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１．平成20年９月期第３四半期の連結業績（平成19年10月１日　～　平成20年６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９月期第３四半期 2,183 △17.9 △318 － △352 － △395 －

19年９月期第３四半期 2,661 － △636 － △622 － △1,156 －

19年９月期 3,607 － △714 － △697 － △1,276 －

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３四半期 △19,488 92 － －

19年９月期第３四半期 △3,242 16 － －

19年９月期 △79,194 71 － －

（注）平成19年９月期第３四半期及び平成20年９月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益は、

１株当たり当期純損失が計上されているため、記載しておりません。 

（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３四半期 1,708 △292 △17.6 △14,832 19

19年９月期第３四半期 2,043 129 5.6 7,162 19

19年９月期 2,056 10 △0.2 △255 2

（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３四半期 △174 89 35 160

19年９月期第３四半期 － － － －

19年９月期 △552 △518 619 209

（注）19年９月期第３四半期は連結キャッシュフロー計算書を作成していないため、記載しておりません。　

２．配当の状況　

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年９月期 － － － － － － － － 0 00

20年９月期 － － － － － － － － 0 00

20年９月期（予想） － － － － － － － － 0 00

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）

 （％表示は対前期増減率）

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 3,025 △16.2 △230 － △275 － △225 － △12,346 20
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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）　：　有

新規　１社（社名：株式会社エンコントラル）

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

(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

(4）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　無

　（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】の４.その他をご覧ください。

５．個別業績の概要（平成19年10月1日　～　平成20年６月30日）　【参考】

(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３四半期 2,151 △18.1 △298 － △332 － △381 －

19年９月期第３四半期 2,626 18.3 △638 － △624 － △1,157 －

19年９月期 3,548 － △718 － △700 － △1,278 －

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３四半期 △18,782 37 － －

19年９月期第３四半期 △71,825 19 － －

19年９月期 △79,336 86 － －

(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３四半期 1,705 △282 △16.5 △13,922 45

19年９月期第３四半期 2,035 121 5.9 7,512 82

20年９月期 2,038 18 0.0 1 15

６．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 2,900 △9.4 △220 － △260 － △210 － △11,523 12

 

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．平成19年11月27日に公表しました連結及び個別の業績予想は、中間期、通期とも本資料において修正しています。

　

２．上記に記載した予想数値は、現時点での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３四半期における我が国経済は、原油や原材料価格の一段の高騰による企業収益の悪化及び消費者物価の値上

がりによる個人消費の落ち込みが顕著となり、景気の減速感が強まってまいりました。当社グループが属する複合カ

フェ業界では、社会的認知度が高まる一方、「ネットカフェ難民」といった風評被害や店舗数増加による競争激化な

ど、経営環境は厳しい状況となっております。

このような経営環境の中、当社グループといたしましては、健全な運営、幅広い顧客層の取り込みに注力し、競合他

社との差別化を図っております。今後は、既存店のリノベーションを行うとともに、店舗というリアルな場所及び平

均滞在時間が約3時間ということを活かし、新たな事業収益の創出を図ってまいります。

当第３四半期では、直営店事業に関しましては、前期に引き続き整理を進め、５月に「八王子駅前店」、６月には

「金沢駅西店」をフランチャイズ加盟店に売却いたしました。

フランチャイズ関連事業に関しましては、不採算店であった「仙台吉成店」を５月に閉店し、６月に「I Love 遊　

柏店」をアプレシオブランドに変更しリニューアルオープンいたしました。新規加盟者を獲得するにはいたりません

でしたが、障壁となっている初期コストを下げる施策を実施し、新規加盟者を獲得するよう努めてまいります。

また、当社グループの株式会社エンコントラルが５月に「Café Cuae」を、オフィスビルであるコンカード横浜内に

オープンさせ、飲食業を開始しております。

  以上の結果、売上高は2,183,195千円、営業損失は318,394千円、経常損失は352,114千円、四半期純損失は395,873

千円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第３四半期末の総資産は、1,708,278千円となり、前第３四半期末と比較して335,605千円減少致しました。その

