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１．平成19年２月期の業績（平成18年３月１日～平成19年２月28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  当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

19年２月期 2,391 △13.9 △296 － △310 － △648 －

18年２月期 2,778 △13.9 △314 － △387 － △431 －

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
経常利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年２月期 △26,800 75 － － △90.1 △23.2 △13.0

18年２月期 △64,959 04 － － △73.6 △41.5 △14.0

（注）①期中平均株式数 19年２月期 24,201 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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前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

19年２月期 1,550 662 38.7 12,728 15

18年２月期 1,131 839 74.2 106,049 74

（注）①期末発行済株式数 19年２月期 47,152 株 18年２月期 7,920 株

②期末自己株式数 19年２月期 － 株 18年２月期 － 株

２．平成20年２月期の業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 1,535 29 29

通期 3,021 69 57

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　2,506円79銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当
率（％）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 － － － － － － － － －

20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、決算短信（連結）の添付資料の８ページを参照して下さい。
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７．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  

前事業年度
（平成18年２月28日）

当事業年度
（平成19年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

　１．現金及び預金   665,992   541,435   

　２．売掛金   215,963   206,715   

　３．商品   1,901   9,756   

　４．原材料   3,581   22,010   

　５．仕掛品   13,313   4,510   

　６．貯蔵品   1,596   1,872   

　７．前払費用   31,558   16,802   

  ８．未収入金   ―   24,085   

  ９．未収消費税等   19,749   ―   

　10．その他   1,146   19,400   

　　　貸倒引当金   △7,489   △7,919   

　　流動資産合計   947,313 83.7  838,669 54.1 △108,644

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

　１．建物  9,458   11,199    

　　　減価償却累計額 ※1 2,150 7,308  4,270 6,929   

　２．工具器具備品  17,592   24,991    

　　　減価償却累計額 ※1 10,921 6,671  14,305 10,686   

　　有形固定資産合計   13,979 1.2  17,615 1.1 3,635

(2）無形固定資産         

　１．ソフトウェア   9,209   7,379   

　２．電話加入権   529   403   

　３．ライセンス   26,250   ―   

　　無形固定資産合計   35,988 3.2  7,783 0.5 △28,205

(3）投資その他の資産         

　１．投資有価証券   12,500   27,202   

　２．関係会社株式 ※2  65,300   617,706   

　３．出資金   500   ―   

　４．破産更生債権等   6,565   8,452   

　５．長期前払費用   1,399   1,533   

　６．敷金保証金   54,039   40,306   

　７．その他   954   ―   

　　　貸倒引当金   △6,565   △8,452   

　　投資その他の資産合計   134,694 11.9  686,748 44.3 552,053

　　固定資産合計   184,662 16.3  712,147 45.9 527,484

　　資産合計   1,131,976 100.0  1,550,816 100.0 418,840
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前事業年度
（平成18年２月28日）

当事業年度
（平成19年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

　１．買掛金   64,925   74,132   

　２．短期借入金   ―   585,000   

　３．未払金   141,593   168,123   

　４．未払費用   1,670   1,023   

　５．未払法人税等   13,150   12,951   

　６．未払消費税等   ―   4,916   

　７．前受金   3,380   8,615   

　８．預り金   7,628   5,627   

　９．賞与引当金   14,300   8,497   

　10．売上値引引当金   3,571   4,500   

　11．アフターコスト引当金   28,500   6,500   

　12．受注工事損失引当金   4,200   400   

  13. 新株予約権   9,100   ―   

　14．その他   42   2,327   

　　流動負債合計   292,062 25.8  882,615 56.9 590,552

Ⅱ　固定負債         

　１．繰延税金負債   ―   3,561   

　２．その他   ―   2,012   

　　固定負債合計   ― ―  5,573 0.4 5,573

　　負債合計   292,062 25.8  888,188 57.3 596,125
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前事業年度
（平成18年２月28日）

