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(百万円未満切捨て) 

１．平成 20年９月期第１四半期の連結業績(平成 19 年 10 月１日 ～ 平成 19 年 12 月 31 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 9月期第 1四半期 375 △ 1.3 △30 －  △31 －   △33 －  

19 年 9月期第 1四半期 380 － △203 － △209 － △206 － 

19 年 9 月期 1,800 － △625 － △612 － △1,975 － 
 

 
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 9月期第 1四半期 △1 01 － － 

19 年 9月期第 1四半期 △6 36 － － 

19 年 9 月期 △59 81 － － 
 

(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 9月期第 1四半期 2,411 2,090 86.7 62 80 

19 年 9月期第 1四半期 4,225 3,752 88.8 115 29 

19 年 9 月期 2,528 2,124 84.0 63 84 
 

(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 9月期第 1四半期 89 0 － 628 

19 年 9月期第 1四半期 △444 △23 － 1,003 

19 年 9 月期 △892 △41 － 538 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

(基準日) 第 1 四半期末 
円    銭

20 年 9月期第 1四半期 － － 

19 年 9月期第 1四半期 － － 

 
３．平成 20 年９月期の連結業績予想（平成 19 年 10 月１日 ～ 平成 20 年９月 30 日）  【参考】 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中 間 期 1,020 6.9 10 － 10 － 5 － 0 15 

通   期 2,200 22.2 110 － 110 － 100 － 3 00 

  (注) 平成 19 年 11 月 13 日発表の業績予想から変更はありません。 
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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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ：無 
(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 ：無 

 
  
 
(参考) 個別業績の概要 

(百万円未満切捨て) 

１．平成 20 年９月期第１四半期の個別業績(平成 19 年 10 月１日 ～ 平成 19 年 12 月 31 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 9月期第 1四半期 345   5.1 46 － 46 － 44 － 

19 年 9月期第 1四半期 328 － △164 － △168 － △169 － 

19 年 9 月期 1,673 － △354 － △335 － △1,698 － 
 

 
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 9月期第 1四半期 1 34 － － 

19 年 9月期第 1四半期 △5 20 － － 

19 年 9 月期 △51 41 － － 

 

(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 9月期第 1四半期 2,851 2,562 89.8 76 99 

19 年 9月期第 1四半期 4,352 3,906 89.8 120 02 

19 年 9 月期 2,883 2,518 87.3 75 67 

 
２．平成 20 年９月期の個別業績予想（平成 19 年 10 月１日 ～ 平成 20 年９月 30 日）  【参考】 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中 間 期 950 9.5 125 － 125 － 120 － 3 61 

通   期 2,000 19.5 280 － 280 － 270 － 8 11 

  (注) 平成 19 年 11 月 13 日発表の業績予想から変更はありません。 
 
 
 

 
※ 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、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があ

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１四半期における我が国の経済は、米国のサブプライムローン（信用力の低い個人向け住宅融

資）問題や原油価格の高騰などにより、先行きの不透明感が増してまいりました。当社グループが属

する情報サービス産業におきましては、このような不安定要素はあるものの、金融機関を中心として

企業のＩＴ投資は引き続き堅調に推移いたしました。 

 

当社グループにおきましても、従来からのシステム開発関連は、生損保・大手情報通信企業の案件

に加え、親会社である株式会社アパマンショップホールディングスのグループ全体に係る基幹システ

ムの運用開発など全般で順調に推移し、売上高は前年同期比 52 百万円増の 278 百万円を計上いたし

ました。また、利益面におきましても、前連結会計年度に発生していた開発要員の引継ぎロスがなく

なり、開発原価が圧縮されたこと等で、営業利益は前年同期比 17 百万円増の 33 百万円を計上いたし

ました。 

 

不動産ポータル関連におきましては、当社グループが強みを持つ分譲マンション分野に特化し、事

業のバランスを図ったことにより、売上高では前年同期比 57 百万円減の 97 百万円となりましたが、

利益面におきましては、大規模なシステム開発への投資が終了したこと、広告・販売促進に係る経費

をより適正にコントロールしたことにより、営業損失は 52 百万円と前年同期（営業損失 204 百万円）

を大幅に改善いたしました。 

なお、システム開発関連と不動産ポータル関連は、当期よりそれぞれひとつの事業として「事業の

種類別セグメント情報」に記載しております。 

 

