
ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」 

 

平成 18 年２月期 第３四半期業績概況（非連結） 平成18年１月17日 

上場会社名  株式会社アライヴ コミュニティ      （コード番号：1400 Ｇ） 

（ＵＲＬ  http://www.alive-com.co.jp/）                       本社所在都道府県 東京都 

問合せ先   代表者役職・氏名 代表取締役社長 福岡 浩二                （ＴＥＬ：03-5326-7123） 

責任者役職・氏名 専 務 取 締 役 柴田 秀 

 

１ 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項 

 ① 会計処理の方法の最近会計年度における認識  ： 無 
   の方法との相違の有無 

 ② 公認会計士又は監査法人による関与の有無   ： 無 

 

２ 平成18年2月期第３四半期の財務・業績概況（平成17年３月１日 ～ 平成17年11月30日） 

(１) 経営成績の進捗状況（百万円未満を切捨てて表示しております。） 

 

売上高 
営業利益又は   

営業損失（△） 

経常利益又は   

経常損失（△） 

四半期(当期)純利益

又は純損失（△） 

 
 

18年２月期第３四半期 

17年２月期第３四半期 

百万円 

2,187 

      2,435 

  ％

△10.2  

－ 

百万円

△183  

       181

 ％

  －  

－

百万円

△215  

      182

％ 

  －  

－ 

百万円 

△249  

      94 

 ％ 

 －  

－

（参考）17 年２月期 3,225       216       219        105 

 

 １株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後1株当たり

四半期（当期）純利益 

 

18年２月期第３四半期 

17年２月期第３四半期 

円 

△39,206 

17,068 

銭

59

92

円

－

－

銭

－

－

（参考）17年２月期 18,832   35 － －

（注）１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 

   ２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

   ３．期中平均株式数  平成18年２月期第３四半期 6,368株 平成17年２月期第３四半期 5,562株 

              平成17年２月期 5,588株 

 

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

  当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰などの不安材料はあるものの、企業収益の改
善、個人消費の持ち直しがみられるなど緩やかな景気回復基調にありましたが、悪質リフォーム業者の横行及
びマンションの耐震強度偽装問題の発生など多くの懸念材料を抱える住宅業界を取り巻く環境は、依然厳しい
状況が続いております。 
このような情勢下、当社といたしましては、引き続きマンションデベロッパー及びマンション管理会社等と

の信頼関係を深めるための既存事業の再強化策に着手しております。特に、現在策定中である新中期経営計画
の基本コンセプトである「Ｓｐｅｅｄ＆Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ（スピード＆チャレンジ）」に基づく内部体制の
見直しと各事業の基盤固めを図っており、早い段階で法人開拓の見通しがつくものと考えております。一方で
透明性、専門性の高い事業内容の展開、またブランド力を兼ね備えた企業としての展開を目指すべく、加えて
事業シナジー効果を発揮しつつ事業拡大を図るために、戦略的な他社協業の取り組みに集中してまいります。
このような積極的な事業展開により、当社は顧客満足度及び企業価値の最大化を目標としてまいります。

  上記の結果、当第３四半期における売上高は21億８千７百万円、経常損失は２億１千５百万円、第３四半
期純損失は２億４千９百万円となりました。 
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（２）財政状態の変動状況 

 
総資産 株主資本 株主資本比率 

１株当たり 

株主資本 

 

18年２月期第３四半期 

17年２月期第３四半期 

百万円

672

     761

百万円

282

     321

％ 

42.0 

    42.3 

円

43,637

56,769

銭

44

48

（参考）17 年２月期           739 332 44.9    58,585 68

（注）１．期末発行済株式数 平成18年２月期第３四半期 6,470株 平成17年２月期第３四半期 5,670株 

              平成17年２月期 5,670株 

 