当事業年度
（平成19年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）         

Ⅰ　資本金　 　　　　 ※3  555,075 49.0  ― ― △555,075

Ⅱ　資本剰余金         

　１．資本準備金  533,875   ―    

　　資本剰余金合計   533,875 47.2  ― ― △533,875

Ⅲ　利益剰余金         

　１．任意積立金         

　（1）別途積立金  110,000   ―   △110,000

　２．当期未処理損失  359,036   ―   359,036

　　利益剰余金合計   △249,036 △22.0  ― ― 249,036

　　資本合計   839,913 74.2  ― ― △839,913

　　負債資本合計   1,131,976 100.0  ― ― △1,131,976

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   ― ―  756,904 48.8 756,904

２．資本剰余金         

（1）資本準備金  ―   735,704    

　資本剰余金合計   ― ―  735,704 47.5 735,704

３．利益剰余金         

（1）その他利益剰余金         

 　別途積立金  ―   110,000    

 　繰越利益剰余金  ―   △1,007,640    

　利益剰余金合計   ― ―  △897,640 △57.9 △897,640

株主資本合計   ― ―  594,968 38.4 594,968

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  ― ―  5,188 0.3 5,188

評価・換算差額等合計   ― ―  5,188 0.3 5,188

Ⅲ　新株予約権   ― ―  62,470 4.0 62,470

純資産合計   ― ―  662,628 42.7 662,628

負債純資産合計   ― ―  1,550,816 100.0 1,550,816
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(2）損益計算書

 
 

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高  ※1        

１．施工売上高  2,564,689   2,156,529    

２．商品売上高  213,986 2,778,675 100.0 235,398 2,391,927 100.0 △386,748

Ⅱ　売上原価         

１．施工売上原価  1,344,729   987,170    

２．商品売上原価         

(1) 商品期首たな卸高  1,337   1,901    

(2) 当期商品仕入高  134,396   141,531    

　　　　　　小計  135,733   143,432    

(3) 商品期末たな卸高  1,901   9,756    

　　　　　　差引  133,832 1,478,561 53.2 133,676 1,120,846 46.9 △357,715

売上総利益   1,300,113 46.8  1,271,081 53.1 △29,032

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．販売手数料  268,764   275,528    

２．貸倒損失  4,520   1,892    

３．貸倒引当金繰入額  10,651   10,596    

４．役員報酬  109,050   90,074    

５．給与手当  605,319   547,660    

６．賞与  25,105   6,750    

７．賞与引当金繰入額  10,211   6,020    

８．退職給付費用  ―   34,923    

９．法定福利費  89,171   86,197    

10．減価償却費  10,903   22,084    

11. 地代家賃  84,480   83,935    

12. 支払報酬  ―   88,487    

13．アフターコスト引当
　　金繰入額

 28,500   2,159    

14．その他  367,992 1,614,671 58.1 310,783 1,567,095 65.5 △47,576

営業損失   314,557 △11.3  296,014 △12.4 18,543
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前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  2   506    

２．受取配当金  ―   6    

３．受取保険金  1,056   ―    

４．保険解約益  ―   735    

５．受取手数料 ※2 658   2,183    

６．受取祝い金  910   ―    

７．その他  285 2,911 0.1 1,260 4,691 0.2 1,780

Ⅴ　営業外費用         

　１．支払利息  633   6,351    

２．新株発行費  50,739   ―    

３. 株式交付費　  ―   12,674    

４．上場関連費用  24,970   ―    

５. その他　　  ― 76,343 2.8 259 19,285 0.8 △57,058

経常損失   387,989 △14.0  310,607 △13.0 △77,381

Ⅵ　特別利益         

  １．アフタ-コスト引当
　　　金戻入益　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　

 ―   10,725    

　２．その他  ― ― ― 123 10,848 0.5 10,848

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売却損 ※3 139   13    

２．固定資産除却損 ※4 6,629   6,784    

３．減損損失 ※5 ―   21,498    

４. 関係会社株式評価損  ―   280,729    

５．その他  ― 6,769 0.2 29,752 338,778 14.2 332,009

税引前当期純損失   394,758 △14.2  638,538 △26.7 △243,779

法人税、住民税及び
事業税

 11,871   10,066    

過年度法人税等  △4,587   ―    

法人税等調整額  29,545 36,829 1.3 ― 10,066 0.4 △26,762

当期純損失   431,587 △15.5  648,604 △27.1 △217,017

前期繰越利益   72,551   ―   

当期未処理損失   △359,036   ―   
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　　施工売上原価明細書