以上の結果、当第１四半期の業績は売上高 375 百万円、営業損失 30 百万円、経常損失 31 百万円、

四半期純損失 33 百万円を計上しております。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ 117 百万円減少し、2,411 百万円と

なりました。これは、主にたな卸資産の増加 75 百万円、現金及び預金の増加 90 百万円に対して、連

結会計年度末に計上した売上債権の回収により売掛金が250百万円減少したこと等によるものであり

ます。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ 83 百万円減少し、321 百万円となりました。これは、主にシ

ステム開発に係る前受金の減少 21 百万円や冬季賞与の支給に伴う賞与引当金の減少 18 百万円等の、

流動負債の減少 87 百万円によるものであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 34 百万円減少し、2,090 百万円となりました。これは、主

に四半期純損失の計上 33 百万円により利益剰余金が減少したことによるものであります。 
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(2) キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加額 75 百万円や税金等調整前四半期純損

失 31 百万円等の減少要因がありましたが、売上債権の減少額 250 百万円等の収入により、89 百万円

の増加（前年同四半期比 534 百万円増)となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1百万円等がありましたが、

差入保証金の返還による収入 1 百万円等により、0 百万円の増加（前年同四半期比 24 百万円増)とな

りました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、当第１四半期連結会計期間及び前年同四半期においては発

生しておりません。 

この結果、当第１四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より 90 百万円増加

し、628 百万円（前年同四半期比 375 百万円減)となっております。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成 19 年 11 月 13 日発表の業績予想から変更はありません。 

 

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) 

該当事項はありません。 

 

 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

該当事項はありません。 

 

 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

該当事項はありません。 
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５．(要約)四半期連結財務諸表 

 (1) (要約)四半期連結貸借対照表 

(単位：千円、％) 

前年同四半期末

平成19年 9月期

第 1四半期末 

当四半期末 

平成20年 9月期

第 1四半期末 

増  減 
(参考) 前期末

(平成 19年 9月期末)科  目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 1,003,884 628,214 △375,670 △37.4 538,000

２ 受取手形及び売掛金 264,772 164,620 △100,151 △37.8 414,910

３ たな卸資産 132,361 101,564 △30,796 △23.3 25,954

４ その他 32,726 21,836 △10,890 △33.3 31,362

  貸倒引当金 △2,429 △3,869 △1,440 59.3 △3,849

 流動資産合計 1,431,316 912,366 △518,949 △36.3 1,006,377

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 2,316,313 937,127 △1,379,185 △59.5 943,742

２ 無形固定資産 355,499 449,926 94,427 26.6 463,320

３ 投資その他の資産 122,727 111,895 △10,831 △8.8 115,504

 固定資産合計 2,794,540 1,498,950 △1,295,590 △46.4 1,522,567

資産合計 4,225,857 2,411,317 △1,814,539 △42.9 2,528,945

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金 138,381 70,967 △67,413 △48.7 76,614

２ 未払法人税等 3,628 3,916 288 7.9 12,251

３ 賞与引当金 28,017 31,128 3,111 11.1 50,067

４ その他 198,460 93,982 △104,478 △52.6 148,272

 流動負債合計 368,486 199,993 △168,492 △45.7 287,206

Ⅱ 固定負債   

１ 退職給付引当金 85,427 101,034 15,607 18.3 96,376

２ その他 19,804 20,273 469 2.4 20,883

 固定負債合計 105,231 121,308 16,076 15.3 117,259

負債合計 473,718 321,301 △152,416 △32.2 404,465

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金 2,147,442 2,147,442 － － 2,147,442

