
ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」 

 

平成 19 年２月期 第３四半期財務・業績の概況（連結） 平成19年１月16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 取締役経営戦略室長 石戸 謙二  

 

１ 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項 

 ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無   ： 有 
税金費用については、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。 

② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無       ： 無 

 ④ 公認会計士又は監査法人による関与の有無      ： 無 

 

２ 平成19年２月期第３四半期の財務・業績概況（平成18年３月１日 ～ 平成18年11月30日） 

(１) 経営成績（連結）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 経常利益 四半期純利益 

 

19年２月期第３四半期 

18年２月期第３四半期 

百万円 

2,652 

      － 

  ％

  －  

－

百万円

△221

       －

 ％

  －  

－

百万円

△224  

      －

％ 

  －  

－ 

百万円 

△268  

      － 

 ％ 

 －  

－

 

 １株当たり四半期 

純損失 

潜在株式調整後1株当たり

四半期純利益 

 

19年２月期第３四半期 

18年２月期第３四半期 

円 

6,729 

－ 

銭

27

－

円

－

－

銭

－

－

（注）１．当第３四半期は、第３四半期連結財務諸表の作成初年度であるため、前年同四半期の数値、対前年同四半期比増減

率及び前期の数値については記載しておりません。 

   ２．平成18年９月１日をもって普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。当第３四半期は、第３四

半期連結財務諸表の作成初年度であるため、株式分割が期首に行われたと仮定した場合の前年同四半期及び前期の１

株当たり当期純利益は記載しておりません。 

     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、潜在株式は存在するものの第３四半期純損失

のため記載しておりません。  

 

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

 

当第３四半期連結会計期間における我が国経済は、企業収益の改善、堅調な個人消費を背景に、景気は緩やかな回復基調で

推移いたしました。一方で、原油高、資材価格の高騰、長期金利の上昇懸念など、事業環境の先行きには、不透明感が残りま

した。当社グループの事業と密接に関係するマンション市場動向は、地価上昇等を背景に、供給の先延ばし傾向が強まるなど

した結果、首都圏の供給戸数は３ヶ月連続で前年を下回る状況となりました。 

このような状況において当社グループは、法人営業強化策を実施し、既存提携法人との関係強化、新規法人の開拓を進め、

営業対象物件の確保に注力してまいりました。しかしながら、大量の物件を供給する大手デベロッパーの新規開拓が進捗せず、

営業対象物件の確保が困難となり、主力のコーティング事業を中心に計画を大幅に下回る推移となりました。 

これらの結果、当第３四半期連結会計期間における連結業績は、売上高2,652百万円、経常損失224百万円、第３四半期純

損失268百万円となりました。 

なお、当第３四半期連結会計期間は、第３四半期連結財務諸表の作成初年度であるため、前年同期との比較分析は行ってお

りません。 
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（２） 財政状態（連結）の変動状況 

 

 
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

19年２月期第３四半期 1,733 710 38.9 16,649 13 

18年２月期第３四半期      － － － － － 

（注）１．当四半期より連結四半期経営成績の開示を行っているため、前年同四半期及び前期については記載しておりません。 

２．平成18年９月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。 

期末発行済株式数 平成19年２月期第３四半期40,525株   平成18年２月期 7,920株 

 

［財政状態の変動に関する定性的情報等］ 

 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、1,733百万円となりました。主なものは、現金及び預金469百万円、受

取手形及び売掛金235百万円及び、連結子会社２社取得によるのれん594百万円であります。 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、710百万円となりました。主なものは、資本金606百万円、資本剰余金

585百万円、利益剰余金△517百万円、新株予約権28百万円であります。 

 

 

（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 残 高

 百万円 百万円 百万円 百万円

19年２月期第３四半期 △149 △596 445 445

18年２月期第３四半期      －      －      －      －

（注）当四半期より四半期キャッシュ・フローの開示を行っているため、前年同四半期及び前期については記載しておりませ

ん。 

 

[キャッシュ・フローの分析] 

   

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は、445百万円となりました。 

 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、149 百万円の支出となりました。これは主に、税金等調整前第３四半期純

損失が226百万円発生したものの、減価償却費が19百万円、のれん償却が63百万円発生したことなどによるものであ

ります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、596 百万円の支出となりました。これは主に、連結範囲の変更を伴う子会