主な要因は、直営店舗の売却による有形固定資産の減少によるものであります。

負債は、2,001,236千円となり、前第３四半期末と比較して87,295千円増加致しました。その主な要因は、短期借

入金の増加によるものであります。

また純資産は、△292,957千円となり、前第３四半期末と比較して422,901千円減少致しました。 

３．業績予想に関する定性的情報

当第３四半期の業績は予定どおり推移しており、平成20年５月23日公表の連結業績予想に変更はありません。

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）

株式会社エンコントラルは、平成20年３月６日に当社が100％出資子会社として設立しました。

 

（2）会計処理の方法における簡便な方法の採用　

法人税等の計上基準に簡便的な方法を採用しております。

その他影響額が僅小なものにつき、一部簡便的な方法を採用しております。

 

（3）最近会計年度からの会計処理の方法の変更　

各直営店舗で管理している経費については、従来より売上原価として計上しておりますが、そのうち販売促進費

について、当連結事業年度より各店舗で管理していた販売促進活動をアプレシオブランド向上のために、本部管理

に変更したため、当社全体の販売費用として販売費及び一般管理費に計上することといたしました。この結果、従

来の方法によった場合と比較して、売上原価が13,822千円減少し、販売費及び一般管理費が同額増加しております。
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７．（要約）四半期連結財務諸表

（1）四半期連結貸借対照表

 

前年同四半期末
（平成19年９月期

第３四半期末）

当四半期末
（平成20年９月期

第３四半期末）
増減　

（参考）前期末
（平成19年９月期末）

区分 金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）

増減率　

％　
金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

１．現金及び預金 71,934 165,118 93,184 129.5 209,778

２．受取手形 54,053 － △54,053 △100.0 0

３．売掛金　 351,531 361,224 9,692 2.7 355,292

４．たな卸資産 39,684 29,271 △10,413 △26.2 59,890

５．前払費用 94,582 91,207 △3,375 △3.5 92,798

６．その他　 40,617 125,141 84,524 208.0 33,656

貸倒引当金 △201,503 △205,619 △4,115 △2.0 △181,176

流動資産合計 450,899 566,343 115,443 25.6 570,239

Ⅱ　固定資産      

１．有形固定資産 945,774 667,906 △277,868 △29.3 923,974

２．無形固定資産 25,223 6,158 △19,065 △75.5 20,605

３．投資その他の資産 601,561 467,870 △133,690 △22.2 522,763

固定資産合計 1,572,559 1,141,935 △430,624 △27.3 1,467,343

Ⅲ　繰延資産 20,425 － △20,425 △100.0 19,152

資産合計 2,043,884 1,708,278 △335,605 △16.4 2,056,735

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

１．支払手形及び買掛金 194,956 245,112 50,156 25.7 219,997

２．短期借入金 － 1,174,628 1,174,628 100.0 200,000

３．1年内返済予定の長期
借入金

124,570 144,300 19,730 15.8 50,184

４．1年内償還予定の社債 260,000 － △260,000 △100.0 72,500

５．未払金 94,290 84,948 △9,342 △9.9 65,898

６．未払費用　 63,889 39,557 △24,332 △38.0 57,531

７．前受金　 100,232 81,196 △19,036 △18.9 78,732

８．リース資産減損勘定 20,805 39,648 18,843 90.5 30,788

９．事業再構築引当金 65,387 － △65,387 △100.0 14,495

10．その他 27,682 53,258 25,576 92.3 35,998

流動負債合計 951,814 1,862,649 910,835 95.6 826,127

Ⅱ　固定負債      

１．社債 610,000 － △610,000 △100.0 772,500

２．長期借入金 235,626 － △235,626 △100.0 281,778

３．預り保証金　 51,500 67,950 16,450 31.9 53,500

４．リース資産減損勘定 65,000 70,636 5,636 8.6 112,545

固定負債合計 962,126 138,586 △823,539 △85.5 1,220,323

負債合計 1,913,940 2,001,236 87,295 4.5 2,046,450
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前年同四半期末
（平成19年９月期