２ 資本剰余金 1,792,848 1,938,886 146,038 8.1 1,938,886

３ 利益剰余金 △195,768 △1,997,994 △1,802,226 920.6 △1,964,428

４ 自己株式 △8,003 △8,003 － － △8,003

 株主資本合計 3,736,518 2,080,330 △1,656,188 △44.3 2,113,896

Ⅱ 評価・換算差額等   

 その他有価証券 

 評価差額金 
15,619 9,685 △5,934 △38.0 10,583

 評価・換算差額等合計 15,619 9,685 △5,934 △38.0 10,583

純資産合計 3,752,138 2,090,015 △1,662,123 △44.3 2,124,479

負債、純資産合計 4,225,857 2,411,317 △1,814,539 △42.9 2,528,945
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 (2) (要約)四半期連結損益計算書 

(単位：千円、％) 

前年同四半期 

平成 19 年 9月期

第 1四半期 

当四半期 

平成 20 年 9月期

第 1四半期 

増  減 
(参考) 前期 

(平成 19 年 9月期)科  目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

Ⅰ 売上高 380,847 375,954 △4,893 △1.3 1,800,633

Ⅱ 売上原価 271,348 275,928 4,580 1.7 1,401,777

売上総利益 109,499 100,025 △9,474 △8.7 398,855

Ⅲ 販売費及び一般管理費 313,026 130,768 △182,257 △58.2 1,023,999

営業損失 203,526 30,742 △172,783 － 625,144

Ⅳ 営業外収益 6,192 8,246 2,054 33.2 50,856

Ⅴ 営業外費用 11,913 9,466 △2,447 △20.5 38,020

経常損失 209,247 31,962 △177,285 － 612,308

Ⅵ 特別損失 － － － － 1,361,305

税金等調整前四半期 
(当期)純損失 

209,247 31,962 △177,285 － 1,973,613

税金費用 1,076 1,603 527 49.0 5,370

少数株主損失 3,329 － △3,329 － 3,329

四半期(当期)純損失 206,994 33,565 △173,428 － 1,975,654
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 (3) (要約)四半期連結株主資本等変動計算書 

 

前四半期連結会計期間(自 平成 18 年 10 月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日) 

(単位：千円) 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年９月30日残高 2,147,442 1,792,848 11,225 △8,003 3,943,512

四半期連結会計期間中の変動額  

 四半期純損失 △206,994  △206,994

 株主資本以外の項目の 
 四半期連結会計期間中の 
 変動額(純額) 

 

四半期連結会計期間中の変動額
合計 － － △206,994 － △206,994

平成18年12月31日残高 2,147,442 1,792,848 △195,768 △8,003 3,736,518

 

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 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年９月30日残高 15,929 15,929 3,329 3,962,771 

四半期連結会計期間中の変動額  

 四半期純損失 △206,994 

 株主資本以外の項目の 
 四半期連結会計期間中の 
 変動額(純額) 

△309 △309 △3,329 △3,639 

四半期連結会計期間中の変動額
合計 △309 △309 △3,329 △210,633 

平成18年12月31日残高 15,619 15,619 － 3,752,138 
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当四半期連結会計期間(自 平成 19 年 10 月 1 日 至 平成 19 年 12 月 31 日) 

(単位：千円) 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年９月30日残高 2,147,442 1,938,886 △1,964,428 △8,003 2,113,896

四半期連結会計期間中の変動額  

 四半期純損失 △33,565  △33,565

 株主資本以外の項目の 
 四半期連結会計期間中の変動額 
(純額) 

 

四半期連結会計期間中の変動額 
合計 

－ － △33,565 － △33,565

平成19年12月31日残高 2,147,442 1,938,886 △1,997,994 △8,003 2,080,330

 

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 

純資産合計 

平成19年９月30日残高 10,583 10,583 2,124,479

四半期連結会計期間中の変動額 

 四半期純損失 △33,565

 株主資本以外の項目の 
 四半期連結会計期間中の変動額 
(純額) 

△898 △898 △898

四半期連結会計期間中の変動額 
合計 

△898 △898 △34,464

平成19年12月31日残高 9,685 9,685 2,090,015
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前連結会計年度(自 平成 18 年 10 月１日 至 平成 19 年９月 30 日) 

(単位：千円) 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成 18 年９月 30 日残高 2,147,442 1,792,848 11,225 △8,003 3,943,512