社株式の取得による支出712百万円、有形固定資産の売却による収入197百万円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」は、445 百万円の獲得となりました。これは主に、短期借入金の純増加額 417

百万円によるものであります。 

 

 

３ 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） 

 

現時点におきまして、平成18年12月13日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

 

※業績予想につきましては、現在当社グループ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。 

    

以上 
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［添付資料］ 

【第３四半期連結財務諸表等】 

 当第３四半期連結会計期間から第３四半期連結財務諸表を作成している

ため、前第３四半期連結会計期間及び前連結会計年度については記載して

おりません。 

①【第３四半期連結貸借対照表】 

当第３四半期連結会計期間末 
 

（平成18年11月30日） 

区分 金額（千円） 
構成比

（％）

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

１．現金及び預金  469,258

２．受取手形及び売掛金  235,177

３．たな卸資産  87,845

４．その他  85,249

  貸倒引当金  △7,427

流動資産合計  870,104 50.2

Ⅱ 固定資産  

１．有形固定資産         51,461 3.0

２．無形固定資産  

(1) のれん 594,550 

(2) その他 23,510 618,060 35.6

３．投資その他の資産 204,045 

貸倒引当金 △9,959 194,085 11.2

固定資産合計  863,607 49.8

資産合計  1,733,711 100.0
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当第３四半期連結会計期間末 
 

（平成18年11月30日） 

区分 金額（千円） 
構成比

（％）

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

１．買掛金  60,872

２．短期借入金  600,000

３．一年内返済予定長期借入金  62,700

４．未払金  172,966

５．賞与引当金  10,366

６．売上値引引当金  3,600

７．アフターコスト引当金  5,000

８．その他               94,414

流動負債合計  1,009,920 58.2

Ⅱ 固定負債  

１．長期借入金  5,162

２．退職給付引当金  4,894

３．その他  3,249

固定負債合計  13,305 0.8

負債合計  1,023,226 59.0

  

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１．資本金  606,902 35.0

２．資本剰余金  585,702 33.8

３．利益剰余金  △517,735 △29.9

株主資本合計  674,869 38.9

Ⅱ 評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価差額金  △163 0.0

評価・換算差額等合計  △163 0.0

Ⅲ 新株予約権  28,685 1.7

Ⅳ 少数株主持分  7,094 0.4

純資産合計  710,485 41.0

負債純資産合計  1,733,711 100.0
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②【第３四半期連結損益計算書】 

当第３四半期連結会計期間 
 

（自 平成18年３月１日 

   至 平成18年11月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比

（％）

Ⅰ 売上高  2,652,890 100.0

Ⅱ 売上原価  1,391,810 52.5

売上総利益  1,261,079 47.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費  

  １．販売手数料 217,317 

  ２．貸倒引当金繰入額 9,712 

  ３．給与手当 503,595 

  ４．賞与引当金繰入額 2,288 

  ５．退職給付費用 5,828 

  ６．その他 743,881 1,482,624 55.9

営業損失  △221,545 △8.4

Ⅳ 営業外収益        

  １．受取利息 455 

  ２．その他 9,641 10,096 0.4

Ⅴ 営業外費用        

  １．支払利息 7,130 

  ２．その他 5,592 12,723 0.5

   経常損失  △224,171 △8.5

Ⅵ 特別利益         

  １．固定資産売却益 588 

  ２．アフターコスト引当金戻入益 10,725 11,313 0.5

Ⅶ 特別損失         

  １．固定資産除却損 419 

  ２．減損損失 6,944 

  ３．その他 6,233 13,596 0.5

   税金等調整前第３四半期純損失  △226,455 △8.5

   法人税、住民税及び事業税 36,884 

   法人税等調整額 12,965 49,850 1.9

   少数株主損失  △7,605 0.3

   第３四半期純損失  △268,699 △10.1
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③【第３四半期連結株主資本等変動計算書】 

当第３四半期連結会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年11月30日） 

株主資本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月１日残高（千円） 555,075 533,875 △249,036 839,913

第３四半期連結会計期間中の変動額  

新株予約権の行使 51,827 51,827  103,655

当期純損失（△） △268,699 △268,699

株主資本以外の項目の第３四半期連結会計期

間中の変動額（純額） 
 

第３四半期連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
51,827 51,827 △268,699 △165,044