  
前事業年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　材料費         

１．材料期首たな卸高  9,059   3,581    

２．当期材料仕入高  504,730   383,875    

　　　　小計  513,789   387,456    

３．材料期末たな卸高  3,581 510,208 37.9 22,010 365,445 37.0 △144,762

Ⅱ　外注加工費   374,393 27.9  249,470 25.3 △124,922

Ⅲ　労務費         

１．給与手当  244,646   201,730    

２．賞与引当金繰入額  4,057   2,477    

３．退職給付費用  ―   8,216    

４．法定福利費  36,707   26,540    

５．その他  18,435 303,847 22.6 4,998 243,963 24.7 △59,884

Ⅳ　経費         

１．地代家賃  28,411   29,640    

２．賃借料  ―   12,532    

３．旅費交通費  31,816   29,035    

４．車輌費  15,467   12,151    

５．消耗品費  13,248   14,980    

６．業務委託費  ―   20,122    

７．受注工事損失引当金繰
入額

 4,200   400    

８．その他  63,137 156,280 11.6 9,428 128,291 13.0 △27,989

　当期施工売上原価   1,344,729 100.0  987,170 100.0 △357,559

         

　（注）当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算を採用しております。
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(3）株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

株主資本

資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月１日　残高
（千円） 555,075 533,875 533,875 110,000 △359,036 △249,036 839,913

事業年度中の変動額

新株の発行 150,002 150,002 150,002    300,004

新株予約権の発行        

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

新株予約権の失効        

当期純損失     △648,604 △648,604 △648,604

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）

       

事業年度中の変動額合計
（千円） 201,829 201,829 201,829 － △648,604 △648,604 △244,945

平成19年２月28日　残高
（千円） 756,904 735,704 735,704 110,000 △1,007,640 △897,640 594,968

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月１日　残高
（千円） － － 9,100 849,013

事業年度中の変動額

新株の発行    300,004

新株予約権の発行   54,789 54,789

新株予約権の行使   △1,295 102,360

新株予約権の失効   △123 △123

当期純損失    △648,604

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）

5,188 5,188  5,188

事業年度中の変動額合計
（千円） 5,188 5,188 53,370 △186,385

平成19年２月28日　残高
（千円） 5,188 5,188 62,470 662,628
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(4）キャッシュ・フロー計算書

当事業年度は連結財務諸表を作成しているため、当事業年度については、連結

財務諸表に記載しております。
 

 
前事業年度

（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）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純損失（△）  △394,758

減価償却費  13,732

貸倒引当金の増加額  1,994

売上値引引当金の増加額  3,571

受注工事損失引当金の増加額  4,200

アフターコスト引当金の増加額  28,500

賞与引当金の減少額（△）  △2,220

有形固定資産売却損  139

有形固定資産除却損  6,629

新株発行費  50,739

受取利息  △2

支払利息  633

売上債権の減少額  148,300

たな卸資産の減少額  255

前払費用の増加額（△）  △10,130

仕入債務の減少額（△）  △21,462

未収消費税等の増加額（△）  △19,749

未払消費税等の減少額（△）  △31,692

未払金の減少額（△）  △23,377

その他  3,615

小計  △241,080

利息の受取額  2

利息の支払額  △633

法人税等の支払額  △91,993

営業活動によるキャッシュ・フロー  △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  △1,003

有形固定資産の売却による収入  50

無形固定資産の取得による支出  △32,286

投資有価証券の取得による支出  △12,500

関係会社株式の取得による支出  △65,300

敷金保証金の差入による支出  △1,816

敷金保証金の返還による収入  666

長期前払費用の増加額（△）  △540

その他  △1,209

投資活動によるキャッシュ・フロー  △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  550,000