連結会計年度中の変動額  

  株式交換による増加 146,038  146,038

  当期純損失 △1,975,654  △1,975,654

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 － 146,038 △1,975,654 － △1,829,616

平成 19 年９月 30 日残高 2,147,442 1,938,886 △1,964,428 △8,003 2,113,896

 

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 

少数株主持分 純資産合計 

平成 18 年９月 30 日残高 15,929 15,929 3,329 3,962,771 

連結会計年度中の変動額  

  株式交換による増加 146,038 

  当期純損失 △1,975,654 

株主資本以外の項目の 

  連結会計年度中の 

  変動額(純額) 

△5,346 △5,346 △3,329 △8,675 

連結会計年度中の変動額合計 △5,346 △5,346 △3,329 △1,838,292 

平成 19 年９月 30 日残高 10,583 10,583 － 2,124,479 
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 (4) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円) 

 
前年同四半期 

(平成19年9月期 

 第 1四半期) 

 当四半期 

(平成20年9月期 

 第 1四半期) 

(参考)前期 

(平成19年9月期)

区  分 金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１ 税金等調整前四半期(当期)純損失 △209,247 △31,962 △1,973,613

２ 減価償却費 10,700 8,175 45,541

３ のれん償却額 9,059 12,785 46,172

４ 減損損失 － － 1,353,842

５ 有形固定資産除却損 － － 464

６ 無形固定資産除却損 － － 1,932

７ 貸倒引当金の増加・減少(△)額 △403 20 1,357

８ 賞与引当金の増加・減少(△)額 △19,466 △18,939 2,584

９ 退職給付引当金の増加・減少(△)額 △1,330 4,657 9,619

10 受取利息及び受取配当金 △27 △178 △493

11 売上債権の減少・増加(△)額 67,597 250,290 △82,540

12 未収入金の減少額 4,533 1,178 2,026

13 たな卸資産の減少・増加(△)額 △100,708 △75,610 5,699

14 仕入債務の減少額 △61,176 △5,646 △122,943

15 未払金の減少額 △130,539 △11,633 △231,474

16 その他 △11,996 △38,283 50,568

小  計 △443,005 94,851 △891,257

17 利息及び配当金の受取額 29 156 473

18 法人税等の支払額 △1,794 △5,324 △1,841

営業活動によるキャッシュ・フロー △444,770 89,683 △892,625

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

１ 有形固定資産の取得による支出 △23,768 △1,424 △40,172

２ 無形固定資産の取得による支出 △605 － △4,234

３ 連結子会社株式追加取得による支出 － － △3,000

４ 差入保証金の返還による収入 280 1,703 10,579

５ 差入保証金の差入による支出 △200 △200 △3,098

６ その他 465 451 △1,932

投資活動によるキャッシュ・フロー △23,828 530 △41,858

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー － － －

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － － －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加・減少(△)額 △468,599 90,214 △934,484

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,472,484 538,000 1,472,484

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末 

   (期末)残高 
1,003,884 628,214 538,000
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 (5) セグメント情報 

 
〔事業の種類別セグメント情報〕 
 

前年同四半期（平成 19 年９月期第１四半期）及び前期（平成 19 年９月期） 

 当社グループはソリューションプロダクト及びソリューションサービスを行っており、当該事業

以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

 
当四半期（平成 20 年９月期第１四半期） 

（単位：千円） 

 
システム 
開発事業 

不動産ポー
タル事業 

計 
消去又 
は全社 

連結 

売上高 278,579 97,375 375,954 － 375,954

営業費用 245,104 150,089 395,194 11,502 406,696

営業利益 33,474 △52,714 △19,239 △11,502 △30,742

 
 
 
〔所在地別セグメント情報〕 
 

前年同四半期（平成 19 年９月期第１四半期）、当四半期（平成 20 年９月期第１四半期）及び前期（平

成 19 年９月期） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありま

せん。 
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６．(要約)四半期財務諸表 

 (1) (要約)四半期貸借対照表 

(単位：千円、％) 
前年同四半期末

平成19年 9月期

第 1四半期末 

当四半期末 

平成20年 9月期

第 1四半期末 

増  減 
(参考) 前期末

(平成 19 年 9 月期末)科  目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 943,859 606,238 △337,621 △35.8 416,739

