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１．平成18年８月中間期の業績（平成18年３月１日～平成18年８月31日）

(1）経営成績 （百万円未満切り捨て）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年８月中間期 1,368 △11.7 △86 － △89 －

17年８月中間期 1,549 1.4 △116 － △148 －

18年２月期 2,778 △314 △387

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭

18年８月中間期 △90 － △11,391 46

17年８月中間期 △182 － △28,857 74

18年２月期 △431 △64,959 04

（注）①期中平均株式数 18年８月中間期 7,927株 17年８月中間期 6,318株 18年２月期 6,644株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）財政状態 （百万円未満切り捨て）

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

18年８月中間期 1,670 861 51.0 106,239 90

17年８月中間期 618 349 56.6 54,046 15

18年２月期 1,131 839 74.2 106,049 74

（注）①期末発行済株式数 18年８月中間期 8,105株 17年８月中間期 6,470株 18年２月期 7,920株

 ②期末自己株式数 18年８月中間期 －株 17年８月中間期 －株 18年２月期 －株

２．平成19年２月期の業績予想（平成18年３月１日～平成19年２月28日）　　　　　　　　　　（百万円未満切り捨て）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 3,249 31 16

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　2,083円33銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年２月期 － － － － －  

19年２月期（実績） － － － － －  

19年２月期（予想） － － － － －  

 

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は、中間決算短信（連結）の添付資料の10ページを参照して下さい。
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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年８月31日）
当中間会計期間末

（平成18年８月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18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  184,555   311,579   665,992   

２．売掛金  291,485   217,742   215,963   

３．たな卸資産  20,633   13,810   20,393   

４．その他  29,726   103,817   52,454   

貸倒引当金  △4,453   △8,041   △7,489   

流動資産合計   521,945 84.4  638,907 38.2  947,313 83.7

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 15,869   18,837   13,979   

２．無形固定資産  10,944   27,553   35,988   

３. 投資その他の資産           

(1）関係会社株式  －   898,436   65,300   

(2）敷金保証金  54,055   －   54,039   

 (3）その他  22,511   95,260   15,354   

貸倒引当金  △7,047   △8,027   △6,565   

投資その他の資産
合計

 69,520   985,668   134,694   

固定資産合計   96,333 15.6  1,032,059 61.8  184,662 16.3

資産合計   618,279 100.0  1,670,967 100.0  1,131,976 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年８月31日）
当中間会計期間末

（平成18年８月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18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  91,651   83,473   64,925   

 ２．短期借入金  －   500,000   －   

３．未払金  133,584   162,137   141,593   

４．未払法人税等  3,581   8,510   13,150   

５．賞与引当金  16,900   9,879   14,300   

６. 売上値引引当金　
　　

 1,476   3,700   3,571   

７. アフターコスト引
当金

 4,086   5,200   28,500   

８. 工事補償損失引当
金

 －   －   4,200   

９. その他 ※２ 17,320   33,865   21,821   

流動負債合計   268,601 43.4  806,766 48.3  292,062 25.8

 Ⅱ　固定負債   － －  3,126 0.2  － －

負債合計   268,601 43.4  809,892 48.5  292,062 25.8

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   185,325 30.0  － －  555,075 49.0

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  164,125   －   533,875   

資本剰余金合計   164,125 26.5  － －  533,875 47.2

Ⅲ　利益剰余金           

１．任意積立金  110,000   －   110,000   

２．中間（当期）未処
分利益又は中間未
処理損失（△）

 △109,771   －   △359,036   

利益剰余金合計   228 0.1  － －  △249,036 △22.0

資本合計   349,678 56.6  － －  839,913 74.2

負債・資本合計   618,279 100.0  － －  1,131,976 100.0

 （純資産の部）           

 Ⅰ　株主資本           

 １．資本金   － －  606,902 36.3  － －

 ２．資本剰余金   － －  585,702 35.0  － －

 ３．利益剰余金   － －  △339,336 △20.3  － －

 　株主資本合計   － －  853,269 51.0  － －

 Ⅱ　新株予約権   － －  7,805 0.5  － －

　　 純資産合計   － －  861,074 51.5  － －

 負債及び純資産合計   － －  1,670,967 100.0  － －
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年３月１日
至　平成18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  1,549,666 100.0  1,368,541 100.0  2,778,675 100.0