平成18年11月30日残高（千円） 606,902 585,702 △517,735 674,869

  

評価・換算差額等  

その他有価証券

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月１日残高（千円） ― ― 9,100 ― 849,013

第３四半期連結会計期間中の変動額  

新株予約権の行使 △1,295  102,360

当期純損失（△）  △268,699

株主資本以外の項目の第３四半期連結会計期

間中の変動額（純額） 
△163 △163 20,880 7,094 27,810

第３四半期連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△163 △163 19,585 7,094 △138,528

平成18年11月30日残高（千円） △163 △163 28,685 7,094 710,485
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④【第３四半期連結キャッシュ･フロー計算書】 

第３四半期連結会計期間  

(自 平成18年 ３月 １日 

至 平成18年11月30日）

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前第３四半期純損失 △226,455 

減価償却費 19,682 

減損損失 6,944 

のれん償却 63,072 

貸倒引当金の増加額 1,273 

売上値引引当金の増加額 28 

受注損失引当金の減少額 △4,200 

アフターコスト引当金の減少額 △23,500 

賞与引当金の減少額 △3,933 

退職給付引当金の減少額 △1,529 

固定資産売却益 △588 

固定資産除却損 419 

投資有価証券売却損 181 

株式交付費 2,208 

受取利息及び受取配当金 △490 

支払利息 7,130 

売上債権の減少額 112,839 

棚卸資産の増加額 △66,874 

未収入金の減少額 47,166 

仕入債務の減少額 △77,975 

未払費用の増加額 21,971 

その他 9,253 

小計 △113,374 

   利息の受取額 490 

   利息の支払額 △7,948 

   法人税等の支払額 △28,786 

営業活動によるキャッシュ・フロー △149,618 
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第３四半期連結会計期間  

(自 平成18年 ３月 １日 

至 平成18年11月30日）

区分 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

   定期預金の預入による支出 △23,492

   有形固定資産の取得による支出 △10,026

   有形固定資産の売却による収入 197,846

   無形固定資産の取得による支出 △440

   無形固定資産の売却による収入 732

   投資有価証券の取得による支出 △16,000

   投資有価証券の売却による収入 1,111

   関係会社株式の取得による支出 △1,048

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △712,139

   敷金保証金の差入による支出 △45,735

   敷金保証金の返還による収入 11,302

   貸付による支出 △1,000

   貸付金の回収による収入 3,716

   その他 △1,218

投資活動によるキャッシュ・フロー △596,389

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

   短期借入金の純増加額 417,712

   長期借入金の返済による支出 △80,462

   社債の償還による支出 △12,500

   株式の発行による収入 101,709

   新株予約権発行による収入 19,321

財務活動によるキャッシュ・フロー 445,781

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 △300,226

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 665,992

Ⅵ 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 80,000

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 445,766

 

 

 



第３四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

第３四半期連結会計期間 

項目 （自 平成18年 ３月 １日 

    至 平成18年11月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数４社 

連結子会社の名称 

 株式会社 オアシスソリューション 

 株式会社 エルトレード 

 東峰実業 株式会社 

 株式会社 アールイーテクニカ 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

非連結子会社 

日本建物営繕株式会社 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、

売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、いずれ

も連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていない

ためであります。 

２．持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。 

３．連結子会社の第３四半期決算日等に関す

る事項 

 連結子会社のうち、東峰実業 株式会社の決算期を、

12月31日から８月31日に変更しております。 

 また、株式会社 アールイーテクニカの決算日は３月

31日であります。 

連結財務諸表の作成に当っては、連結決算日現在で

実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しておりま

す。 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 ４．会計処理基準に関する事項 

(ｲ) 有価証券  

その他有価証券  

時価のあるもの 

第３四半期連結決算日の市場価格等に基づ

く時価法 

（ 評価差額は、全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定 ）

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(ﾛ) 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 
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 第３四半期連結会計期間 

項目 （自 平成18年 ３月 １日 

    至 平成18年11月30日） 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法  

(ｲ) 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。 

(ﾛ) 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。 

(ﾊ)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) 重要な引当金の計上基準 

 (ｲ) 貸倒引当金 

 当社及び連結子会社は、債権の貸倒による損

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。 

 

