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（百万円未満切捨て）  

１．平成20年２月期第３四半期の連結業績（平成19年３月１日 ～ 平成19年11月30日） 
(1) 連結経営成績                            （％表示は対前年同四半期増減率） 

 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   ％

20年2月期第３四半期 3,205 20.8 325  － 271  － 51  －
19年2月期第３四半期 2,652  － △221  － △224  － △268  －

19年２月期 3,441  － △363  － △379  － △756  －
 

 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 

円    銭 円    銭

20年2月期第３四半期 5,399    38 659    62
19年2月期第３四半期 △6,729  27 －  －

19年２月期 △31,267  00 －  －
（注）１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率であります。 

２．平成 19 年2月期は、連結財務諸表作成初年度のため、対前年同四半期比及び対前年期比については記載しておりま

せん。 
３．前期及び前年同四半期の潜在株式調整後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。 

４．平成19年９月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合を行っております。株式併合が前期首に行われたと仮定

した場合の平成19年２月期第３四半期の1株当たり四半期純損失は67,292円70銭、平成19年２月期の１株当たり

当期純損失は312,669円87銭であります。 

５．期中平均株式数 平成20年２月期第３四半期 9,603株 平成19年２月期第３四半期 39,930株 

             平成19年２月期      24,201株 
 
(2) 連結財政状態 

 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

20年2月期第３四半期 2,319  1,745  73.3   134,831    38 
19年2月期第３四半期 1,733  710  38.9   16,649  13 

19年２月期 1,594  561  30.9   10,440  88 
（注）１．平成19年９月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合を行っております。 

２．発行済株式数 平成20年２月期第３四半期 12,618株 平成19年２月期第３四半期 40,525株 
            平成19年２月期      47,152株 
 
(3) 連結キャッシュ・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
期 末 残 高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年2月期第３四半期 △4   △218   476    894   
19年2月期第３四半期 △149  △596  445   445  

19年２月期 △228  △592  716   641  
 
２．配当の状況 

 1株当たり配当金 

（基準日） 第３四半期末 

20年2月期第３四半期 
  円   銭

―   ― 
19年2月期第３四半期 ―   ― 
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３．平成20年２月期の連結業績予想（平成19年３月１日 ～ 平成20年２月29日） 
（％表示は，通期は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円    銭

通     期 4,200 22.0 380  － 280  － 45  － 507  90
 
４．その他 

  
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子

会社の異動） 
： 無 

 
(2) 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 
(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 
（注）詳細は，12ページ「四半期連結財務諸表作成のための重要な事項の変更」をご覧ください。 

(4) 会計監査人の関与 ： 無 
 
５．個別業績の概要（平成19年３月１日 ～ 平成19年11月30日） 
(1) 個別経営成績                            （％表示は対前年同四半期増減率） 

 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   ％

20年2月期第３四半期 1,783  △4.2 △57  68.8 △104  44.7 △114  42.7
19年2月期第３四半期 1,862 △14.8 △183  △0.0 △188  12.6 △199  20.2

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

 １株当たり四半期 

（当期）純利益 

円    銭

20年2月期第３四半期 △11,942  84
19年2月期第３四半期 △4,989  66

19年２月期 △26,800  75
 
(2) 個別財政状態 

 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

20年2月期第３四半期 1,927 1,663 85.2  41,160  38
19年2月期第３四半期 1,626 773 45.8  19,075  08

19年２月期 1,550 662 38.7  12,728  15
 
６．平成20年２月期の個別業績予想（平成19年３月１日 ～ 平成20年２月29日） 

（％表示は，通期は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円    銭

通     期 2,300 △3.8 △80  － △160  － △160  － △1,805  87
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明，その他特記事項 
   本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間(平成19年３月１日～平成19年11月30日)における我が国経済は、低所得者向け