Ⅱ　売上原価   829,090 53.5  643,683 47.0  1,478,561 53.2

売上総利益   720,575 46.5  724,858 53.0  1,300,113 46.8

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  837,339 54.0  811,602 59.3  1,614,671 58.1

営業損失(△)   △116,763 △7.5  △86,744 △6.3  △314,557 △11.3

Ⅳ　営業外収益 ※2  1,890 0.1  2,326 0.2  2,911 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※3  33,991 2.2  4,620 0.4  76,343 2.8

経常損失(△)   △148,865 △9.6  △89,038 △6.5  △387,989 △14.0

 Ⅵ　特別利益 ※4  －   11,637 0.8  －  

Ⅶ　特別損失 ※5・6  6,769 0.4  6,957 0.5  6,769 0.2

税引前中間純損失
(△)

  △155,634 △10.0  △84,359 △6.2  △394,758 △14.2

法人税、住民税及
び事業税

 1,731   5,940   11,871   

過年度法人税等  △4,587   －   △4,587   

法人税等調整額  29,545 26,688 1.8 － 5,940 0.4 29,545 36,829 1.3

中間（当期）純利
益又は中間純損失
(△)

  △182,323 △11.8  △90,300 △6.6  △431,587 △15.5

前期繰越利益   72,551   △359,036   72,551  

中間（当期）未処
理損失(△)

  △109,771   △449,336   △359,036  
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(3) 中間株主資本等変動計算書

 株主資本 

 資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本　

合計 

資本剰余金 その他利益剰余金 
利益剰余金

合計 資本準備金 
資本剰余金

合計 
別途積立金 

繰越利益剰余

金 

平成18年2月28日残高

（千円）
555,075 533,875 533,875 110,000 △359,036 △249,036 839,913

中間会計期間中の変動額        

新株予約権の行使 51,827 51,827 51,827    103,655

中間純損失（△）     △90,300 △90,300 △90,300

中間会計期間中の変動額合

計（千円）
51,827 51,827 51,827  △90,300 △90,300 13,355

平成18年８月31日残高

（千円）
606,902 585,702 585,702 110,000 △449,336 △339,336 853,269

 

 

 

 

 

 

新株予約権 純資産合計

平成18年2月28日残高

（千円）
9,100 849,013

中間会計期間中の変動額   

新株予約権の行使 △1,295 102,360

中間純損失（△）  △90,300

中間会計期間中の変動額合

計（千円）
△1,295 12,060

平成18年８月31日残高

（千円）
7,805 861,074
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(4) 中間キャッシュ・フロー計算書

　当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、当中間会計期間については、中間連結財務諸表に記載しております。  

前中間会計期間
（自平成17年３月１日)
　至 平成17年８月31日）

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18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前中間（当期）純損失（△）  △155,634 △394,758