［財政状態の変動に関する定性的情報等］ 

（資産の変動について） 

     前事業年度末と比較して６千６百万円減少し、６億７千２百万円となりました。これは主に、売掛金の減少による

ものであります。 

（負債の変動について） 

  前事業年度末と比較して １千６百万円減少し、３億９千万円となりました。これは主に、短期借入金の増加及び

未払法人税等の減少によるものであります。 

（資本の変動について） 

  前事業年度末と比較して４千９百万円減少し、２億８千２百万円となりました。これは主に、株式上場時に実施い

たしました公募増資及び当第３四半期の未処理損失計上によるものであります。 

 

（３）キャッシュ・フローの状況 

 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

四半期末（期末）残高

 

18年２月期第３四半期 

17年２月期第３四半期 

百万円

△245

72

百万円

△49

△20

百万円 

290 

7 

百万円

211

194

（参考）17 年２月期           115         △41        7       215

 

キャッシュ・フローの分析 

  （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 ２億４千５百万円の支出となりました。その主な要因は、税引前第

３四半期純損失２億２千２百万円の計上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、投資有価証券及びライセンスの取得等により ４千９百万円の支出

となりました。 

  （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、株式上場時に実施いたしました公募増資及び短期借入等により、２

億９千万円の収入となりました。 

 

３．平成18年２月期の業績予想（平成17年３月１日 ～ 平成18年２月28日） 

 売   上   高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

 

通     期 

百万円

2,839

百万円 

△360 

百万円

△383

    （参考）１株当たり予想当期純利益（通期） △57,646円00銭 

  

[業績予想に関する定性的情報等] 

  業績予想につきましては、平成17年10月14日に公表いたしました平成18年２月期（平成17年３月１日～平成 

18年２月28日）の業績予想を、本日別途開示いたしました資料のとおり業績予想の修正を行っております。 

 

 ※ 業績予想につきましては、現在当社が入手可能な情報に基づく当社の判断によるものであります。予想には様  々

な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる可能性があります。 
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［添付資料］ 

 

第３四半期財務諸表 

（１）第３四半期貸借対照表 

 
 

当第３四半期会計期間末 
（平成17年11月30日現在） 

前第３四半期会計期間末 
（平成16年11月30日現在） 

前事業年度末の要約貸借対照表
（平成17年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）  
 
 

  

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金  211,544 194,482  215,954 

２．売掛金  277,325 399,802  366,552 

３．たな卸資産    22,766 44,054  20,649 

４．その他 ※３ 40,167 58,270  51,120 

貸倒引当金  △5,582 △12,908  △7,785 

流動資産合計   546,221 81.2 683,701 89.8  646,492 87.4

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産       ※１ 14,560 27,604  25,433 

２．無形固定資産  41,841 5,973  10,105 

３．投資その他の資産     

(1) 敷金保証金  54,183 40,575  52,890 

(2) その他  22,581 4,777  8,898 

貸倒引当金  △6,583 △1,291  △4,275 

投資その他の資産合
計 

 70,181 44,061  57,513 

固定資産合計   126,583 18.8 77,639 10.2  93,053 12.6

資産合計   672,805 100.0 761,340 100.0  739,545 100.0
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当第３四半期会計期間末 
（平成17年11月30日現在） 

前第３四半期会計期間末 
（平成16年11月30日現在） 

前事業年度末の要約貸借対照表
（平成17年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
 

構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．買掛金  84,760 112,537  86,387 

２. 短期借入金  100,000 －  － 

３．未払金  169,390 167,406  164,971 

４．未払費用 ※２ 19,934 38,610  3,935 

５．未払法人税等  1,837 82,272  93,000 

６．賞与引当金  － －  16,520 

７. 売上値引引当金  1,932 －  － 

８．アフターコスト引当
金 

 3,593 －  － 

９．その他             ※３ 9,021 38,630  42,550 

  流動負債合計   390,471 58.0 439,457 57.7  407,364 55.1

  負債合計   390,471 58.0 439,457 57.7  407,364 55.1

     