高金利型住宅ローン(サブプライムローン)問題による米国経済の減速懸念や、原油を始めとした原材料価格の高

騰による企業収益の圧迫懸念が強まり、国内に大きなリスク要因が見当たらない中で、不安定感を少なからず与

えております。 

当社グループの既存事業と密接に関連する新築マンション市場、特に首都圏マンション市場においては、平成

19年６月20日に施行されました改正建築基準法による新設住宅着工戸数の落ち込み、高止まり続ける地価と原

材料価格による販売価格の高騰、金利先高観などの要因があいまって、発売戸数と契約率の低迷が続いておりま

す。また今後首都圏マンション市場は、来年末にかけて持ち直すと思われますが、住宅投資の出口である発売戸

数の低迷は当分の間続くものと思われます（ご参考：『首都圏マンション市場予測』2005年供給実績：８万4,148

戸(前年比1.5％減) 2006年供給実績：７万4,463戸(前年比11.5％減) 2007年供給予測：６万331戸(前年比

19.0％減)  2008年供給予測：５万4,000戸(前年比10.5％減) 出典㈱不動産経済研究所）。 

このような状況において当社グループは、平成 19 年７月 10 日に開示いたしました｢中期経営計画について｣

に記載のとおり、新築マンション市場の苦境の中、既存事業の効率化と再構築および周辺事業領域での収益獲得

を戦略方針の中心に据え、効率的な拠点網の構築のための支店の統廃合、中古リノベーション事業やリゾート会

員権の販売などの周辺事業領域への本格的な参入による販路の拡大などの施策を推進してまいりました。その結

果、既存事業の収益性は向上し、また前期に取得した子会社の収益化を達成することができました。 

これらの結果、当第３四半期の連結業績は、売上高3,205百万円（前年同期比20.8％増）、営業利益325百万

円（前年同期は221百万円の営業損失）、経常利益271百万円（前年同期は224百万円の経常損失）、四半期純利

益51百万円（前年同期は268百万円の四半期純損失）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、2,319百万円となりました。主なものは、現金及び預金904 百

万円、受取手形及び売掛金457百万円及び、のれん253 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、1,745百万円となりました。主なものは、資本金1,337 百万円、

資本剰余金1,316百万円、利益剰余金△953百万円であります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、平成19年10月12日に発表いたしました業績予想に変更はございません。

一方で上述のとおり、地価や金利、政策などに起因する新築マンション市場の低迷など、複数要因が連鎖してい

る不動産市場の混迷は今後も続くものと思われ、業績に影響を与えるリスクの顕在可能性は一層高まっておりま

す。当社グループといたしましては、これら外的要因に対処し得る組織体を構築し、平成19年７月10に開示し

ております｢中期経営計画について｣に記載の業績イメージを確実に達成するために、既存事業の徹底的な効率化

を図る一方で、今後抜本的な事業の再編を進めていく所存であります。 
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４．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 
 前第３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末 前連結会計年度の要約連結貸借対照表 

 （平成18年11月30日） （平成19年11月30日） （平成19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   469,258 904,549  666,636

２．受取手形及び売掛金   235,177 457,995  284,994

３．たな卸資産   87,845 241,905  75,790

４．その他   85,249 96,221  80,163

  貸倒引当金   △7,427 △18,058  △9,396

流動資産合計   870,104 50.2 1,682,613 72.5  1,098,188 68.9

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産          51,461 3.0 50,659 2.2  50,567 3.2

２．無形固定資産    

(1) のれん  594,550 253,466 296,830 

(2) その他  23,510 618,060 35.6 6,147 259,614 11.2 7,872 304,702 19.1

３．投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  － 220,710 30,188 

(2) その他  204,045 116,442 120,327 

貸倒引当金  △9,959 194,085 11.2 △10,273 326,879 14.1 △9,867 140,648 8.8

固定資産合計   863,607 49.8 637,154 27.5  495,919 31.1

資産合計   1,733,711 100.0 2,319,767 100.0  1,594,107 100.0

    

    

 前第３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末 前連結会計年度の要約連結貸借対照表 

 （平成18年11月30日） （平成19年11月30日） （平成19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   60,872 84,410  76,289