減価償却費  5,140 13,732

貸倒引当金の増加額・減少額（△）  △559 1,994

賞与引当金の増加額・減少額（△）  380 △2,220

売上値引引当金の増加額・減少額（△）  1,476 3,571

アフターコスト引当金の増加額・減少額（△）  4,086 28,500

有形固定資産売却損  139 139

有形固定資産除却損  6,450 6,629

無形固定資産除却損  179 －

新株発行費  8,911 50,739

受取利息  △1 △2

支払利息  109 633

売上債権の増加額（△）・減少額  72,295 148,300

たな卸資産の増加額（△）・減少額  16 255

前払費用の増加額（△）・減少額  △6,511 △10,130

仕入債務の増加額・減少額（△）  5,264 △21,462

未払消費税等の増加額・減少額（△）  △31,366 △31,692

未払金の増加額・減少額（△）  △31,387 △23,377

その他  4,239 △11,934

 小計  △116,770 △241,080

利息の受取額  1 2

利息の支払額  △109 △633

法人税等の支払額  △88,412 △91,993

営業活動によるキャッシュ・フロー  △205,291 △333,705

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  △174 △1,003

有形固定資産の売却による収入  50 50

無形固定資産の取得による支出  △2,286 △32,286

投資有価証券の取得による支出  △12,500 △12,500

関係会社株式取得による支出  － △65,300

敷金保証金の差入による支出  △1,389 △1,816

敷金保証金の返還による収入  223 666

長期前払費用の増加額（△）・減少額  △550 △540

その他  △391 △1,209

投資活動によるキャッシュ・フロー  △17,017 △113,938

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  100,000 550,000

短期借入金の返済による支出  △100,000 △550,000

株式の発行による収入  211,888 909,560

配当金の支払額  △20,979 △20,979

その他  － 9,100

財務活動によるキャッシュ・フロー  190,909 897,681

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額・減少額（△）  △31,399 450,037

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  215,954 215,954

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高  184,555 665,992
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

当中間会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日）

当社は、前中間会計期間116百万円、前事業年度314百万円、当中

間会計期間86百万円の営業損失を継続して計上しております。また

前中間会計期間205百万円、前事業年度333百万円、当中間会計期間

38百万円とマイナスの営業キャッシュ・フローが継続しております。

このような状況は、継続企業の前提に関する重要な疑義と認識して

おります。

　当期に入り、コーティング事業におきましては、法人ルート（提

携関係にある、マンションデベロッパーやマンション管理会社等の

マンション入居者に営業する方法）の強化に重点の置かれた全社的

な取り組みがなされ、コーティング売上高に占める法人ルートの売

上比率は高まりました。しかし前期から引き続き、事実無根のマス

コミ報道や謂われ無き営業妨害的行為による社会的信用の失墜の影

響を完全に払拭できず、結果的に新規顧客獲得数が伸びなかったこ

とと５月以降新築マンションの販売戸数が減少していることなどか

ら、抜本的な収益の改善が達成できず、多額の営業損失とマイナス

の営業キャッシュ・フローを計上せざるを得ない状況となりまし

た。

　このような状況の中で、収益性と営業キャッシュ・フローの改善

に向け、以下のような収益構造の構築を図る計画でおります。

　まず当社の根幹ビジネスであるコーティング事業においては、回

復基調にある新築マンションの販売戸数の増加の中で、提携する法

人との関係強化と新規法人開拓を全社あげて取り組み、また提供す

るサービスについては液剤・施工の品質向上による差別化を図って

まいります。事実無根のマスコミ報道や謂われ無き営業妨害的行為

により失墜した社会的信用の回復に向けた対応も従来以上に取り組

んでまいります。

　また、トータルライフケアサービス（生活総合支援企業）の提供

へ向け、新会社の設立及び子会社化に伴う新分野の開拓を実施して

おります。このことにより提供サービスの多様化による新規顧客の

拡大と収益基盤の確立を図ってまいります。

　さらに、立ち上げが遅れているIT事業についても、順次事業化が

現実化してきております。かかる新規事業の進展は、当社にとって

コーティング事業はじめ事業シナジーが期待でき、収益性の向上に

寄与するものと考えております。

　また当期に締結した、株式会社アルデプロプロパティマネジメン

トと業務提携により、ハウスケア事業の発展的な再構築も考えてお

ります。

以上の事業計画の実行が継続企業の前提となっております。

　中間財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このよう

な重要な疑義の影響を中間財務諸表には反映しておりません。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18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。

 

(1)有価証券

　　子会社株式

　　　移動平均法による原

　　　価法を採用しており　

　　　ます。

　　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。

 

(1)有価証券

同左

 

 

 

(2)たな卸資産

　　 商品

   先入先出法による原

 　価法

(2)たな卸資産

　　 商品

同左

(2)たな卸資産

　　 商品

 同左

 