第３四半期末）

当四半期末
（平成20年９月期

第３四半期末）
増減　

（参考）前期末
（平成19年９月期末）

区分 金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）

増減率　

％　
金額（千円）

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１．資本金 749,370 798,720 49,350 6.5 749,370

２．資本剰余金 536,987 586,337 49,350 9.1 536,987

３．利益剰余金 △1,170,954 △1,686,339 △515,385 △44.0 △1,290,466

株主資本合計 115,402 △301,282 △416,685 △361.0 △4,109

Ⅱ　少数株主持分 14,541 8,325 △6,216 △42.7 14,394

純資産合計 129,944 △292,957 △422,901 △325.4 10,285

負債純資産合計 2,043,884 1,708,278 △335,605 △16.4 2,056,735
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（2）四半期連結損益計算書

 
前年同四半期

（平成19年９月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年９月期

第３四半期）
増減　

（参考）前期
（平成19年９月期）

区分 金額（千円） 金額（千円）
金額　

（千円）

増減率　

％
金額（千円）

Ⅰ　売上高 2,661,647 2,183,195 △478,452 △17.9 3,607,154

Ⅱ　売上原価 2,596,048 2,039,004 △557,043 △21.4 3,473,246

売上総利益 65,598 144,190 78,591 119.8 133,907

Ⅲ　販売費及び一般管理費 702,036 462,584 △239,451 △34.1 848,437

営業損失 636,437 318,394 △318,043 △49.9 714,529

Ⅳ　営業外収益 34,053 30,917 △3,136 △9.2 46,970

Ⅴ　営業外費用 20,319 64,637 44,317 218.1 30,013

経常損失 622,703 352,114 △270,589 △43.4 697,572

Ⅵ　特別利益 6 35,995 35,989 － 111,465

Ⅶ　特別損失 522,950 77,073 △445,876 △85.2 677,059

税金等調整前四半期
（当期）純損失

1,145,647 393,191 △752,455 △65.6 1,263,166

税金費用 9,770 8,751 1,018 △10.4 11,481

少数株主利益又は少数
株主損失(△)

1,060 △6,069 △7,129 △672.2 1,396

四半期（当期）純損失 1,156,478 395,873 △760,604 △65.7 1,276,044
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（4）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10月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本
少数株主持分 純資産合計　

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年９月30日　残高
（千円）

749,370 536,987 △8,003 1,278,353 － 1,278,353

第３四半期連結会計期間中の変動
額

連結範囲の変更   △6,472 △6,472 8,481 2,008

四半期純損失   △1,156,478 △1,156,478  △1,156,478

少数株主利益     1,060 1,060

連結子会社の増資による持分の
増減　

    5,000 5,000

第３四半期連結会計期間中の変動
額合計（千円）

－ － △1,162,950 △1,162,950 14,541 △1,148,409

平成19年６月30日　残高
（千円）

749,370 536,987 △1,170,954 115,402 14,541 129,944

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年６月30日）

株主資本
少数株主持分　 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年９月30日　残高
（千円）

749,370 536,987 △1,290,466 △4,109 14,394 10,285

第３四半期連結会計期間中の変動
額

新株の発行 49,350 49,350  98,700  98,700

四半期純損失   △395,873 △395,873  △395,873

少数株主利益     △6,069 △6,069

第３四半期連結会計期間中の変動
額合計（千円）

49,350 49,350 △395,873 △297,173 △6,069 △303,242

平成20年６月30日　残高
（千円）

798,720 586,337 △1,686,339 △301,282 8,325 292,957

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本
少数株主持分　 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年９月30日　残高（千円） 749,370 536,987 △8,003 1,278,353 － 1,278,353

連結会計年度中の変動額

連結範囲の変更   △6,418 △6,418 8,481 2,062

当期純損失   △1,276,044 △1,276,044  △1,276,044

少数株主利益     1,396 1,396

連結子会社の増資による持分の
増減

    4,516 4,516

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － △1,282,462 △1,282,462 14,394 △1,268,068

平成19年９月30日　残高（千円） 749,370 536,987 △1,290,466 △4,109 14,394 10,285

－ 7 －



（3）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
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30日）