２．短期借入金   600,000 －  585,000

３．一年内返済予定長期 

借入金 
  62,700 －  28,825

４．未払金   172,966 216,452  231,953

５．未払法人税等   － 161,863  18,316

６．賞与引当金   10,366 18,974  12,767

７．売上値引引当金   3,600 6,998  4,500

８．ｱﾌﾀｰｺｽﾄ引当金   5,000 2,815  6,500

９．その他                94,414 75,374  55,608

流動負債合計   1,009,920 58.2 566,888 24.4  1,019,759 64.0

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金   5,162 －  820

２．退職給付引当金   4,894 6,079  5,348

３．その他   3,249 1,774  6,425

固定負債合計   13,305 0.8 7,853 0.4  12,594 0.8

負債合計   1,023,226 59.0 574,741 24.8  1,032,353 64.8
    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   606,902 35.0 1,337,615 57.7  756,904 47.5

２．資本剰余金   585,702 33.8 1,316,415 56.7  735,704 46.2

３．利益剰余金   △517,735 △29.9 △953,878 △41.1  △1,005,728 △63.1

株主資本合計   674,869 38.9 1,700,152 73.3  486,881 30.6

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価 

差額金 
  △163 0.0 1,149 0.0  5,427 0.3

評価・換算差額等合計   △163 0.0 1,149 0.0  5,427 0.3

Ⅲ 新株予約権   28,685 1.7 21,642 0.9  62,470 3.9

Ⅳ 少数株主持分   7,094 0.4 22,080 1.0  6,974 0.4

純資産合計   710,485 41.0 1,745,025 75.2  561,753 35.2

負債純資産合計   1,733,711 100.0 2,319,767 100.0  1,594,107 100.0
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(2) 四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 
前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 
 

（自 平成18年３月１日 

   至 平成18年11月30日） 

（自 平成19年３月１日 

   至 平成19年11月30日） 

（自 平成18年３月１日 

   至 平成19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   2,652,890 100.0 3,205,866 100.0  3,441,950 100.0

Ⅱ 売上原価   1,391,810 52.5 1,354,412 42.2  1,808,160 52.5

売上総利益   1,261,079 47.5 1,851,453 57.8  1,633,789 47.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

  １．販売手数料  217,317 232,227  277,667 

  ２．貸倒引当金繰入額  9,712 13,645  10,419 

  ３．給与手当  503,595 573,742  636,988 

  ４．賞与引当金繰入額  2,288 5,909  
9,893 

 

５．退職給付費用  5,828 －  － 

  ６．その他  743,881 1,482,624 55.9 700,400 1,525,925 47.6 1,062,672 1,997,639 58.1

営業利益又は営業損失

（△） 
  △221,545 △8.4 325,528 10.2  △363,849 △10.6

Ⅳ 営業外収益           

  １．受取利息  455 1,432  633 

  ２．受取配当金  － 91  56 

  ３．その他  9,641 10,096 0.4 7,661 9,186 0.3 8,740 9,431 0.3

Ⅴ 営業外費用           

  １．支払利息  7,130 2,938  8,544 

２．株式交付費  － 54,153  12,674 

  ３．その他  5,592 12,723 0.5 6,025 63,117 2.0 3,380 24,599 0.7

経常利益又は経常損失

（△） 
  △224,171 △8.5 271,596 8.5  △379,018 △11.0

Ⅵ 特別利益            

  １．固定資産売却益 588  －  588 

  ２．ｱﾌﾀｰｺｽﾄ引当金戻入益 10,725  －  10,725 

３．新株予約権戻入益 －  24,700  － 

  ４．その他 － 11,313 0.5 6,300 31,001 1.0 123 11,436 0.3

Ⅶ 特別損失            

  １．固定資産売却損  419 －  165 

  ２．固定資産除却損  － －  7,870 

３．役員退職慰労金  － 12,000  － 

４．営業拠点統廃合損失   40,667  － 

  ５．減損損失  6,944 3,876  289,027 

  ４．その他  6,233 13,596 0.5 2,490 59,034 1.8 59,265 356,329 10.3

   税金等調整前第３四半期

（当期）純利益又は純損失

（△） 

  △226,455 △8.5 243,563 7.6  △723,911 △21.0

   法人税、住民税及び 

事業税 
 36,884 170,981  15,225 

   法人税等調整額  12,965 49,850 1.9 5,625 176,606 5.5 25,280 40,506 1.2

   少数株主利益又は損失 

（△） 
  △7,605 0.3 15,106 0.5  △7,725 △0.2

   第３四半期（当期） 

純利益又は純損失 

（△） 

  △268,699 △10.1 51,850 1.6  △756,692 △22.0
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(3) 四半期連結株主資本等変動計算書 