（資本の部）     

 Ⅰ 資本金   185,325 27.6 100,325 13.2  100,325 13.6

 Ⅱ 資本剰余金     

１．資本準備金  164,125 28,325  28,325 

資本剰余金合計   164,125 24.4 28,325 3.7  28,325 3.8

 Ⅲ 利益剰余金     

１．任意積立金  110,000 40,000  40,000 

２．第３四半期（当期）
未処分利益又は未処
理損失（△） 

 △177,115 153,232  163,530 

  利益剰余金合計   △67,115 △10.0 193,232 25.4  203,530 27.5

  資本合計   282,334 42.0 321,882 42.3  332,180 44.9

   負債及び資本合計   672,805 100.0 761,340 100.0  739,545 100.0
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（２）第３四半期損益計算書 

  
当第３四半期会計期間 

（自 平成17年 ３月 １日 
至 平成17年11月30日）

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年 ３月 １日 
至 平成16年11月30日） 

前事業年度の要約損益計算書

（自 平成16年３月 １日 
至 平成17年２月28日）

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高 ※１  2,187,880 100.0 2,435,181 100.0  3,225,979 100.0

Ⅱ 売上原価   1,168,275 53.4 1,084,970 44.6  1,467,877 45.5

売上総利益   1,019,605 46.6 1,350,211 55.4  1,758,101 54.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,202,687 55.0 1,168,548 47.9  1,541,455 47.8

営業利益又は営業損
失（△） 

  △183,082 △8.4 181,662 7.5  216,646 6.7

Ⅳ 営業外収益        2,363 0.1 1,576 0.0  3,262 0.1

Ⅴ 営業外費用      ※２  34,527 1.5 479 0.0  805 0.0

   経常利益又は経常損
失（△） 

  △215,246 △9.8 182,759 7.5  219,103 6.8

Ⅵ 特別利益         － － － －  － －

Ⅶ 特別損失         6,769 0.3 1,765 0.1  17,104 0.5

   税引前第３四半期（当
期）純利益又は純損失
（△） 

  △222,015 △10.1 180,994 7.4  201,999 6.3

   法人税、住民税及び事
業税 

 2,694 103,549  114,277 

過年度法人税等  △4,587 －  － 

   法人税等調整額  29,545 27,651 1.3 △17,492 86,056 3.5 △17,513 96,764 3.0

   第３四半期（当期）純
利益又は純損失（△） 

  △249,667 △11.4 94,937 3.9  105,235 3.3

   前期繰越利益   72,551 58,295   58,295

   第３四半期（当期）未
処分利益又は未処理
損失（△） 

  △177,115 153,232   163,530
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（３）第３四半期キャッシュ・フロー計算書 

 

当第３四半期会計期間 前第３四半期会計期間 前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書

（自 平成17年３月 １日
至 平成17年11月30日）

（自  平成16年３月 １日 
至  平成16年11月30日） 

(自 平成16年３月 １日
至 平成17年２月28日）

期別 

 

 

 

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

   税引前第３四半期（当期）純利益又は

純損失（△） 

   減価償却費 

   貸倒引当金の増加額・減少額（△） 

   賞与引当金の増加額・減少額（△） 

   売上値引引当金の増加額・減少額（△） 

   アフターコスト引当金の増加額・減少

額（△） 

有形固定資産売却損 

   有形固定資産除却損 

無形固定資産除却損 

   新株発行費 

   受取利息 

   支払利息 

   売上債権の増加額（△）・減少額 

   たな卸資産の増加額（△）・減少額 

   前払費用の増加額（△）・減少額 

   仕入債務の増加額・減少額（△） 

   未払消費税等の増加額・減少額（△） 

   未払金の増加額・減少額（△） 

   未払費用の増加額・減少額（△） 

   その他 

 

△222,015

7,249

105

△16,520

1,932

3,593

139

6,450

179

8,911

△1

109

86,919

△2,117

△9,828

△1,627

△39,098

4,419

15,999

△1,367

 

180,994 

 

