の４区分を報告セグメントとしております。
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成26年４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 合計
調整額
（注）１

連結財務諸
表計上額
（注）２

テストソ
リューショ
ン事業

バイオ燃料
事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客
への売上

高
794,253 188,213 982,466 2,278 984,744 ― 984,744

セグメン
ト間の内
部売上高
又は振替

高

― ― ― 1,639 1,639 △1,639 ―

計 794,253 188,213 982,466 3,917 986,384 △1,639 984,744

セ グ メ
ン ト 利
益 又 は
損 失
（△）

30,526 △352,624 △322,097 △9,197 △331,294 △400,357 △731,652

 

(注）１．セグメント損失の調整額△400,357千円は、その他の調整額△93,093千円、各報告セグメントに配分してい

ない全社収益及び全社費用△307,264千円であります。全社収益はグループ子会社からの経営管理指導料で

あり、全社費用は主に各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損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの資産の金額が変動する要因となった事象の概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 △322,097

「その他」の区分利益 △9,197

セグメント間取引消去 285

全社費用（注） △307,264

のれん償却費 △93,378

四半期連結損益計算書の営業利益 △731,652
 

（注）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。

 
３．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

（固定資産に係わる重要な減損損失）

「テストソリューション事業」、「バイオ燃料事業」及び「その他」の区分において、平成26年８月に行っ

た本社事務所移転により、2,213千円を減損損失として特別損失に計上しております。

　　　（のれんの金額の重要な変動）

　重要性が乏しいため記載を省略しております。

　　　（重要な負ののれん発生益）

　該当事項はありません。

　

　４．報告セグメントの変更等に関する事項

前第３四半期連結累計期間では、「テストソリューション事業」、「システム開発事業」、「人材派遣事業」

及び「バイオ燃料事業」の４つの事業を基本に組織編成されておりましたが、平成25年12月25日に子会社である

株式会社上武の全株式を株式会社リアルビジョンへ株式譲渡した結果、前第３四半期連結会計期間において株主

会社上武を連結の範囲から除外し、当第１四半期連結会計期間より「人材派遣事業」及び「システム開発事業」

を廃止しております。

これに伴い、第１四半期連結累計期間より、「テストソリュ－ション事業」、「バイオ燃料事業」の２つの事

業に変更しております。
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なお、前第３四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たものを記載し

ております。

 
(金融商品関係)

該当事項はありません。

 

(有価証券関係)

該当事項はありません。

 

(デリバティブ取引関係)

当社グループはデリバティブ取引を行なっていないため、該当事項はありません。
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(企業結合等関係)

共通支配下の取引等

　　　事業分離

　　　（１）取引の概要

　　　　①分離先企業の名称：SOL ASIA HOLDINGS PTE.LTD.

　　　　②事業の名称及びその事業の内容

　　　　　事業の名称：スーパーソルガム事業

事業の内容：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及び配合

飼　料向け種子事業から成っております。

　　　　③事業分離日

　　　　　平成26年12月１日

　　　　④事業分離の法的形式

　　　　　事業の一部譲渡による事業譲渡

　　　　⑤事業分離の理由

当社は、当社の完全子会社である株式会社スーパーソルガム（日本法人）を通じて、スーパーソルガム事業

（以下、「本事業」という。）を東南アジア地域において展開しておりましたが、今後さらに東南アジア地域

での本事業の重要度が上がり、収益機会が増加することを鑑みて、意思決定を早めビジネスをより迅速に行え

るようにすること、経営判断を迅速に行うことで機会損失を回避すること等を目的として、シンガポールに、

本事業に係る海外統括会社であるSOL ASIAを設立し、SOL ASIAに対して本事業を譲渡いたしました。

 
　　　（２）実施した会計処理の概要

今回の事業譲渡は、当社の連結財務諸表の作成にあたり、「企業結合に関する会計基準」及び「事業分離等

に関する会計基準」並びに「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」に基づき、共通支

配下の取引として処理しております。

 

EDINET提出書類

株式会社ＳＯＬ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ(E02118)

四半期報告書

24/34



 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

  １株当たり四半期純損失金額 △62円76銭  △64円38銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純損失金額(千円) △447,222 △744,713

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る四半期純損失金額(千円) △447,222 △744,713