   前第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

 

 

6 



㈱アライヴ コミュニティ（1400） 平成 20 年 2 月期 第 3 四半期財務・業績の概況

   
 

 

   当第３四半期連結会計期間（自平成19年３月１日 至平成19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19年２月28日残高（千円） 756,904 735,704 △1,005,728 486,881

第３四半期連結会計期間中の変動額  

 新株の発行  

新株予約権の発行  

新株予約権の行使 580,710 580,710  1,161,421

新株予約権の失効  

当期純利益 51,850 51,850

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） 
580,710 580,710 51,850 1,213,271

平成19年11月30日残高（千円） 1,337,615 1,316,415 △953,878 1,700,152

  

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19年２月28日残高（千円） 5,427 5,427 62,470 6,974 561,753

第３四半期連結会計期間中の変動額  

 新株の発行  

新株予約権の発行 300  300

新株予約権の行使 △16,427  1,144,993

新株予約権の失効 △24,700  △24,700

当期純利益  51,850

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） 
△4,277 △4,277 15,106 10,828

第３四半期連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△4,277 △4,277 △40,827 15,106 1,183,272

平成19年11月30日残高（千円） 1,149 1,149 21,642 22,080 1,745,025
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前連結会計期間（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 

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

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行 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  103,655

新株予約権の失効  

当期純損失 △756,692 △756,692

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動

額（純額） 
 

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
201,829 201,829 △756,692 △353,032

平成19年２月28日残高（千円） 756,904 735,704 △1,005,728 486,881

  

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

連結会計年度中の変動額  

 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  △756,692

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動

額（純額） 
5,427 5,427 6,974 12,401

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
5,427 5,427 53,370 6,974 △287,260

平成19年２月28日残高（千円） 5,427 5,427 62,470 6,974 561,753
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(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 
前連結会計年度の要約連結

キャッシュ･フロー計算書 
 

 

 

（自 平成18年３月１日 

   至 平成18年11月30日）

（自 平成19年３月１日 

   至 平成19年11月30日） 

（自 平成18年３月１日 

   至 平成19年２月28日）

区分 
注記

番号
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     

税金等調整前第３四半期（当期）純利益又

は純損失（△） 
 △226,455 243,563 △723,911 

減価償却費  19,682 8,128 26,962 

減損損失  6,944 3,876 289,027 

のれん償却  63,072 43,363 93,263 

貸倒引当金の増加額  1,273 9,066 4,161 

賞与引当金の増加額（△減少額）  △3,933 6,206 △1,532 

売上値引等引当金の増加額  28 2,498 928 

受注工事損失引当金の減少額  △4,200 △400 △3,800 

ｱﾌﾀｰｺｽﾄ引当金の増加額（△減少額）  △23,500 △3,685 △22,000 

退職給付引当金の増加額（△減少額）  △1,529 731 △1,075 

新株予約権戻入益  － △24,700 － 

固定資産売却益  △588 － △588 

固定資産売却損  － 75 165 

固定資産除却損  419 7,984 6,771 

投資有価証券売却損  181 － － 

投資有価証券評価損  － 2,415 12,047 

株式交付費  2,208 54,153 12,674 

受取利息及び受取配当金  △490 △1,524 △690 

支払利息  7,130 2,938 8,544 

売上債権の減少額（△増加額）  112,839 △173,334 63,115 

たな卸資産の減少額（△増加額）  △66,874 △166,114 △54,819 

前払費用の減少額（△増加額）  － △9,162 15,822 

未収入金の減少額  47,166 △3,593 56,897 

仕入債務の増加額（△減少額）  △77,975 8,120 △62,558 

未払金の増加額  21,971 △9,084 31,920 

前受金の増加額（△減少額）  － △21,405 24,846 

その他  9,253 47,574 15,464 

小計  △113,374 27,690 △208,362 

利息及び配当金の受取額  490 1,161 690 

利息の支払額  △7,948 △2,200 △9,282 

法人税等の支払額  △28,786 △31,089 △11,795 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △149,618 △4,438 △228,750 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