短期借入金の返済による支出  △550,000

新株予約権の発行による収入  9,100

株式の発行による収入  909,560

配当金の支払額  △20,979

財務活動によるキャッシュ・フロー  897,681

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  450,037

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  215,954

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高  665,992
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(5）損失処理計算書

前事業年度

株主総会承認日

（平成18年５月26日）

区分
注記

記号
金額（千円）

Ⅰ 当期未処理損失 359,036

Ⅱ 利益処分額   

 １．配当金 ―  

 ２．任意積立金   

 　別途積立金 ― ―

Ⅱ 次期繰越損失 359,036
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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

当事業年度 
（自　平成18年３月１日 
至　平成19年２月28日） 

当社は、前事業年度314百万円、当事業年度295百万円の

営業損失を、また前事業年度333百万円、当事業年度262百

万円とマイナスの営業キャッシュ・フローを継続しており

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。

当事業年度に入り、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）の強化を行いましたが、耐震偽装問題や首都圏の地価

高騰による買い控えなどにより、当事業年度は、新築マン

ションの販売戸数が減少したことのほか、前事業年度から

引き続く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、

抜本的な収益の改善が達成できませんでした。その結果、

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、当社は、収益性と営業キャッ

シュ・フローの改善に向け引き続き、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んでいくことの

ほか、以下のようなコスト削減を中心とした収益性の改善

を図ってまいります。

すなわち、新経営陣によるコンパクトな事業展開を推進

し、以下の施策を実施いたします。

  ①グループ会社を含めた社内要員の柔軟なシフトや短期

労働力の積極的な活用

②株式会社アルデプロプロパティマネジメントとの業務

提携解消

③不採算支店の統廃合

④購買部の設置による材料費、外注費を中心とした原価

削減

⑤家賃をはじめとした本社費の削減

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。

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財務諸表には反映しておりませ

ん。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１. 有価証券の評価基準及

　　 び評価方法

(1）子会社株式

　　移動平均法による原価法

(1）子会社株式

　　移動平均法による原価法

(2）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

(2）その他有価証券

　　時価のあるもの

決算日の市場価額等に基づく時価法（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

２. たな卸資産の評価基準

 　  及び評価方法

(1) 商品

　　先入先出法による原価法

(2) 原材料

　　先入先出法による原価法

(3) 仕掛品

　　個別法による原価法

(4) 貯蔵品

　　最終仕入原価法

(1）商品

同左

(2）原材料

同左

(3）仕掛品

同左

(4）貯蔵品

同左

３. 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

 (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

４．繰延資産の処理方法 新株発行費

　支出時に全額費用処理しております。

 

――

  

――

 株式交付費

　支出時に全額費用処理しております。 
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項目
前事業年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

５．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

 (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。

(2) 賞与引当金

同左

 (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、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
前事業年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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。

(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

当期純損失が、28,500千円増加してお

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) 受注工事損失引当金

同左

６．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

７．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。

──────

８．その他財務諸表作成の

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。

消費税等の会計処理

同左
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財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

―― （固定資産の減損に係る会計基準）

当事業年度より、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、

税引前当期純損失は17,258千円増加しております。

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規

則に基づき、減価償却累計額に含めて表示しております。

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

当事業年度から「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600,157千円で

あります。

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しています。

 

(ストックオプション等に対する会計基準）

　当事業年度より「ストックオプション等に関する会計

基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）及び

「ストックオプション等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31日）を適

用しております。

 これにより、営業損失及び経常損失は3,909千円増加し、

税引前当期純損失は3,785千円増加しております。

 

（企業結合に係る会計基準）

当事業年度より、「企業結合に係る会計基準」（企業会

計審議会　平成15年10月31日）及び「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

委員会　平成17年12月27日　企業会計基準適用指針第10

号）に準じた方法で会計処理を行っております。

　これにより損益に与える影響はありません。 

 