14,815 

5,050 

△13,170 

   － 

－ 

 

－ 

1,765 

－ 

189 

△0 

290 

△163,181 

△26,972 

△3,348 

58,594 

5,994 

39,050 

37,110 

△3,550 

 

201,999

 

20,600  

2,910  

3,350

－

－

            

－  

3,652

－  

515  

△2

290

△132,915

△3,566

2,673  

32,444  

10,085  

36,138  

2,435

△3,686

小計 △156,566 133,632                  176,925

   利息の受取額 

   利息の支払額 

   法人税等の支払額 

1

△109

△89,268

0 

△290 

△61,277 

                       2

            △290

△61,277

営業活動によるキャッシュ・フロー △245,942 72,065                 115,359
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当第３四半期会計期間 前第３四半期会計期間 前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書

（自 平成17年３月 １日
至 平成17年11月30日）

（自  平成16年３月 １日 
至  平成16年11月30日） 

(自 平成16年３月 １日
至 平成17年２月28日）

期別 

 

 

 

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 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 

有形固定資産の売却による収入 

   無形固定資産の取得による支出 

投資有価証券の取得による支出 

   敷金保証金の差入による支出 

   敷金保証金の返還による収入 

   長期前払費用の増加額（△）・減少額 

   その他 

 

△174

50

△33,786

△12,500

△1,946

652

△595

△1,077

 

      △15,131 

－ 

△4,475 

－ 

△4,379 

3,982 

△44 

△78 

 

△19,451

－

              △8,930

    

－

             △16,844

                   4,132

              △319

                   △210

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,376 △20,127                △41,624

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

   短期借入れによる収入 

   短期借入金の返済による支出 

   株式発行による収入 

   配当金の支払額 

 

500,000

△400,000

211,888

△20,979

 

50,000 

△50,000 

11,810 

△4,403 

 

50,000

               △50,000

                  11,484

                △4,403

財務活動によるキャッシュ・フロー 290,909 7,406                   7,081

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額・減少額

（△） 
△4,410 59,345                   80,817

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 215,954 135,137                  135,137

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期末（期

末）残高 
211,544 194,482                  215,954
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第３四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当第３四半期会計期間 

（自 平成17年 ３月 １日 
至 平成17年11月30日）

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年 ３月 １日 
至 平成16年11月30日）

前事業年度 

（自 平成16年３月 １日 
至 平成17年２月28日） 

１．資産の評価基準及び

評価方法 

(1)有価証券 

  その他有価証券 

  時価のないもの 

   移動平均法による原価法を 

採用しております。 

(2)たな卸資産 

 商品 

  先入先出法による原価法 

 原材料 

  先入先出法による原価法 

 仕掛品 

  個別法による原価法 

 貯蔵品 

  最終仕入原価法 

 

(1)  ―――――― 

 

 

 

 

(2)たな卸資産 

  商品 

        同左 

 原材料 

        同左 

 仕掛品 

        同左 

 貯蔵品 

        同左 

 

(1)  ―――――― 

 

 

 

 

(2)たな卸資産 

 商品 

        同左 

 原材料 

        同左 

 仕掛品 

        同左 

 貯蔵品 

        同左 

２．固定資産の減価償却

の方法 

 

 

 

 

(1) 有形固定資産 

 定率法 

   なお、耐用年数及び残存価額

については法人税法に規定す

る方法と同一の基準によって

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。なお、取得価額

10万円以上20万円未満の少額

減価償却資産については、３年

間均等償却によっております。

(2) 無形固定資産 

 定額法 

   なお、耐用年数については法

人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。ただ

し、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における見込利

用可能期間（５年）による定額

法によっております。 

(3) 長期前払費用 

 定額法 

   なお、償却期間については、

法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。

(1) 有形固定資産 

        同左 

                

(2) 無形固定資産 

        同左 

   

(3) 長期前払費用 

        同左 

 

 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同左 
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項目 
当第３四半期会計期間 