   普通株式の期中平均株式数(株) 7,125,757 11,567,299
 

(注)１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であるため記載しており

ません。

 
 

 

(重要な後発事象)

一．訴訟

当社は、株式会社アンビシャスグループから損害賠償請求を東京地方裁判所に提訴され、平成26年11月26日、

同訴訟は認定され、現在係争中であります。

当社としては、正当な論拠を主張し、訴えが取り下げられるか、または勝訴すると判断しております。

 

   二．簡易株式交換

当社は、平成27年１月20日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社、ウエディングドリーマーズ

株式会社（東京都港区　代表取締役：佐々木　義夫　以下、「ウエディングドリーマーズ」といいます。）を株

式交換完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、同日付でウエディングドリーマーズと株式交換契約（以

下「本株式交換契約」といいます。）を締結いたしました。

　本株式交換については、当社については、会社法第 796 条第３項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより

当社の株主総会による承認を受けずに、ウエディングドリーマーズについては、平成27年１月21日に開催予定の

ウエディングドリーマーズの臨時株主総会において本株式交換契約の承認を受けた上で、平成27年２月10日を効

力発生日として行っております。

　

　Ⅰ．簡易株式交換について

　１． 本株式交換の理由及び目的

ウエディングドリーマーズは、飲食店の直営店舗運営事業、フランチャイズ営業、婚礼に関連する商品の販売

業、結婚式や結婚披露宴に関する運営事業を主たる事業とする会社です。ウエディングドリーマーズは休眠会社

でしたが、同社の完全親会社である株式会社アミーズキッチン（以下「アミーズキッチン」といいます。）との

間で、平成27年１月20日付で、アミーズキッチンが営む飲食店の直営店舗運営事業、フランチャイズ事業及び結

婚式・婚約披露宴運営事業を譲り受ける旨の事業譲渡契約（以下「本事業譲渡契約」といい、本事業譲渡契約に

基づく事業譲渡を「本事業譲渡」といいます。なお、本事業譲渡の効力発生日は、平成27年２月１日です。）を

締結しました。

 

アミーズキッチンからウエディングドリーマーズへの事業譲渡の概要

事業譲渡部門（本事業譲渡の対象となる事業部門をいう。
以下同じ。）

飲食店の直営店舗運営事業、フランチャイズ事業
及び結婚式・婚約披露宴運営事業

事業譲渡部門　平成26年11月期　売上高（千円） 836,161
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事業譲渡部門　平成26年11月期　経常利益（千円） △28,158

事業譲渡部門に係る　資産の額（単位：千円）
店舗材料
店舗設備

敷金

8,799
81,571
113,455

事業譲渡部門に係る　負債の額（単位：千円） 預り保証金 1,000

本事業譲渡に係る譲渡価額（単位：千円） 95,000

本事業譲渡に係る譲渡価額の決済方法 別途協議の上決定

事業譲渡日　 平成27年２月１日
 

　(注) アミーズキッチンからウエディングドリーマーズへ譲渡される事業につきましては、イタリアンレストラン

 ６店舗（直営店５店、FC店１店）、レストラン１店舗（業務受託）、ナチュラルダイエットレストラン

 ２店舗（直営１店、FC１店）、ウエディング事業１店舗（業務受託）、合計10店舗となります。

 
２． 本株式交換の要旨

（１）本株式交換の日程

 
取締役会決議日
（当社・ウエディングドリーマーズ）

平成27年１月20日

本株式交換契約締結日
（当社・ウエディングドリーマーズ）

平成27年１月20日

本事業譲渡契約締結日
（ウエディングドリーマーズ・アミーズキッチン）

平成27年１月20日

本事業譲渡契約承認に係る株主総会決議
（アミーズキッチン）

平成27年１月21日

事業譲渡の効力発生日 平成27年２月１日

本株式交換契約承認に係る株主総会決議
（ウエディングドリーマーズ）

平成27年１月21日

株式交換の効力発生日 平成27年２月10日
 

(注)１. 当社は、会社法第 796 条３項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易株式交換の手続によ