 

　　 原材料

   先入先出法による原価法

　　 原材料

同左

　　 原材料

 同左

 

 

　　 仕掛品

   個別法による原価法

     仕掛品

同左

     仕掛品

 同左

 

 

　　 貯蔵品

   最終仕入原価法

     貯蔵品

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。

(1）有形固定資産

同左

 

　

 

(1）有形固定資産

 同左

 

 

 

 

(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。

(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。

　また、ライセンスについて

は、契約期間（２年）による

定額法によっております。

 

 

(2）無形固定資産

  同左  

 

 

 

 

(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。

(3）長期前払費用

同左

 

(3）長期前払費用

 同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18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。

(1）貸倒引当金

同左

(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中

間会計期間の負担すべき額を

計上しております。

(2）賞与引当金

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

の負担すべき額を計上してお

ります。

 

 

(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

理おりましたが、当中間会計

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、将来の方法に

よった場合に比べ売上総利益

が、1,476千円の減少となり、

営業損失、経常損失及び税引

前中間純損失が、1,476千円増

加しております。

(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。　

(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

理おりましたが、当事業年度

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、将来の方法に

よった場合に比べ売上総利益

が、3,571千円の減少となり、

営業損失、経常損失及び税引

前当期純損失が、3,571千円増

加しております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18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、当中間会計期間

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

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中間純損

失が、4,086千円増加しており

ます。

(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。

(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、当事業年度より

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

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当期純損

失が、28,500千円増加してお

ります。

 

 

 (5) 　────────  (5) 受注工事損失引当金

受注工事の損失に備えるため、

手持ち受注工事のうち中間期末

において損失が確実視され、か

つ、その金額を合理的に見積る

ことができる工事について、損

失見込額を計上しております。

 (5) 受注工事損失引当金

受注工事の損失に備えるため、

手持ち受注工事のうち期末にお

いて損失が確実視され、かつ、

その金額を合理的に見積ること

ができる工事について、損失見

込額を計上しております。

５．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

６．中間キャッシュ・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。

───── 　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。

７．その他中間財務諸表（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

 

－ 10 －



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間

（自　平成17年３月１日

至　平成17年８月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日）

 

 ──────

（固定資産の減損に係る会計基準）

　 当中間会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会　平

成14年８月９日）及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しており

ます。これにより、税引前中間純損失は5,830千円増加しております。

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 当中間会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号　平成17年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は853,269千円です。

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における

中間貸借対照表の純資産の部については、改正後の中間財務諸表等規

則により作成しています。

 

 表示方法の変更

前中間会計期間

（自　平成17年３月１日

至　平成17年８月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日）

 

 ──────

（中間貸借対照表）

 前中間会計期間において区分掲記しておりました、投資その他の資産

の「敷金保証金」（当中間会計期間55,421千円）は、当中間会計期間

においては、資産の総額の100分の５未満であるため、投資その他の資

産の「その他」に含めて表示しております。

追加情報

前中間会計期間

（自　平成17年３月１日

至　平成17年８月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日）

前事業年度

（自　平成17年３月１日

至　平成18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２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1,850千

円増加し、営業損失、経常損失及び税引前中

間純損失がそれぞれ同額増加しております。

 

──────  「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２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、当事業年度から「法人事業税におけ

る外形標準課税部分の損益計算上の表示につ

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2,931千

円増加し、営業損失、経常損失及び税引前中

間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

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間会計期間末
（平成18年８月31日）

前事業年度末
（平成18年２月28日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　14,422千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　      15,304千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

      13,071千円

※２　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　消費税等の取扱い

同左

※２　消費税等の取扱い

──────

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18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　　1,476千円