  定期預金の預け入れによる支出  △23,492 △5,894 △14,525 

  定期預金の払戻しによる収入  － 21,508 18,001 

  有形固定資産の取得による支出  △10,026 △26,167 △15,013 

  有形固定資産の売却による収入  197,846 1,508 197,716 

  無形固定資産の取得による支出  △440 △190 △690 

  無形固定資産の売却による収入  732 － 698 

  投資有価証券の取得による支出  △16,000 △200,137 △16,000 

  投資有価証券の売却による収入  1,111 － 1,111 

  関係会社株式の取得による支出  △1,048 － △1,048 

  関係会社株式の清算による収入  － － 10,161 

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 － △741,238 

  敷金保証金の差入による支出  △45,735 △15,657 △48,447 

  敷金保証金の返還による収入  11,302 37,455 14,546 

  貸付による支出  △1,000 △30,000 △1,000 

  貸付金の回収による収入  3,716 1,751 3,473 

  その他  △1,218 △2,706 13 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △596,389 △218,528 △592,241 
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 前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 

前連結会計年度の要約連結 

キャッシュ･フロー計算書 
 

 

 

（自 平成18年３月１日 

   至 平成18年11月30日） 

（自 平成19年３月１日 

   至 平成19年11月30日） 

（自 平成18年３月１日 

   至 平成19年２月28日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

  短期借入金の純増額  417,712 △585,000 402,712 

  株式の発行による収入  101,709 1,090,840 399,658 

  新株予約権の発行による収入  19,321 300 44,820 

  長期借入金の返済による支出  △80,462 △29,645 △118,679 

  社債の償還による支出  △12,500 － △12,500 

財務活動によるキャッシュ・フロー  445,781 476,495 716,012 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  △300,226 253,528 △104,979 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  665,992 641,013 665,992 

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 － 80,000 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  445,766 894,541 641,013 
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(5) 注記事項 

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 前連結会計年度 

項目 （自 平成18年３月１日 

   至 平成18年11月30日） 

（自 平成19年３月１日 

   至 平成19年11月30日） 

（自 平成18年３月１日 

   至 平成19年２月28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)オアシスソリューション 

(株)エルトレード 

東峰実業(株) 

(株)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。 

 

(1) 連結子会社の数 ４社 

  連結子会社の名称 

  (株)オアシスソリューション 

  (株)エルトレード 

  (株)アライヴビルマネジメント

  (株)アライヴクリエイト 

 

   なお、平成19年9月1日付け

で東峰実業(株)及び(株)アール

イーテクニカの商号をそれぞれ

(株)アライヴビルマネジメント

及び(株)アライヴクリエイトと

いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

該当事項はありません。 

 

(1) 連結子会社の数４社 

連結子会社の名称 

(株)オアシスソリューション 

(株)エルトレード 

東峰実業(株) 

(株)アールイーテクニカ 

上記のうち、㈱オアシスソリ

ューション及び㈱エルトレード

については、新たに設立したた

め、東峰実業㈱及び㈱アールイ

ーテクニカについては、株式取

得により連結の範囲に含めてお

ります。  

東峰実業㈱は平成 18 年３月

から平成 19 年２月までの損益

計算書を、㈱アールイーテクニ

カは平成18 年６月から平成19

年２月までの損益計算書を連結

しております。 

 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

該当事項はありません。 

２．持分法の適用に関する事項  該当事項はありません。  該当事項はありません。  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)

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)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。 