（自 平成17年 ３月 １日 
至 平成17年11月30日）

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年 ３月 １日 
至 平成16年11月30日）

前事業年度 

（自 平成16年３月 １日 
至 平成17年２月28日） 

３．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)  ―――――― 

  

 

 

(3) 売上値引引当金 

  将来発生する売上値引に備え

るため、過去の値引実績に基づ

く将来発生見込額を計上してお

ります。 

（追加情報） 

 売上値引については、従来値引

時に売上から控除して処理してお

りましたが、当第３四半期会計期

間より過去の実績に基づく将来の

売上値引の発生見込額を売上値引

引当金として計上する方法に変更

しております。 

 この変更は、金額的重要性が増

してきたことから、適正な期間損

益計算及び財務の健全化を図るた

めに行ったものであります。 

 この結果、従来の方法によった

場合に比べ売上総利益が1,932千

円の減少となり、営業損失、経常

損失及び税引前第３四半期純損失

が、1,932千円増加しております。

(1) 貸倒引当金 

      同左 

 

 

 

 

 

(2)  ―――――― 

       

 

 

(3)  ―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるた

め、支給見込額のうち当期の負

担額を計上しております。 

(3)  ―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9 



項目 
当第３四半期会計期間 

（自 平成17年 ３月 １日 
至 平成17年11月30日）

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年 ３月 １日 
至 平成16年11月30日）

前事業年度 

（自 平成16年３月 １日 
至 平成17年２月28日） 

 (4) アフターコスト引当金 

   コーティング施工及びリフ

ォーム工事等の無償補償費用

等のアフターコストの支出に

備えるため、過去の実績に基

づく将来発生見込額を計上し

ております。 

（追加情報） 

 アフターコストについては、従

来支出時に費用処理しておりまし

たが、当第３四半期会計期間より

過去の実績に基づく将来のアフタ

ーコストの発生見込額をアフター

コスト引当金として計上する方法

に変更しております。 

 この変更は、コーティング事業

及びリフォーム事業の拡大に伴い

補修費用等のアフターコストの重

要性が増してきたこと、及び事業

開始後５年が経過し、将来のアフ

ターコストの発生を合理的に見積

もるための実績率の算定が可能と

なったことから、適正な期間損益

計算及び財務の健全化を図るため

に行ったものであります。 

 この結果、従来の方法によった

場合に比べ、営業損失、経常損失

及び税引前第３四半期純損失が、

3,593千円増加しております。 

(4)  ―――――― (4)  ―――――― 

４．リース取引の処理方

法 

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

      同左 同左 

５．四半期キャッシュ・

フロー計算書 

（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

カ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。 

同左 同左 

６．その他四半期財務諸

表（財務諸表）作成

のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜処理を採用しております。

同左 同左 
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（追加情報） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年 ３月 １日 
至 平成17年11月30日） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年 ３月 １日 
至 平成16年11月30日） 

前事業年度 

（自 平成16年３月 １日 
至 平成17年２月28日） 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成 15 年法律第９号）が平成 15 年３月 31

日に公布され、平成 17 年３月１日以降に

開始する事業年度より外形標準課税制度

が導入されたことに伴い、当中間会計期間

から「法人事業税における外形標準課税部

分の損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」（平成16 年２月13 日企業会

計基準委員会実務対応報告第 12 号）に従

い、法人事業税の付加価値割及び資本割に

ついては、販売費及び一般管理費に計上し

ております。この結果、販売費及び一般管

理費が2,724千円増加し、営業損失、経常

損失及び税引前第３四半期純損失がそれ

ぞれ同額増加しております。 

―――――― ―――――― 
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注記事項 

（第３四半期貸借対照表関係） 

当第３四半期会計期間末 

（平成17年11月30日現在） 

前第３四半期会計期間末 

（平成16年11月30日現在） 

前事業年度末 

（平成17年２月28日現在） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

             15,730千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

             37,343千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

              33,047千円

※２ 未払費用のうち主要なものは次の

とおりであります。 

   冬季賞与未払額   17,848千円 

※３ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺のうえ、金額的重要性が乏しいた

め、流動資産の「その他」に含めてお

ります。 

※２ 未払費用のうち主要なものは次の

とおりであります。 

   冬季賞与未払額   34,651千円

※３ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺のうえ、金額的重要性が乏しいた

め、流動負債の「その他」に含めてお

ります。 

※２ ―――――― 

 