２ 売掛金 298,514 136,606 △161,907 △54.2 397,215

３ たな卸資産 123,778 101,372 △22,405 △18.1 25,891

４ その他 75,307 71,484 △3,823 △5.1 98,702

  貸倒引当金 △2,189 △2,189 － － △2,189

 流動資産合計 1,439,270 913,512 △525,757 △36.5 936,360

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

 (1) 建物 614,861 351,588 △263,273 △42.8 355,256

 (2) 土地 1,664,819 550,000 △1,114,819 △67.0 550,000

 (3) その他 29,607 28,678 △929 △3.1 31,577

 有形固定資産合計 2,309,288 930,266 △1,379,022 △59.7 936,833

２ 無形固定資産 15,162 13,156 △2,006 △13.2 13,713

３ 投資その他の資産   

 (1) 関係会社株式 470,500 919,538 449,038 95.4 919,538

 (2) 投資土地 25,916 25,916 － － 25,916

 (3) その他 91,885 49,213 △42,671 △46.4 50,840

 投資その他の資産合計 588,302 994,668 406,366 69.1 996,295

 固定資産合計 2,912,753 1,938,091 △974,662 △33.5 1,946,843

資産合計 4,352,023 2,851,603 △1,500,420 △34.5 2,883,203
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(単位：千円、％) 
前年同四半期末

平成19年 9月期

第 1四半期末 

当四半期末 

平成20年 9月期

第 1四半期末 

増  減 
(参考) 前期末

(平成 19年 9月期末)科  目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金 137,005 59,809 △77,196 △56.3 72,315

２ 未払金 133,029 19,470 △113,559 △85.4 26,798

３ 未払法人税等 3,053 3,268 215 7.0 9,986

４ 賞与引当金 28,017 31,128 3,111 11.1 50,067

５ その他 39,479 53,839 14,360 36.4 88,491

 流動負債合計 340,585 167,516 △173,069 △50.8 247,659

Ⅱ 固定負債   

１ 退職給付引当金 85,427 101,034 15,607 18.3 96,376

２ その他 19,804 20,913 1,109 5.6 20,883

 固定負債合計 105,231 121,948 16,716 15.9 117,259

負債合計 445,817 289,464 △156,352 △35.1 364,919

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金 2,147,442 2,147,442 － － 2,147,442

２ 資本剰余金 1,792,848 1,938,886 146,038 8.1 1,938,886

３ 利益剰余金 △41,700 △1,525,871 △1,484,170 3,559.1 △1,570,624

４ 自己株式 △8,003 △8,003 － － △8,003

 株主資本合計 3,890,586 2,552,453 △1,338,132 △34.4 2,507,700

Ⅱ 評価・換算差額等   

 その他有価証券 
 評価差額金 

15,619 9,685 △5,934 △38.0 10,583

 評価・換算差額等合計 15,619 9,685 △5,934 △38.0 10,583

純資産合計 3,906,206 2,562,138 △1,344,067 △34.4 2,518,284

負債、純資産合計 4,352,023 2,851,603 △1,500,420 △34.5 2,883,203
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 (2) (要約)四半期損益計算書 

(単位：千円、％) 

前年同四半期 

平成 19 年 9月期

第 1四半期 

当四半期 

平成 20 年 9月期

第 1四半期 

増  減 
(参考) 前期 

(平成 19 年 9月期)科  目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

Ⅰ 売上高 328,862 345,544 16,681 5.1 1,673,823

Ⅱ 売上原価 267,982 253,658 △14,323 △5.3 1,403,711

売上総利益 60,880 91,885 31,005 50.9 270,112

Ⅲ 販売費及び一般管理費 225,399 45,627 △179,771 △79.8 624,560

営業利益又は 
営業損失(△) 

△164,518 46,258 210,777 － △354,448

Ⅳ 営業外収益 6,726 8,454 1,728 25.7 55,621

Ⅴ 営業外費用 10,815 8,687 △2,128 △19.7 36,522

経常利益又は 
経常損失(△) 