すべての連結子会社の事業年度末

日は、連結決算日と一致しておりま

す。 

連結子会社のうち、東峰実業(株)

の決算期を８月31日から２月28日

に、(株)アールイーテクニカの決算

期を３月31日から２月28日に変更

し、すべての連結子会社の事業年度

末日は、連結決算日と一致しており

ます。 
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前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 前連結会計年度 

項目 （自 平成18年３月１日 

   至 平成18年11月30日） 

（自 平成19年３月１日 

   至 平成19年11月30日） 

（自 平成18年３月１日 

   至 平成19年２月28日） 

４．会計処理基準に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

(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 

 

 

 

(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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

 (ｲ) 有価証券 

   その他の有価証券 

    時価のあるもの 

    同左 

 

 

 

 

 

 

    時価のないもの 

    同左 

 

 (ﾛ) たな卸資産 

   商品 

    同左 

   原材料 

    同左 

   仕掛品 

    同左 

   貯蔵品 

    同左 

販売用不動産 

個別法による原価法 

 

(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 

    同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会計方針の変更） 

   当社及び連結子会社４社は、

法人税法の改正に伴い、当連結

会計期間より、平成19年4月1

日以降に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に変更し

ております。 

   なお、この変更による当第３

四半期会計期間の損益に与える

影響は軽微であります。 

 

 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

(ｲ) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

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 

    同左 

 

(ﾛ) たな卸資産 

商品 

 同左 

原材料 

 同左 

仕掛品 

 同左 

貯蔵品 

 同左 

販売用不動産 

 同左 

 

(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 

同左 
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前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 前連結会計年度 

項目 （自 平成18年３月１日 

   至 平成18年11月30日） 

（自 平成19年３月１日 

   至 平成19年11月30日） 

（自 平成18年３月１日 

   至 平成19年２月28日） 

 (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。 

(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。

 (ﾛ) 無形固定資産 

    同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ﾊ) 長期前払費用 

   同左 

 
 
 
 
(3) 重要な引当金の計上基準 

 (ｲ) 貸倒引当金 

   同左 

 

 

 

 

 

 

 

 (ﾛ) 賞与引当金 

当社及び連結子会社４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 

   同左 

 

 

 

 (ﾆ) アフターコスト引当金 

   同左 

 

 

 

 

 

 (ﾎ) 退職給付引当金 

   同左 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾊ) 長期前払費用 

   同左 

 

 

 

 
(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４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４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

連結会計年度の負担額を計上

しております。 

(ﾊ) 売上値引引当金 

   同左 

 

 

 

(ﾆ) アフターコスト引当金 

   同左 

 

 

 

 

 

(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

連結会計年度末における退職

給付債務の見込額に基づき計

上しております。 
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前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 前連結会計年度 

項目 （自 平成18年３月１日 

   至 平成18年11月30日） 

（自 平成19年３月１日 

   至 平成19年11月30日） 

（自 平成18年３月１日 

   至 平成19年２月28日） 

  

(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。 

 

(ﾍ) 受注工事損失引当金 

   同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

   同左 

 

 

 

 

 

 

(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 

   同左 

 

(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

連結会計年度末において損失

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 

   同左 

 

 

 

 

 

 

(5) その他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 

同左 

５．連結子会社の資産及び負債の

評価に関する事項 

――――― 連結子会社の資産及び負債の評価

については、全面時価評価法を採用

しております。 

 同左 

６．のれん及び負ののれんの償却

に関する事項 

――――― のれん及び負ののれんの償却につ

いては、発生日以後、投資効果の発

現する期間(５～10年)で均等償却し

ております。 

同左 

７．連結キャッシュ・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。 

同左 同左 
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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 

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日 

   至 平成18年11月30日） 

（自 平成19年３月１日 

   至 平成19年11月30日） 

（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） （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。   

――――― 

当連結会計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、営業損失、経常損失は2,228

千円減少し、税金等調整前当期純損失は、

286,799千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

の連結財務諸表規則に基づき、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） 

（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。 

 