り本株式交換を行っております。

(注)２. ウエディングドリーマーズは、平成27年１月21日に、会社法第319条第１項に基づく書面決議の方法に

 より、本株式交換契約について株主総会の承認を受けております。

(注)３. 本株式交換は、本事業譲渡の効力が平成27年２月１日に発生すること及びウエディングドリーマーズの

株主総会決議により本株式交換契約が承認されることを条件としてその効力が発生します。

(注)４. 上記日程は、本株式交換に係る手続き進行上の必要性その他の事由によって必要となる場合には、両社

の合意により変更されることがあります。

 
（２）本株式交換の方法

当社を株式交換完全親会社、ウエディングドリーマーズを株式交換完全子会社とする株式交換であります。本株

式交換は、当社については会社法796条第３項に定める簡易株式交換の手続きにより当社の株主総会の決議による承

認を受けずに、ウエディングドリーマーズについては平成27年１月21日に開催のウエディングドリーマーズの臨時

株主総会において本株式交換契約の承認を受けた上で、平成27年２月10日を効力発生日として行います。

 
（３）本株式交換に係る割当ての内容

 

会社名
株式会社ＳＯＬ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

（株式交換完全親会社）
ウエディングドリーマーズ株式会社

（株式交換完全子会社）
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株式交換に係る割当ての内容 1 11,210

株式交換により発行する新株式数 普通株式：2,017,800株
 

　（注)１. 株式の割当比率

　　　　　 ウエディングドリーマーズ株式１株に対して、当社株式11,210株を割当交付いたします。

　（注)２. 本株式交換により発行する当社の新株式数

　　　　 　普通株式：2,017,800株（本株式交換にあたり、当社の自己株式の交付は行わない予定です。）

　　　　　なお、ウエディングドリーマーズは、自己株式を保有しておりません。

　（注)３. １株に満たない端数の処理

　　　　　 本株式交換により交付する株式の数に１株に満たない端数が生じた場合、当社は会社法第234条の規定に

　　　　 　基づく処理を行います。

 
（４） 本株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

ウエディングドリーマーズは、新株予約権及び新株予約権付社債をいずれも発行しておりません。

 
 

３．株式交換当事会社の概要

 株式交換完全親会社 株式交換完全子会社

（１）名称 株式会社ＳＯＬ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ウエディングドリーマーズ株式会社

（２）所在地 東京都品川区北品川五丁目９番15号 東京都港区六本木四丁目８番７号

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役　宮嶋　淳 代表取締役　佐々木　義夫

（４）事業内容 ・子会社管理

・結婚式・結婚披露宴に関する助言
・婚礼・宴会に関わるプロデュース
・飲食店の直営店及びフランチャイズ
店の営業並びに販売

（５）資本金 1,756百万円 ９百万円

（６）設立年月日 昭和45年12月４日 平成21年９月１日

（７）発行済株式数 12,841,212株 180株

（８）決算期 ３月 11月

（９）従業員数 単体７名　連結146名 95人（本事業譲渡後）

（10）主要取引先 － －

（11）主要取引銀行 みずほ銀行 －

（12）大株主及び持分比率
（株式交換完全親会社：
平成26年９月30日現在）
（株式交換完全子会社：
平成26年12月25日現在）
 

有限会社佐藤総合企画　13.83％
MAYBANK KIM ENG SEC PTE 10.00％
日本証券金融株式会社　4.30％
 

株式会社アミーズキッチン　100%
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（13）当事会社間の関係

資本関係 該当事項はありません。

人的取引 該当事項はありません。

取引関係 該当事項はありません。

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。

（14）最近３年間の経営成績及び財政状態

 株式会社ＳＯＬ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（連結） ウエディングドリーマーズ株式会社