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い） 

当事業年度より、「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　実務対応報告第19号　平

成18年８月11日）を適用しております。

　これにより、前事業年度まで新株の発行に係る費用は

「新株発行費」として表示しておりましたが、当事業年度

より「株式交付費」として表示しております。
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

（貸借対照表）

　前事業年度まで投資その他の資産の「その他」に含めて

表示しておりました「出資金」については、金額的重要性

が増したため、区分掲記しております。

　なお、前事業年度末の「出資金」は10千円であります。

 

（損益計算書）

　前事業年度まで販売費及び一般管理費の「その他」に含

めて表示しておりました「地代家賃」については、販売費

及び一般管理費の合計額の100分の５を超えたため、区分掲

記しております。

　なお、前事業年度の「地代家賃」は65,014千円でありま

す。

（貸借対照表）

　前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示して

おりました「未収入金」については、資産の総額の100分の

１を超えたため、区分掲記しております。

　なお、前事業年度末の「未収入金」は744千円でありま

す。

（損益計算書）

　前事業年度まで販売費及び一般管理費の「その他」に含

めて表示しておりました「支払報酬」については、販売費

及び一般管理費の合計額の100分の５を超えたため、区分掲

記しております。

　なお、前事業年度の「支払報酬」は、52,643千円であり

ます。

　前事業年度まで区分掲記しておりました「受取保険金」

（当期341千円）は、営業外収益の総額の100分の10以下と

なったため、営業外収益の「その他」に含めて表示するこ

とにしております。

（施工売上原価明細書）

　前事業年度まで経費の「その他」に含めて表示しており

ました「賃借料」については、重要性が増したため、区分

掲記しております。

　なお、前事業年度の「賃借料」は12,741千円でありま

す。

　前事業年度まで経費の「その他」に含めて表示しており

ました「業務委託費」については、重要性が増したため、

区分掲記しております。

　なお、前事業年度の「業務委託費」は37,181千円であり

ます。

追加情報

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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16年４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3,985千円増加し、営

業損失、経常損失及び税引前当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

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年２月28日）

当事業年度
（平成19年２月28日）

 ※１　　　　　　　　　――

 

 ※１　減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示

しております。

 ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　

関係会社株式は平成18年３月１日に設立する子会社

に対する新株式払込金であります。

 ※２　　　　　　　　　――　

 ※３　授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数  普通株式  25,880株

発行済株式総数 普通株式　 7,920株

 ※３　　　　　　　　　――　

 　４　資本の欠損

 　　　資本の欠損の額は、249,036千円であります。

 　４　　　　　　　　　――
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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 3,571千円

 ※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 4,500千円

 ※２　　　　　　　　―――  ※２　関係会社項目

受取手数料 1,578千円

 ※３　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

車輌運搬具 139千円

 ※３　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

電話加入権 13千円

 

 ※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

車輌運搬具     6,450千円

ソフトウェア 179千円

 ※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 4,557千円

建物附属設備 1,403千円

工具器具備品 391千円

撤去費用 432千円

 

 ※５　　　　　　　　―――

  

  

 ※５　減損損失の内訳は次のとおりであります。

事業用

資産

東京都新宿区
建物附属設

備、工具器

具備品、電

話加入権、

ライセンス

及びリース

資産 

11,429 千円

東京都小平市 3,301 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

事業用資産　 計 21,498 千円

合　　計 21,498 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、ライフアップ事業の収益性が悪化

したため、また、ＩＴ事業の黒字化の目処が立たない

ため当該事業資産を回収可能価額まで減額し、減損損

失(21,498千円)として特別損失に計上しております。

 

 減損損失の内訳は以下のとおりであります。  

建物附属設備 2,885 千円

工具器具備品 792 千円

電話加入権 99 千円

ライセンス 11,250 千円

リース資産 6,468 千円

 計 21,498 千円

回収可能価額は、正味売却価額及び使用価値により

算定しております。
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末
株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普通株式 ―― ―― ―― ――

合計 ―― ―― ―― ――

（キャッシュ・フロー計算書関係）

　当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、

当連結会計年度については、連結財務諸表に記載しており

ます。

 

前事業年度
（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

　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(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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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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