当連結会計年度より「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、

492,308千円であります。 

なお、連結財務諸表規則の改正により、当

連結会計年度における連結貸借対照表の純資

産の部については、改正後の連結財務諸表規

則により作成しております。  

 

(ストック・オプション等に対する会計基準) 

当連結会計年度より「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、税金等調整前当期純損失は3,785

千円増加しております。 

 

（企業結合に係る会計基準） 

当連結会計年度より「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）、「事業分離に関する会計基準」 （企業会

計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計

基準第７号）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」（企業

会計基準委員会 最終改正平成18年12月22

日 企業会計基準適用指針第10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。 

 

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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。 

 

当連結会計年度より「繰延資産の会計基準

に関する当面の取扱い」（平成18年８月11日

企業会計基準委員会 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

15 



㈱アライヴ コミュニティ（1400） 平成 20 年 2 月期 第 3 四半期財務・業績の概況

   
 

 

表示方法の変更 

前第３四半期連結会計期間 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） 

（自 平成19年３月１日 

   至 平成19年11月30日） 

―――――  前第３四半期連結会計期間において流動負債の「その他」に含めて表示

していた「未払法人税等」は、当第３四半期連結会計期間において負債及

び純資産の合計額の100分の５を超えたため区分掲記しました。 

なお、前第３四半期連結会計期間末の「未払法人税等」は21,445千円で

あります。 

――――― 「退職給付費用」は前第３四半期連結会計期間まで区分掲記しておりま

したが当第３四半期連結会計期間において金額的重要性が乏しくなったた

め販売費及び一般管理費の「その他」に含めております。 

なお、当第３四半期連結会計期間の「その他」に含まれている「退職給

付費用」は、350千円であります。 

――――― 前第３四半期連結会計期間において営業外費用の「その他」に含めて表

示していた「株式交付費」は、当第３四半期連結会計期間において営業外

費用の総額の10／100を超えたため区分掲記しました。 

なお、前第３四半期連結会計期間の「株式交付費」は4,220千円でありま

す。 
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５．四半期個別財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 
前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末 前事業年度の要約貸借対照表 

  
（平成18年11月30日） （平成19年11月30日） （平成19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 322,206 499,472 541,435 

２．売掛金 161,889 269,370 206,715 

３．たな卸資産 30,130 203,150 38,149 

４．その他 77,268 64,588 60,289 

貸倒引当金 △6,961 △16,412 △7,919 

流動資産合計  584,533 35.9  1,020,168 52.9  838,669 54.1

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産        17,820 19,866 1.0 17,615 1.1

２．無形固定資産 23,420 6,058 0.3 7,783 0.5

３．投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 － 217,124 27,202 

(2) 関係会社株式 898,436 618,429 617,706 

(3) 敷金保証金 － 43,230 40,306 

(4) その他 110,437 11,611 9,985 

貸倒引当金 △8,516 △8,787 △8,452 

投資その他の資産合計 1,000,357 881,608 45.8 686,748 44.3

固定資産合計  1,041,598 64.1 907,533 47.1  712,147 45.9

資産合計  1,626,131 100.0 1,927,701 100.0  1,550,816 100.0
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前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末 前事業年度の要約貸借対照表 

  
（平成18年11月30日） （平成19年11月30日） （平成19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  59,342 47,100 74,132 

２．短期借入金  600,000 － 585,000 

３．未払金  146,761 113,649 168,123 

４．未払法人税等  10,279 18,589 12,951 

５．賞与引当金  － 10,436 8,497 

６. 売上値引引当金  3,600 6,998 4,500 

７. ｱﾌﾀｰｺｽﾄ引当金  5,000 2,815 6,500 

８．その他               25,561 63,534 22,910 

  流動負債合計   850,545 52.3 263,123 13.6  882,615 56.9

Ⅱ 固定負債   2,569 0.2 669 0.1  5,573 0.4

  負債合計   853,114 52.5 263,792 13.7  888,188 57.3

    