 

※３ ―――――― 

         

  

 

（第３四半期損益計算書関係） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年 ３月 １日 
至 平成17年11月30日） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年 ３月 １日 
至 平成16年11月30日） 

前事業年度 

（自 平成16年３月 １日 
至 平成17年２月28日） 

※１ 売上高から次の金額が控除されて

おります。 

売上値引引当金繰入額 1,932千円 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの   

      支払利息               531千円 

新株発行費      8,911千円 

上場関連費用     24,970千円 

 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産     4,406千円 

無形固定資産     1,854千円 

※１ ―――――― 

 

 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息        290千円

 

 

 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産     13,384千円

無形固定資産      281千円

※１ ―――――― 

 

 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

   支払利息        290千円

   新株発行費       515千円

 

 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産     18,463千円

   無形固定資産      605千円

 

（第３四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年 ３月 １日 
至 平成17年11月30日） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年 ３月 １日 
至 平成16年11月30日） 

前事業年度 

（自 平成16年３月 １日 
至 平成17年２月28日） 

現金及び現金同等物の第３四半期末残高

と第３四半期貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の第３四半期末残

高（211,544 千円）と第３四半期貸借対照

表の現金及び預金勘定の金額は一致して

おります。 

現金及び現金同等物の第３四半期末残高

と第３四半期貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の第３四半期末残

高（194,482 千円）と３四半期貸借対照表

の現金及び預金勘定の金額は一致してお

ります。 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関

係 

 現金及び現金同等物の期末残高

（215,954 千円）と貸借対照表の現金及び

預金勘定の金額は一致しております。 
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(リース取引関係) 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年 ３月 １日 
至 平成17年11月30日） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年 ３月 １日 
至 平成16年11月30日） 

前事業年度 

（自 平成16年３月 １日 
至 平成17年２月28日） 

１. リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び第３四半期末残高

相当額 

 取得価額

相当額 

(千円) 

減価償却

累計額相

当額 

(千円) 

第３四半

期末残高

相当額 

(千円) 

車輌運搬

具 

 

10,258 

 

4,401 

 

5,857 

合計 10,258 4,401 5,857 

 

(2)未経過リース料第３四半期末残高相当

額 

   １年内        5,876千円 

１年超           －千円 

    合計         5,876千円 

 

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

  支払リース料      1,506千円 

  減価償却費相当額    1,414千円 

  支払利息相当額       80千円 

 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

 

(5)利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額とし、各

期への配分方法については利息法によ

っております。 

 

２. オペレーティングリース取引 

        

１年内        1,092千円 

１年超          819千円 

    合計        1,911千円 

１. リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び第３四半期末残高

相当額 

 

 

 

 

取得価額

相当額 

(千円) 

減価償却

累計額相

当額 

(千円) 

第３四半

期末残高

相当額 

(千円) 

車輌運搬

具 

 

10,258

 

2,515

 

7,743

合計 10,258 2,515 7,743

 

(2)未経過リース料第３四半期末残高相当

額 

１年内        1,898千円

   １年超        5,876千円

    合計        7,774千円

 

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

  支払リース料      1,506千円

  減価償却費相当額    1,414千円

  支払利息相当額      102千円

 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

      同左 

 

 

(5)利息相当額の算定方法 

      同左 

 

 

 

 

２. オペレーティングリース取引 

 

１年内        1,092千円

１年超         1,911千円

    合計        3,003千円

１. リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

 