 
平成24年
３月期

平成25年
３月期

平成26年
３月期

平成24年
11月期

平成25年
11月期

平成26年
11月期

純資産（千円） 1,093,883 662,009 2,210,835 ０ ０ ０

総資産（千円） 1,220,747 1,371,596 2,656,734 ０ ０ ０

１株当たり純資産
（円）

3,808 210 217 ０ ０ ０

売上高（千円） 1,525,139 1,321,272 1,389,094 ０ ０ ０

営業利益（千円） △89,016 △541,664 △737,688 ０ ０ ０

経常利益（千円） △84,557 △565,618 △1,008,681 ０ ０ ０

当期純利益（千円） △295,658 △454,939 △253,206 ０ ０ ０

１株当たり当期純利益
（円）

△1,029 △153 △32 ０ ０ ０

１株当たり配当金 － － － － － －
 

(注)１. 当社資本金、発行済株式数につきましては、平成27年２月９日現在のものです。

(注)２. ウエディングドリーマーズは、平成23年12月～平成27年１月20日現在まで休眠会社でありましたが、同社

の完全親会社であるアミーズキッチンから、平成27年２月１日付でアミーズキッチンが営む飲食店の直

営店舗運営事業、フランチャイズ事業及び結婚式・婚約披露宴運営事業を譲り受けました。

(注)３. 本事業譲渡によりウエディングドリーマーズがアミーズキッチンから譲り受ける事業部門に係る、平成26

年11月期の経営成績及び財政状態は、以下の通りです。

売上高（千円） 836,161

営業利益（千円） △28,158

経常利益（千円） △28,158

資産（千円） 203,826

負債（千円） 1,000
 

 

　４．株式交換後の状況

 株式交換完全親会社

（１）名称 株式会社ＳＯＬ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
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（２）所在地 東京都品川区北品川五丁目９番15号

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長　宮嶋　淳

（４）事業内容 子会社管理

（５）資本金 現時点では確定しておりません。

（６）決算期 ３月31日

（７）純資産 現時点では確定しておりません。

（８）総資産 現時点では確定しておりません。
 

 

５．会計処理の概要

本株式交換は、「企業結合に関する会計基準」における取得の会計処理を適用する見込みです。なお、本株式交

換により発生するのれんの金額に関しては、現時点では未定であります。

 
６．今後の見通し

本株式交換による連結業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、適正かつ合理的な数値の算出が可

能になりました段階で公表いたします。

 
Ⅱ．主要株主の異動について

　１．異動が生じることとなった経緯

本株式交換の実施に伴い、アミーズキッチンは当社普通株式2,017,800株を取得することにより、当社の主要株

主に異動が生じることとなりました。

 

 ２．異動の概要

新たに主要株主となる株主の概要

        ① 所在地 東京都港区六本木四丁目８番７号

        ② 商号 株式会社アミーズキッチン

        ③ 代表者 代表取締役　岡﨑　幹男

        ④ 事業内容 レストラン経営

        ⑤ 資本金 2,500万円
 

    (注）事業内容は、本事業譲渡後の内容を記載しております。

 
 ３． 異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合

株式会社アミーズキッチン

 
議決権の数

（所有株式数）
総株主の議決権の
数に対する割合

大株主順位

異動前
（平成27年２月９日現在）

－ － －

異動後
20,178個

（2,017,800株）
13.73％ １位

 

(注)１. 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数　　167,490株

       平成27年２月９日現在の発行済株式総数　　　　　　　　 　　 12,841,212株
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(注)２. 大株主順位につきましては、平成26年９月30日現在の株主名簿をもとに、当社が把握する最新の情報を加

味し、現時点において想定した順位を記載しております。

(注)３. 総株主の議決権の数に対する割合は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

 
 ４． 異動年月日

      平成27年２月10日

 
 ５． 今後の見通し

当社は、アミーズキッチンの当社株式の保有方針について当社の経営に介入する意向はなく、株価動向、市場

動向を見極めつつ売却する可能性がある旨を、アミーズキッチンから口頭にて確認しております。また、ア

ミーズキッチンが短期間による売却を行う場合においては、市場に与える影響を十分に考慮しながら売却する

意向を確認しております。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成27年２月10日

株式会社　ＳＯＬ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

取締役会  御中

 

明誠有限責任監査法人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 　西 谷 富 士 夫  

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   安　田　秀　志  

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＳＯ

Ｌ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの平成26年４月1日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成26

年10月１日から平成26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31日まで）

に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及

び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＳＯＬ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ及び連結子会社の平成26年12

月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさ

せる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 
強調事項

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成27年１月20日開催の取締役会において、会社を株式交換完全

親会社、ウエディングドリーマーズ株式会社を株式交換完全子会社とする簡易株式交換を行うことを決議し、同日付で

同社と効力発生日を平成27年２月10日とする株式交換契約を締結した。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。
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２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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