（純資産の部）    

 Ⅰ 株主資本    

１．資本金   606,902 37.3 1,337,615 69.4  756,904 48.8

２．資本剰余金    

（1）資本準備金  585,702 1,316,415 735,704 

資本剰余金合計   585,702 36.0 1,316,415 68.3  735,704 47.5

３．利益剰余金    

（1）その他利益剰余金    

別途積立金  110,000 110,000 110,000 

繰越利益剰余金  △558,273 △1,122,328 △1,007,640 

利益剰余金合計   △448,273 △27.5 △1,012,328 △52.5  △897,640 △57.9

株主資本合計   744,332 45.8 1,641,702 85.2  594,968 38.4

 Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価

差額金 
  － 563 0.0  5,188 0.3

評価・換算差額等合

計 
  － 563 0.0  5,188 0.3

 Ⅲ 新株予約権   28,685 1.7 21,642 1.1  62,470 4.0

純資産合計   773,017 47.5 1,663,908 86.3  662,628 42.7

負債純資産合計   1,626,131 100.0 1,927,701 100.0  1,550,816 100.0
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(2) 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18年３月１日 

   至 平成18年11月30日） 

（自 平成19年３月１日 

   至 平成19年11月30日） 

（自 平成18年３月１日 

   至 平成19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   1,862,677 100.0 1,783,358 100.0  2,391,927 100.0

Ⅱ 売上原価   875,308 47.0 686,121 38.5  1,120,846 46.9

売上総利益   987,369 53.0 1,097,236 61,5  1,271,081 53.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,170,487 62.8 1,154,382 64.7  1,567,095 65.5

営業利益又は営業損失

（△） 
  △183,118 △9.8 △57,146 △3.2  △296,014 △12.4

Ⅳ 営業外収益         3,248 0.2 14,643 0.8  4,691 0.2

Ⅴ 営業外費用         8,172 0.5 61,890 3.5  19,285 0.8

経常利益又は経常損失

（△） 
  △188,042 △10.1 △104,394 △5.9  △310,607 △13.0

Ⅵ 特別利益          10,725 0.6 29,514 1.7  10,848 0.5

Ⅶ 特別損失          13,009 0.7 23,571 1.3  338,778 14.2

   税引前第３四半期（当

期）純利益又は純損失

（△） 

  △190,326 △10.2 △98,451 △5.5  △638,538 △26.7

法人税、住民税及び 

事業税 
 8,910 16,235 10,066 

法人税等調整額  － 8,910 0.5 － 16,235 0.9 － 10,066 0.4

第３四半期（当期）純利

益又は純損失（△） 
  △199,237 △10.7 △114,687 △6.4  △648,604 △27.1

    

 

 

19 



㈱アライヴ コミュニティ（1400） 平成 20 年 2 月期 第 3 四半期財務・業績の概況

   
 

 

20 

(3) 四半期株主資本等変動計算書 

当第３四半期会計期間（自平成19年３月１日 至平成19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19年２月28日残高（千円） 756,904 735,704 △897,640 594,968

第３四半期会計期間中の変動額  

 新株の発行  

新株予約権の発行  

新株予約権の行使 580,710 580,710  1,161,421

新株予約権の失効  

当期純利益 △114,687 △114,687

株主資本以外の項目の第３四半期会計期間中

の変動額（純額） 
 

第３四半期会計期間中の変動額合計（千円） 580,710 580,710 △114,687 1,046,734

平成19年11月30日残高（千円） 1,337,615 1,316,415 △1,012,328 1,641,702

 

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 純資産合計 

平成19年２月28日残高（千円） 5,188 5,188 62,470 662,628

第３四半期会計期間中の変動額  

 新株の発行  

新株予約権の発行 300 300

新株予約権の行使 △16,427 1,144,993

新株予約権の失効 △24,700 △24,700

当期純利益  △114,687

株主資本以外の項目の第３四半期会計期間中

の変動額（純額） 
△4,625 △4,625  △4,625

第３四半期会計期間中の変動額合計（千円） △4,625 △4,625 △40,828 1,001,280

平成19年11月30日残高（千円） 563 563 21,642 1,663,908

 