※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　  1,163千円

※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　  3,571千円

 ※２　営業外収益のうち主要なもの

 　　　受取利息　　　　　　　　　　1千円

 　　　受取手数料　　　　　　　　304千円

 　　　受取保険料　　　　　　　　336千円

※２　営業外収益のうち主要なもの

 　　　受取利息　　　　　　　　　 29千円

 　　　受取手数料　　　　　　　1,021千円

       受取保険料　　　　　　　　109千円  

       還付金　　　　　　　　  　303千円

※２　営業外収益のうち主要なもの

 　　　受取利息　　　　　　　　　  2千円

      受取手数料　　　　　  　　658千円

       受取保険料　　　　　　　1,056千円  

 　 　 上場祝い金　　　　　　  　910千円

※３　営業外費用のうち主要なもの

 　　　支払利息　　　　　　　　　109千円 

 　　　新株発行費　　　　　　　8,911千円

 　　　上場関連費用　　　　　 24,970千円

※３　営業外費用のうち主要なもの

 　　　支払利息　　　　　　　　1,642千円 

 　　　株式交付費　　　　　　　2,978千円 

 

※３　営業外費用のうち主要なもの

 　　　支払利息　　　　　　　　　633千円 

 　　　新株発行費　　　　　 　50,739千円 

 　　　上場関連費用　　　　　 24,970千円 

 ※４　

 　　　　　　　────── 

 

 ※４　特別利益のうち主要なもの

 　    アフターコスト引当金戻入益

                            　11,637千円

 ※４　

 　　　　　　  ────── 

 

 ※５　特別損失のうち主要なもの 

 　　　固定資産売却損　　　　　　139千円  

 　　　固定資産除却損　　　　　6,629千円  

 ※５　特別損失のうち主要なもの 

 　　　固定資産売却損　　　　     13千円  

 　　　減損損失　　　　　　　　6,944千円   

 ※５　特別損失のうち主要なもの 

 　　　固定資産売却損　　　　　　139千円 

 　　　固定資産除却損　　　　　6,629千円  
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前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

 ※６　

 　　　　　　　────── 

 ※６　減損損失

 当中間会計期間で以下の減損損失を計上して

おります。

用途 場所 種類 金額

事業用資

産

東京都新宿区

工具器具備

品、電話加

入権及び

リース資産

179千円

北海道札幌市

中央区
193千円

宮城県仙台市

宮城野区
51千円

大阪府大阪市

淀川区
4,017千円

広島県広島市

南区
1,238千円

福岡県福岡市

博多区
1,263千円

　資産のグルーピングについては、主に内部管

理上の区分に基づいています。

　ハウスケア事業及びライフアップ事業の収益

性が悪化したため、当該事業資産を回収可能価

額まで減額し、減損損失(6,944千円)として特

別損失に計上しています。

　内訳は、工具器具備品376千円、電話加入権

99千円、リース資産6,468千円であります。

　なお、回収可能価額は正味売却価額により算

定しております。

 ※６　

 　　　　　　　────── 

７　減価償却実施額

 　　　有形固定資産　　　　　  3,098千円 

 　　　無形固定資産  　　　　　1,268千円 

７　減価償却実施額

 　　　有形固定資産　　　　　  1,996千円

 　　　無形固定資産  　　　　　8,749千円  

７　減価償却実施額

 　　　有形固定資産　　　　　  5,817千円 

 　　　無形固定資産  　　　　　6,223千円  

（中間株主資本等変動計算書関係）

 　 当中間会計期間（自　平成18年３月１日　　至　平成18年８月31日）

 　　該当事項はありません。

 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書）

　当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、当中間会計期間については、中間連結財務諸表に

記載しております。
 

前中間会計期間

（自　平成17年３月１日）

（至　平成17年８月31日）

前事業年度

（自　平成17年３月１日）

（至　平成18年２月28日）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借

対照表に記載されている科目の金額との関係

　現金及び現金同等物の中間期末残高

（184,555千円）と中間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。

※１　現金及び現金同等物の期末残高と中間貸借対照

表に記載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（665,992千

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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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18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