 (ﾛ) 賞与引当金 

 当社及び連結子会社１社は、従業員の賞与支

給に備えるため、支給見込額のうち当第３四半

期の負担額を計上しております。 

 (ﾊ) 売上値引引当金 

 当社は、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。 

 (ﾆ) アフターコスト引当金 

 当社は、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。 
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 (ﾎ) 退職給付引当金 

 連結子会社１社は、従業員の退職給付に備え

るため、当連結第３四半期会計期間末における

退職給付債務の見込額に基づき計上しており

ます。 

 (ﾍ) 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

事のうち当第３四半期連結会計期間末におい

て損失が確実視され、かつ、その金額を合理的

に見積も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。 

 (4) 重要な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。 

 (5) その他第３四半期連結財務諸表作成のための重要

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。 
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５．第３四半期キャッシュ・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。 

 

 

 

 

第３四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 
  第３四半期連結会計期間 

 （ 自 平成18年 ３月 １日 

      至 平成18年11月30日 ）  

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

  当第３四半期連結会計期間より、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」（企業会計基準の適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しております。 

 

 

 これにより、税金等調整前第３四半期純損失は5,166千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） 

  当第３四半期連結会計期間から「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、674,706千円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当第３四半期連結会計期間における貸借対照表の純資産

の部については、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。 

 

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い） 

 当第３四半期連結会計期間より、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会

平成18年８月11日 実務対応報告 第19号）を適用しております。 

 これにより損益に与える影響はありません。 
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ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」 

平成 19 年２月期 第３四半期財務・業績の概況（個別） 平成19年１月16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 取締役経営戦略室長 石戸 謙二  

     

１ 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項 

 ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無   ： 有 

   税金費用については、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。 

② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

 ③ 公認会計士及び監査法人による関与の有無      ： 無 

２ 平成19年２月期第３四半期の財務・業績概況（平成18年３月１日 ～ 平成18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 経常利益 
四半期(当期) 

純 利 益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年２月期第３四半期 1,862 △14.8 △183 △0.0 △188 12.6 △199 20.2

18年２月期第３四半期 2,187 △10.2 △183 － △215 － △249 －

（参考）18 年２月期 2,778 － △314 － △387 － △431 －

 

 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 

 

19年２月期第３四半期 

18年２月期第３四半期 

円 

△4,989 

△39,206 

銭

66

59

円

－

－

銭

－

－

（参考）18年２月期 △64,959   04 － －

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、前年同四半期は潜在株式がないため、また当四半期及び前期は当期

純損失のため記載しておりません。 

   ２．平成18年９月１日をもって普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の平成18年２月期第３四半期の１株当たり当期純損失は7,841円32銭、平成18年２月期の１株当た

り当期純損失は、12,991円81銭であります。 

期中平均株式数  平成19年２月期第３四半期  39,930株   平成18年２月期第３四半期 6,368株 

              平成18年２月期        6,644株 

（２）財政状態の変動状況 

 
総資産 純資産 自己資本比率 

１株当たり 

純 資 産 

 

19年２月期第３四半期 

18年２月期第３四半期 

百万円

1,626

     672

百万円

773

     282

％ 

45.8 

    42.0 

円

19,075

43,637

銭

08

44

（参考）18 年２月期           1,131 839 74.2    106,049 74

（注）平成18年９月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。 

期末発行済株式数 平成19年２月期第３四半期  40,525株  平成18年２月期第３四半期 6,470株 

           平成18年２月期        7,920株 

３ 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） 

 現時点におきまして、平成18年12月13日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

※業績予想につきましては、現在当社グループ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。 

以上 
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［添付資料］ 

【第３四半期財務諸表等】 

①【第３四半期貸借対照表】 

  
前第３四半期会計期間末 

（平成17年11月30日現在） 

当第３四半期会計期間末 

（平成18年11月30日現在） 

前事業年度末の要約貸借対照表

（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  211,544 322,206  665,992 

２．売掛金  277,325 161,889  215,963 

３．たな卸資産  22,766 30,130  20,393 

４．その他  40,167 77,268  52,454 

貸倒引当金  △5,582 △6,961  △7,489 

流動資産合計   546,221 81.2 584,533 35.9  947,313 83.7

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産         14,560 17,820  13,979 

２．無形固定資産  41,841 23,420  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  54,183 －  － 