(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 9,594 143 9,450

合計 9,594 143 9,450

 

 

 

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
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

車輌運搬具 18,880 4,829 6,468 7,581

合計 18,880 4,829 6,468 7,581

 

 

(2)未経過リース料期末残高相当額 (2)未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘

定期末残高

１年内 1,603千円

１年超    7,862千円

計     9,465千円

１年内 4,508千円

１年超 8,522千円

計 13,030千円

  

リース資産減損勘定期末残高 4,240千円

  

(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

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

支払リース料 4,609千円

リース資産減損勘定の取崩額 2,228千円

減価償却費相当額 3,953千円

支払利息相当額 811千円

減損損失 6,468千円

  

(4)減価償却費相当額の算定方法 (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。

 

同左

 

(5)利息相当額の算定方法 (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。

 

同左

 

２．オペレーティングリース取引 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

計      1,638千円

 

１年内 546千円

１年超 ―

計 546千円
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（有価証券関係）

   　前事業年度（自　平成17年３月１日　至　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

(2)その他有価証券

非上場株式

65,300

 

12,500

当事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

　　子会社株式で時価のあるものはありません。

 

 

（デリバティブ取引関係）

前事業年度
（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

当事業年度 
（自　平成18年３月１日 
至　平成19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。

当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、

当連結会計年度については、連結財務諸表の注記事項とし

て記載しております。

 

 

（退職給付関係）

前事業年度
（平成17年３月１日）

（平成18年２月28日）

当事業年度 
（平成18年３月１日） 

（平成19年２月28日） 

当社は退職金制度を設けておりませんので、該当事項は

ありません。

　当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、

当連結会計年度については、連結財務諸表の注記事項と

して記載しております。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：千円） （単位：千円）

繰延税金資産 繰延税金資産（流動）

貸倒引当金損金算入限度超過額 5,673

賞与引当金繰入超過額 5,819

賞与引当に係る社会保険料否認 1,553

商品評価損否認 115

原材料評価損否認 1,468

繰延資産償却限度超過額 86

未払事業税否認額 1,224

値引引当金繰入超過額 1,453

アフターコスト引当金繰入超過 11,597

受注工事損失引当金繰入超過 1,709

繰越欠損金 157,010

繰延税金資産合計 187,712

評価性引当額 △187,712

繰延税金資産の純額 －

貸倒引当金損金算入限度超過額（流動） 3,223

賞与引当金繰入超過額 3,458

賞与引当に係る社会保険料否認 416

商品評価損否認 115

原材料評価損否認 1,468

未払事業税否認額 3,602

値引引当金繰入超過額 1,831

アフターコスト引当金繰入超過 2,645

受注工事損失引当金繰入超過 162

繰延税金資産（流動）小計 16,925

評価性引当額 △16,925

繰延税金資産（流動）合計 －

  

 繰延税金資産（固定）

貸倒引当金損金算入限度超過額（固定） 4,108

関係会社株式評価損 114,256

減損損失 8,749

繰越欠損金 149,116

繰延税金資産（固定）小計 276,232

評価性引当額 △276,232

繰延税金資産（固定）合計 －

  

 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △3,561

繰延税金負債の純額 △3,561

 

繰延税金資産の純額 △3,561

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 税引前当期純損失を計上しているため、記載しており

ません。

 税引前当期純損失を計上しているため、記載しており

ません。

（持分法損益等）

前事業年度
（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

当事業年度 
（自　平成18年３月１日 
至　平成19年２月28日） 

該当事項はありません。 　当事業年度は連結財務諸表を作成しているため、記載し
ておりません。 
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〔関連当事者との取引〕

前事業年度（自平成17年３月１日　至平成18年２月28日）

（1）役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容
取引の内
容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 福岡浩二 ― ―
当社代表取

締役

(被所有）

直接  0.9 
― ―

新株予約

権の引受

(注)1

4,200 ― ―

（注）１．平成17年12月６日開催の取締役会で決議された平成17年12月28日発行の新株予約権の引受であります。

３．上記金額の取引金額には、消費税等は含まれておりません。

当事業年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

連結財務諸表の注記として記載しております。

 