△168,607 46,026 214,634 － △335,349

Ⅵ 特別損失 － － － － 1,358,908

税引前四半期純利益又は 

税引前四半期(当期)純損 

失(△) 
△168,607 46,026 214,634 － △1,694,257

法人税、住民税及び事業税 728 1,273 545 74.9 4,002

四半期純利益又は 
四半期(当期)純損失(△) △169,335 44,753 214,089 － △1,698,259
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 (3) (要約)四半期株主資本等変動計算書 

 

前四半期会計期間(自 平成 18 年 10 月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日) 

(単位：千円) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益

剰余金 

 
資本金 

資本準備金
その他資本

剰余金 

資本剰余金

合計 繰越利益

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己株式
株主資本

合計 

平成18年９月30日残高 2,147,442 1,447,289 345,559 1,792,848 127,635 127,635 △8,003 4,059,922

四半期会計期間中の変動額   

 四半期純損失  △169,335 △169,335 △169,335

 株主資本以外の項目の 

 四半期会計期間中の 

 変動額(純額) 

  

四半期会計期間中の変動額合

計 
－ － － － △169,335 △169,335 － △169,335

平成18年12月31日残高 2,147,442 1,447,289 345,559 1,792,848 △41,700 △41,700 △8,003 3,890,586

 
 

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 

純資産合計 

平成18年９月30日残高 15,929 15,929 4,075,851

四半期会計期間中の変動額 

 四半期純損失 △169,335

 株主資本以外の項目の 

 四半期会計期間中の 

変動額(純額) 

△309 △309 △309

四半期会計期間中の変動額合

計 
△309 △309 △169,645

平成18年12月31日残高 15,619 15,619 3,906,206
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当四半期会計期間(自 平成 19 年 10 月 1 日 至 平成 19 年 12 月 31 日) 

(単位：千円) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益

剰余金 

 
資本金 

資本準備金
その他資本

剰余金 

資本剰余金

合計 繰越利益

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己株式 
株主資本

合計 

平成19年９月30日残高 2,147,442 1,593,327 345,559 1,938,886 △1,570,624 △1,570,624 △8,003 2,507,700

四半期会計期間中の 

変動額 
  

 四半期純利益  44,753 44,753 44,753

 株主資本以外の項目の 

 四半期会計期間中の 

変動額(純額) 

  

四半期会計期間中の 

変動額合計 
－ － － － 44,753 44,753 － 44,753

平成19年12月31日残高 2,147,442 1,593,327 345,559 1,938,886 △1,525,871 △1,525,871 △8,003 2,552,453

 

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 

純資産合計 

平成19年９月30日残高 10,583 10,583 2,518,284

四半期会計期間中の 

変動額 

 四半期純利益 44,753

 株主資本以外の項目の 

 四半期会計期間中の 

変動額(純額) 

△898 △898 △898

四半期会計期間中の 

変動額合計 
△898 △898 43,854

平成19年12月31日残高 9,685 9,685 2,562,138
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前事業年度(自 平成 18 年 10 月１日 至 平成 19 年９月 30 日) 

(単位：千円) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益

剰余金 

 
資本金 

資本準備金
その他資本

剰余金 

資本剰余金

合計 繰越利益

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己株式
株主資本

合計 

平成18年９月30日残高 2,147,442 1,447,289 345,559 1,792,848 127,635 127,635 △8,003 4,059,922

事業年度中の変動額   

 株式交換による増加  146,038 146,038  146,038

 当期純損失  △1,698,259 △1,698,259 △1,698,259

 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 － 146,038 － 146,038 △1,698,259 △1,698,259 － △1,552,221

平成 19 年９月 30 日残高 2,147,442 1,593,327 345,559 1,938,886 △1,570,624 △1,570,624 △8,003 2,507,700

 
 

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 

純資産合計 

平成18年９月30日残高 15,929 15,929 4,075,851

事業年度中の変動額 

 株式交換による増加 146,038

 当期純損失 △1,698,259

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の 

 変動額 (純額) 

△5,346 △5,346 △5,346

事業年度中の変動額合計 △5,346 △5,346 △1,557,567

平成19年９月30日残高 10,583 10,583 2,518,284

 

 