累計額相当額及び中間期末残高相当額

 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

(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）

中間期末
残高相当
額
（千円）

車輌運搬具 10,258 3,929 6,329

合計 10,258 3,929 6,329

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

減損損
失累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

車輌運
搬具

18,880 3,823 6,468 8,587

合計 18,880 3,823 6,468 8,587

 
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
 

9,594 143 9,450

合計 9,594 143 9,450

(2)未経過リース料中間期末残高相当額

 

(2)未経過リース料中間期末残高相当額及び

リース資産減損勘定中間期末残高

(2)未経過リース料期末残高相当額

１年内 6,353千円

１年超 －千円

合計 6,353千円

１年内      3,895千円

１年超 10,138千円

合計     14,033千円

リース資産減損

勘定期末残高 
5,354千円

１年内     1,603千円

１年超      7,862千円

合計      9,465千円

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失 

(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 1,004千円

減価償却費相当額 943千円

支払利息相当額 55千円

支払リース料   1,734千円

リース資産減損勘定

の取崩額 

1,114千円

減価償却費相当額   1,545千円

支払利息相当額   239千円

減損損失 6,468千円

支払リース料      190千円

減価償却費相当額      143千円

支払利息相当額    61千円

(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。

(4)減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　　同左

(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

　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。

(5)利息相当額の算定方法

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 1,092千円

合計 2,184千円

 

 ２．オペレーティングリース取引

１年内      1,092千円

１年超      －千円

合計      1,092千円

 

 ２．オペレーティングリース取引

１年内      1,092千円

１年超      546千円

合計      1,638千円
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②　有価証券

当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、当中間会計期間の有価証券の注記(子会社株式及び関連

会社株式で時価のあるものは除く）については中間連結財務諸表の注記事項として記載しております。

 

 　　前中間会計期間末（平成17年８月31日）

 

 　時価評価されていない主な有価証券の内容

中間貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

非上場株式 12,500

 

当中間会計期間末（平成18年８月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成18年２月28日）

　 時価評価されていない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額(千円)

  (1)子会社株式 65,300

  (2)その他有価証券

　　 非上場株式 12,500

 

 

③　デリバティブ取引

 当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、当中間会計期間については、中間連結財務諸表の注記

事項として記載しております。　

 

 前中間会計期間（自　平成17年３月１日　至　平成17年８月31日）、及び前事業年度（自　平成17年３月１日　至

　平成18年２月28日）

　当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

 

 

④　持分法損益等

当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため記載しておりません。

 

　前中間会計期間（自　平成17年３月１日　至　平成17年８月31日）、当中間会計期間（自　平成18年３月１日　

至　平成18年８月31日）及び前事業年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１株当たり純資産額 54,046円15銭

１株当たり中間純損失金額 28,857円74銭

１株当たり純資産額 106,239円90銭

１株当たり中間純損失金額 11,391円46銭

１株当たり純資産額 106,049円74銭

１株当たり当期純損失金額 64,959円04銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純損

失金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額については、潜在株式は存在するものの

中間純損失のため記載しておりません。

 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

当期純損失のため記載しておりません。

　

  （注）　１株当たり中間（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。

 

前中間会計期間

(自　平成17年３月１日

至　平成17年８月31日)

当中間会計期間

(自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日)

前事業年度

(自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日)

中間（当期）純損失（△）（千円） △182,323 △90,300 △431,587

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

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

普通株式に係る中間（当期）純損失（△）（千

円）
△182,323 △90,300 △431,587

期中平均株式数（株） 6,318 7,927 6,644

希薄化効果を有していないため、潜在株式調整後

１株当たり中間（当期）純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

―――――

 　新株予約権１種類

  （新株予約権の数　

　　 　    　1,115個）

   新株予約権１種類

   (新株予約権の数　

　 　　 　　1,300個） 
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

前中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

――――――― １．平成18年８月10日開催の取締役会の決

議に基づき、次のとおり株式分割による

新株式を発行しております。

１．平成18年９月１日をもって普通株式

１株につき５株に分割します。 

(1)分割により増加する株式数

　 普通株式　　　　32,420株

(2)分割方法

　平成18年８月31日最終の株主

名簿及び実質株主名簿に記載さ

れた株主の所有株主数を、１株

につき５株の割合をもって分割

します。

 ２．配当起算日

　　 平成18年９月１日

当該株式分割が当期首に行われた

と仮定した場合の当中間会計期間

における１株当たり情報は、以下

のとおりとなります。

前中間会計

期間

当中間会計

期間

前事業

年度

(自 平成17年３

月１日

至 平成17年８

月31日)