 

 

 

 

取得価額

相当額 

(千円) 

減価償却

累計額相

当額 

(千円) 

期末残高

相当額 

(千円) 

車輌運搬

具 

 

10,258 

 

2,986

 

7,272

合計 10,258 2,986 7,272

 

(2)未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内        2,008千円

   １年超        5,397千円

    合計        7,302千円

 

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

  支払リース料      2,008千円

  減価償却費相当額    1,886千円

  支払利息相当額      133千円

 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

      同左 

 

 

(5)利息相当額の算定方法 

      同左 

 

 

 

 

２. オペレーティングリース取引 

 

１年内        1,092千円

１年超         1,638千円

    合計        2,730千円
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（有価証券関係） 

当第３四半期会計期間末（平成17年11月30日） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

 第３四半期貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

  非上場株式 

 

                   12,500 

 

  前第３四半期会計期間末（平成16年11月30日）及び前事業年度末（平成17年２月28日） 

該当事項はありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

  当第３四半期会計期間（自 平成17年３月１日 至 平成17年11月30日）、前第３四半期会計期間（自 平成16年３月１日  

至 平成17年11月30日）及び前事業年度（自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日） 

該当事項はありません。 

 

（持分損益等） 

  当第３四半期会計期間（自 平成17年３月１日 至 平成17年11月30日）、前第３四半期会計期間（自 平成16年３月１日  

至 平成17年11月30日）及び前事業年度（自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日） 

該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年 ３月 １日 
至 平成17年11月30日） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年 ３月 １日 
至 平成16年11月30日） 

前事業年度 

（自 平成16年３月 １日 
至 平成17年２月28日） 

１株当たり純資産額      43,637円44銭 

１株当たり第３四半期純損失金額39,206円59銭 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半期純

損失金額については、潜在株主が存在しないため

記載しておりません。 

１株当たり純資産額      56,769円48銭

１株当たり第３四半期純利益金額17,068円92銭

 

なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半期純

利益金額については、潜在株主が存在しないため

記載しておりません。 

１株当たり純資産額      58,585円68銭

１株当たり当期純利益金額   18,832円35銭

             

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、潜在株主が存在しないため記載し

ておりません。 

 

（注） １株当たり第３四半期（当期）純利益金額又は第３四半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。 

 
当第３四半期会計期間 

（自 平成17年 ３月 １日 

至 平成17年11月30日） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年 ３月 １日 

至 平成16年11月30日） 

前事業年度 

（自 平成16年３月 １日

至 平成17年２月28日）

第３四半期（当期）純利益又は第３

四半期純損失（△）（千円） 

 

△249,667 

 

94,937 

 

105,235 

普通株式に帰属しない金額（千円） －           －         － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－）          （－）        （－） 

普通株式に係る第３四半期（当期）

純利益又は第３四半期純損失（△）

（千円） 

 

△249,667 

 

94,937 

 

105,235 

期中平均株式数（株） 6,368          5,562 5,588 
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（重要な後発事象） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年 ３月 １日 
至 平成17年11月30日） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年 ３月 １日 
至 平成16年11月30日） 

前事業年度 

（自 平成16年３月 １日 
至 平成17年２月28日） 

提出会社における第三者割当による新株式

の発行について 

平成17年12月６日開催の取締役会におい

て、第三者割当による新株式の発行が決議

され、下記のとおり発行いたしました。 

(1) 発行する株式の種類 

普通株式 

(2) 発行する株式数 

1,450株 

(3) 発行価額 

１株につき510,000円 

(4) 発行価額中資本に組入れる額 

１株につき255,000円 

(5) 申込期間 

平成17年12月22日 

平成17年12月28日 

(6) 払込期日 

平成17年12月28日 

(7) 割当方法 

第三者割当とし、ＭＣＪ１号投資事業

組合他に割当てる。 

(8) 配当起算日 

平成17年９月１日 

(9) 資金の使途 

運転資金等 

 