(3) その他  22,581 110,437  75,959 

貸倒引当金  △6,583 △8,516  △6,565 

投資その他の資産合計  70,181 1,000,357  134,694 

固定資産合計   126,583 18.8 1,041,598 64.1  184,662 16.3

資産合計   672,805 100.0 1,626,131 100.0  1,131,976 100.0
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前第３四半期会計期間末 

（平成17年11月30日現在） 

当第３四半期会計期間末 

（平成18年11月30日現在） 

前事業年度末の要約貸借対照表

（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  84,760 59,342  64,925 

２．短期借入金  100,000 600,000  － 

３．未払金  169,390 146,761  141,593 

４．未払費用  19,934 －  1,670 

５．未払法人税等  1,837 10,279  13,150 

６．賞与引当金  － －  14,300 

７. 売上値引引当金  1,932 3,600  3,571 

８. ｱﾌﾀｰｺｽﾄ引当金  3,593 5,000  28,500 

９. 工事補償損失引当金  － －  4,200 

10．その他               9,021 25,561  20,151 

  流動負債合計   390,471 58.0 850,545 52.3  292,062 25.8

Ⅱ 固定負債   － － 2,569 0.2  － －

  負債合計   390,471 58.0 853,114 52.5  292,062 25.8

     

（資本の部）     

 Ⅰ 資本金   185,325 27.6 － －  555,075 49.0

 Ⅱ 資本剰余金     

資本準備金  164,125 －  533,875 

資本剰余金合計   164,125 24.4 － －  533,875 47.2

 Ⅲ 利益剰余金     

１．任意積立金  110,000 －  110,000 

２．第３四半期（当期）未処

理損失（△） 
 △177,115 －  △359,036 

利益剰余金合計   △67,115 △10.0 － －  △249,036 △22.0

  資本合計   282,334 42.0 － －  839,913 74.2

負債及び資産合計   672,805 100.0 － －  1,131,976 100.0

     

（純資産の部）     

 Ⅰ 株主資本     

１．資本金   － － 606,902 37.3  － －

２．資本剰余金   － － 585,702 36.0  － －

３．利益剰余金     

（1）その他の剰余金     

   別途積立金  － 110,000  － 

   繰越利益剰余金  － △558,273  － 

  利益剰余金合計   － － △448,273 △27.5  － －

株主資本合計   － － 744,332 45.8  － －

 Ⅱ 新株予約権   － － 28,685 1.7  － －

純資産合計   － － 773,017 47.5  － －

負債純資産合計   － － 1,626,131 100.0  － －

     

 



②【第３四半期損益計算書】 

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 前事業年度の要約損益計算書 

  （自 平成17年 ３月 １日 （自 平成18年 ３月 １日 （自 平成17年３月 １日 

至 平成17年11月30日） 至 平成18年11月30日）     至 平成18年２月28日）

百分比百分比 百分比注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 区分 

（％）（％） （％）

Ⅰ 売上高   2,187,880 100.0 1,862,677 100.0  2,778,675 100.0

Ⅱ 売上原価   1,168,275 53.4 875,308 47.0  1,478,561 53.2

売上総利益   1,019,605 46.6 987,369 53.0  1,300,113 46.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,202,687 55.0 1,170,487 62.8  1,614,671 58.1

営業損失   △183,082 △8.4 △183,118 △9.8  △314,557 △11.3

Ⅳ 営業外収益         2,363 0.1 3,248 0.2  2,911 0.1

Ⅴ 営業外費用         34,527 1.5 8,172 0.5  76,343 2.8

   経常損失   △215,246 △9.8 △188,042  △387,989△10.1 △14.0

Ⅵ 特別利益          － － 10,725 0.6  － －

Ⅶ 特別損失          6,769 0.3 13,009 0.7  6,769 0.2

   税引前第３四半期（当

期）△純損失 
  △222,015 △190,326 △10.2  △394,758△10.1 △14.2

法人税、住民税及び 
 2,694 8,910  11,871 

事業税 

－過年度法人税等  △4,587  △4,587 

－法人税等調整額  29,545 27,651 1.3 8,910 0.5 29,545 36,829 1.3

第３四半期（当期） 
  △249,667 △199,237 △10.7  △431,587△11.4 △15.5

△純損失 

－   前期繰越利益   72,551   72,551

   第３四半期（当期）△未

処理損失 
－  △177,115   △359,036
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