(自 平成18年３

月１日

至 平成18年８

月31日)

(自 平成17年３

月１日

至 平成18年２

月28日) 

１株当たり

純資産額 

１株当たり

純資産額 

１株当たり

純資産額 

10,809.23円 21,247.98円 21,209.95円 

１株当たり

中間純損失

１株当たり

中間純損失

１株当たり

純損失

 5,771.55円 2,278.29円 12,991.81円 

 

２．平成18年８月22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、次

のとおり新株予約権を発行いたしました。

１．募集方法

　　第三者割当

２．発行する株式の種類及び数

　　普通株式　　　　　300株

３．発行価額１個につき69,600円

４．発行総額　：　20,880,000円

５．発行価額のうち資本へ組入れる額

①新株予約権の行使により当社が株式

を発行する場合において増加する資本

金の額は、会社計算規則第40条第１項

の規程に従い算出される資本金等増加

限度額に0.5を乗じた額とし、計算の

結果１円の端数を生じる場合は、その

端数を切り上げた金額とする。

②新株予約権の行使により当社が株式

を発行する場合において増加する資本

準備金の額は、上記①記載の資本金等

増加限度額から上記①に定める増加す

る資本金の額を減じた額とする。

６．申込期間

平成18年９月11日から平成18年９

月15日まで

７．申込期日：平成18年９月15日

 

 

１．子会社「株式会社オアシスソリューショ

ン」設立

　当社は、平成18年１月24日開催の取締役

会において、オゾンアクア殺菌洗浄工法を

開発した株式会社アクアと共同出資により、

集合住宅向けの給水管等のオゾン殺菌洗浄

サービスを目的として子会社設立を決議し、

平成18年３月１日に設立いたしました。会

社の概要は以下のとおりであります。

 　商号　　株式会社オアシスソリューション

 　本店　　東京都新宿区西新宿二丁目１番１　

　　　　　 号　新宿三井ビル36F

 　事業目的  給排水設備工事等

 　代表者　関谷有三

 　資本金　30,000千円（51％出資）

 

 ２．子会社「株式会社エルトレード」設立

　当社は、平成18年２月７日開催の取締役

会において、住宅市場における不動産の売

買、交換、賃貸及びその代理並びに媒介及

び管理等を目的として子会社設立を決議し、

平成18年３月１日に設立いたしました。会

社の概要は以下のとおりであります。

 　商号　　株式会社エルトレード

 　本店　　東京都新宿区新宿七丁目22番36号

 　　　　　三井花桐ビル４F

 　事業目的　不動産の売買、交換、賃貸及び

　　　　　 その代理並びに媒介及び管理、損

           害保険の代理業、現地販売案内の

           請負

 　代表者　小野広基

 　資本金　50,000千円（100％出資）

 

 ３．株式取得による会社の買収

  当社は、平成18年３月28日開催の取締役

会において、東峰実業株式会社の全株式を

取得し、子会社化することを決議し、平成

18年３月31日をもって株式取得を完了いた

しました。

 （1）株式取得の理由

  東峰実業株式会社は、ビルメンテナンス

分野において150社を超える法人顧客を擁し

ており、当社における法人事業を一層拡大

させるとともに、東峰実業株式会社のノウ

ハウを生かし、既存事業の強化を図ること

を目的とするものであります。

 （2）買収子会社の概要

　商号　　東峰実業株式会社

 　本店　　東京都台東区浅草橋一丁目12番４

　　　　　 号　東履東峰会館

 　事業目的　清掃管理、設備管理、保安管

　　　　　 理、営繕工事、人材派遣サービス

　　　　　 管理、環境衛生管理等の総合ビル

　　　　　 メンテナンス業

 