提出会社における第三者割当による新株予

約権の発行について 

平成17年12月６日開催の取締役会におい

て、新株予約権の発行が決議され、下記の

とおり発行いたしました。 

(1) 新株予約権の目的たる株式の種類及

び数 

普通株式 1,300株 

（新株予約権１個につき１株） 

(2) 発行総数 

1,300個 

(3) 発行価額 

１個につき7,000円 

(4) 発行価額総額 

9,100,000円 

(5） 割当先及び割当数 

特定の第三者に割当てる 

(6) 申込期日 

平成17年12月22日 

(7) 払込期日 

平成17年12月28日 

 

該当事項はありません。 

 

 平成17年３月２日及び平成17年３月15
日開催の取締役会において、下記のとおり

新株式の発行を決議し、平成17年４月５日

に払込が完了いたしました。 
 この結果、平成17年４月５日付で資本金

は185,325千円、資本準備金は164,125千

円、発行済株式総数は 6,470 株となってお

ります。 
① 募集方法   ：一般募集 
          （ブックビルディン 

グ方式による募集） 
② 発行する株式 ：普通株式  800株 

の種類及び数 
③ 発行価格    ：1株につき 
              300,000円 
  一般募集はこの価格にて行いました。 
④ 引受価額    ：１株につき 
              276,000円 
  この価額は当社が引受人より１株当た

りの新株式払込金として受取った金額

であります。 
  なお、発行価格と引受価額との差額の

総額は、引受人の手取金となります。 
⑤ 発行価額    ：１株につき 
              212,500円 
           （資本組入額 
             106,250円） 
⑥ 発行価額の総額 ：  170,000千円 
⑦ 払込金額の総額 ：  220,800千円 
⑧ 資本組入額の総額：   85,000千円 
⑨ 払込期日    ：平成17年４月５日 
⑩ 配当起算日   ：平成17年３月１日 
⑪ 資金の使途 

手取概算金206,400千円につきまして 
は、運転資金に充当する予定でありま

す。    

 15 



当第３四半期会計期間 

（自 平成17年 ３月 １日 
至 平成17年11月30日） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年 ３月 １日 
至 平成16年11月30日） 

前事業年度 

（自 平成16年３月 １日 
至 平成17年２月28日） 

 

(8） 新株予約権の行使の際の払込金額 

１個につき 553,300円 

(9） 新株予約権の行使の際の払込金額の

総額 

719,290,000円 

(10) 新株予約権の行使により発行する株

式の発行価額 

１個につき560,300円 

(11) 新株予約権の行使により発行する株

式の発行価額の総額 

728,390,000円 

(12) 新株予約権の行使により発行する株

式の資本組入額 

① １株当たり発行価額から、資本

に組入れない額を減じた金額と

する。資本に組入れない額とは

１株当たり発行価額に 0.5 を乗

じた額とし、計算の結果１円未

満の端数を生じる場合は、その

端数を切り捨てた額とする。 

② １株当たりの発行価額は、１株

当たりの払込金額と１株当たり

の新株予約権の行使に際して払

込みをなすべき額を合算した金

額とする。 

(13) 行使期間 

平成18年６月１日から 

平成21年５月31日まで 

(14) 資金の使途 

運転資金他 

(15) 行使価額の調整 

① 当社が株式分割又は株式併合を

行う場合、行使価額調整式によ

り行使価額の調整を行う。 

② 当社が他社と吸収合併もしくは

新設合併を行い本件新株予約権

が承継される場合、又は他社と

株式交換を行い完全親会社とな

る場合、又は新設分割もしくは

吸収合併を行う場合、払込金額

を調整することができ、調整の

結果生じる１円未満の端数は切

り上げるものとする。 

③ 新株予約権発行後、時下を下回

る金額で普通株式を新規に発行

又は自己株式の処分を行う場合

行使価額調整式により行使価額

の調整を行う。 
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その他 

該当事項はありません。 
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