 

 

（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

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

１株当たり純資産額 12,728円15銭

１株当たり当期純損失金額 26,800円76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。

　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。

　当社は、平成18年９月１日付で株式１株を５株とする

株式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における１株当たり情報については、以

下のとおりであります。

１株当たり純資産額 21,209円95銭

１株当たり当期純損失金額 12,991円81銭

 

　（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。

項　　目
前事業年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当期純損失（千円） 431,587 648,604

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） 431,587 646,604

期中平均株式数（株） 6,644 24,201

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1,300個）

新株予約権３種類

（新株予約権の数1,809個）
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（重要な後発事象）

前事業年度

（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

当事業年度

（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28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）

１．新株予約権の取得及び消却

 

当社は、平成19年３月27日開催の臨時取締役会において、第３

回新株予約権の取得及び消却を決議いたしました。

当社は、平成19年２月２日開催の取締役会において「第３回新株

予約権の発行」について決議いたしましたが、本新株予約権の割

当先からの資金調達を継続することは困難であり、また、多数の

潜在株の存在を放置しおくことを避けるため、「本新株予約権の

取得の事由及び取得の条件」にもとづき、本新株予約権を取得し

消却することといたしました。

名称 株式会社アライヴ コミュニティ

　　　　　第３回新株予約権

発行総数　400個

取得総数　400個

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。

但し、取得日以前に割当先より行使請求がなされた場合、行

使請求がなされた個数は取得総数より控除されます。

取得価格　本新株予約権１個あたり71,250円

          　（総額28,500千円）

取得日　　平成19年５月１日

取得後の取扱　全部を取得日に消却する。

 

２．第３回新株予約権の行使

銘柄名　株式会社アライヴ コミュニティ

　　　　　第３回新株予約権

行使日　平成19年３月28日 　

行使数  20個

交付株式数 　4,863株

行使価額　 20,563円 

行使価額　 99,997,869円

未行使新株予約権   380個

資本組入額の総額　50,748,935円

資本組入後の資本金　807,653,830円

（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

   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

 ３．株式会社アルデプロプロパティマネジメントとの業務提携の解

消

当社は、平成18年８月10日に株式会社アルデプロプロパティマ

ネジメントとの業務提携を平成19年４月２日付で解消いたしまし

た。

(1)　業務提携解消理由

当社は、平成18年8月10日付で、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契約を締結しましたが、今期において事

業の再構築による収益体質の改善を図るため、利益率の高いコー

ティング事業を中心とした、確立された事業モデルへの集中的な

資本投下を行なう方針であり、株式会社アルデプロプロパティマ

ネジメントとの業務提携に基づく事業展開は、現段階において収

益体質の改善に資するものではないと判断したためであります。

(2)　業務提携解消内容

アルデプロが仕入れた不動産物件およびAPMが管理する物件の

内外装にかかる改修工事・リフォーム工事

アルデプロが販売する物件およびAPMが管理する物件について、

当社のコーティング、インテリア商品等の商品・サービスの顧客

への提供

住宅産業におけるノウハウの共有、新たなシナジーの発揮でき

る事業分野での協業の推進
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前事業年度

（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

当事業年度

（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日）

 ４．代表者の異動に関する事項

当社は平成19年3月27日開催の臨時取締役会において、資本政

策の見直しと事業の立て直しを図るために、代表者の異動につい

て下記のとおり決議いたしました

 

氏名 新役職名 旧役職名

柴田 秀 代表取締役社長 専務取締役事業統括本部長 

福岡 浩二 取締役 代表取締役社長

 

５．第３回新株予約権の行使

 銘柄名　株式会社アライヴ コミュニティ

　　　　　 第３回新株予約権

 行使日　平成19年４月９日 

 行使数  100個

 交付株式数 　25,000株

 行使価額　 500,000,000円

 未行使新株予約権   280個

 資本組入額の総額　253,750,000円

 資本組入後の資本金　1,061,403,830円
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