　設立年月日　昭和40年７月28日

 　代表者　　青木義鷹

 　資本金　　30,000千円

 　発行済株式総数　60,000株

 　総資産　　611,205千円
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前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

前中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

 

８．行使期間

平成18年９月19日から平成19年９

月18日まで

９．配当起算日

剰余金の配当（会社法第454条第５

項に定められた金銭の分配を含

む。）については、当該配当を受領

する権利を有する株主を確定させる

ための基準日以前に本新株予約権の

行使により交付された当社普通株式

を、当該基準日において発行済みの

他の当社普通株式（当社が保有する

当社普通株式を除く。）と同様に取

り扱うものとする。

10．新株予約権の割当先及び割当数

福岡　浩二　　　　 　190個

株式会社　アルデプロ　50個

有限会社　夕焼け創造研究所

　　　　　　　　　　　30個

株式会社　ファインキューブ

　　　　　　　　　　　10個

当社グループ役職員　　20個

11．資金の使途

 　 運転資金他

12．払込金額及び行使金額の調整

  当社が株式分割又は株式併合を行

う場合、次の算式により１株当たり

払込金額を調整し、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。

 

     

調整後払込

金額

 

＝

調整前払込

金額
×

１ 

分割または併合の比

率

　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分割を行う場合、

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。

　新株予約権発行後、当社が時価を

下回る金額で普通株式を新たに発行

又は自己株式の処分（新株予約権の

行使により新株式を発行する場合を

除く）を行う場合、次の算式により

１株当たり払込金額を調整し、調整

の結果生じる１円未満を切り上げる

ものとする。なお、次の算式におい

て、「既発行株式数」には、自己株

式として保有する当社普通株式の数

は含まないものとし、時価を下回る

払込金額で新株式を発行し又は自己

株式を処分する場合には、「新発

行・処分株式数」に当該発行又は処

分される株式数を含むものとする。

 　決算期　　12月

 　従業員数　70名

 

 （3）取得する株式の数、取得価額及び取得後

　　　の出資比率

 　取得株式数　60,000株

 　取得価額　　320,000千円

 　取得後出資比率　100％

 

 （4）支払資金の調達方法

 　全額自己資金
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前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

前中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

       

 調整

後行

使価

額

 

＝

 

調整

前　

行使

価額

×

既発

行　

株式

数

＋

新発行・処分株式数×１

株当たりの払込金額 

時価 

既発行株式数＋新発行・処分株

式数 

 

13．行使条件

　新株予約権の割当を受けた者が当

社の取締役、監査役又は従業員の場

合は、権利行使時においても、当社

の取締役、監査役又は従業員の地位

にあることを条件とする。ただし、

任期満了による退任、定年退職又は

当社の取締役会が正当な理由がある

と認めた場合はこの限りではない。

　新株予約権の払込日時点に当社の

取締役、監査役又は従業員でない本

新株予約権者が権利を行使するとき

は、当社の取締役会の承認を得るも

のとする。

　各新株予約権の行使に当たっては、

一部行使はできないものとする。 

　新株予約権者は、権利行使請求日

の前営業日の当社株価終値（当該日

の終値がない場合は、その前営業

日）が金1,000,000円（以下「基準

株価」という）以上であれば権利行

使をすることが出来るものとする。

ただし、(12)の調整が行われた場合

には、基準株価も(12)に準じる調整

を行うものとする。

　その他の条件は、取締役会決議に

基づき、当社と本新株予約権者との

間で締結する新株予約権割当契約に

定めるところによる。

 14.譲渡制限

　新株予約権の譲渡については、取

締役会の承認を要するものとする。

 

７．生産、受注及び販売の状況

　当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、当中間会計期間については、中間決算短信（連結）

５．生産、受注及び販売の状況に記載しております。
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