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10月１日
至　平成19年９月30日）

区分 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

   

税金等調整前四半期
（当期）純損失

－ △393,191 △1,263,166

減価償却費 － 133,600 234,210

減損損失 － 31,529 454,620

和解金 － 20,000 －

店舗撤退損失　 － － 77,000

投資有価証券評価損 － － 73,399

貸倒引当金の増加額 － 17,710 187,006

店舗売却益 － △16,774 △110,982

売上債権の増加額 － △7,531 △195,867

たな卸資産の増減額 － 26,365 △27,544

仕入債務の増減額　 － 25,115 △46,196

前受金の増加額　 － 2,463 41,995

その他　 － 47,600 63,350

小計 － △113,111 △512,174

利息及び配当金の受
取額

－ 1,375 1,219

利息の支払額 － △30,902 △32,533

和解金の支払額 － △20,000 －

法人税等の支払額　 － △11,657 △8,520

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

－ △174,295 △552,009

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

－ △37,772 △600,129

店舗売却による収入 － 98,738 185,394

敷金保証金の支払に
よる支出

－ △7,817 △139,048

敷金保証金回収によ
る収入　

－ 45,331 40,989

その他 － △9,424 △5,364

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

－ 89,055 △518,158

－ 8 －



 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30日）

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10月１日
至　平成19年９月30日）

区分 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

   

短期借入れの増減額 － 964,928 200,000

長期借入れによる収
入

－ 163,700 200,000

長期借入金の返済に
よる支出

－ △341,662 △116,480

社債の発行による収
入

－ 98,229 485,558

社債の償還による支
出

－ △849,615 △155,000

少数株主からの払込
みによる収入

－ － 5,000

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

－ 35,580 619,078

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加額（△減少額）

－ △49,659 △451,089

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

－ 209,778 647,694

Ⅵ　新規連結子会社の現金
及び現金同等物の期首
残高

－ － 13,173

Ⅶ　現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

－ 160,118 209,778

－ 9 －



８．（要約）四半期単体財務諸表

（1）四半期貸借対照表

  

 

前年同四半期末
（平成19年９月期

第３四半期末）

当四半期末
（平成20年９月期

第３四半期末）　
増減　

（参考）前期末
（平成19年９月期末）

区分 金額（千円） 金額（千円）
金額　

（千円）

増減率　

（％）　
金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

１．現金及び預金 62,576 157,769 95,192 152.1 196,673

２．受取手形 54,053 － △54,053 △100.0 －

３．売掛金 350,897 363,585 12,688 3.6 350,272

４．たな卸資産 39,394 28,815 △10,579 △26.8 56,947

５．前払費用 93,460 90,182 △3,277 △3.5 91,745

６．その他 38,129 119,876 81,747 214.3 31,258

貸倒引当金 △201,537 △206,364 △4,826 △2.3 △181,230

流動資産合計 436,973 553,864 116,891 26.7 545,666

Ⅱ　固定資産      

１．有形固定資産 941,283 664,079 △277,204 △29.4 919,981

２．無形固定資産 25,098 6,158 △18,940 △75.4 20,605

３．投資その他の資産 611,465 481,775 △129,690 △21.2 532,667

固定資産合計 1,577,848 1,152,013 △425,835 △26.9 1,473,255

Ⅲ　繰延資産 20,425 － △20,425 △100.0 19,152

資産合計 2,035,246 1,705,877 △329,369 △16.1 2,038,074

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

１．買掛金 196,614 242,911 46,296 23.5 213,143

２．短期借入金　 － 1,174,628 1,174,628 100.0 200,000

３．一年内償還予定社債 260,000 － △260,000 △100.0 72,500

４．一年内返済予定の長借
入金

124,570 144,300 19,730 15.8 50,184

５．未払金 92,402 72,173 △20,228 △21.8 64,428

６．未払費用 63,195 38,486 △24,709 △39.0 56,865

７．前受金 104,151 81,196 △22,955 △22.0 78,732

８．一年内リース資産減損
勘定

20,805 39,648 18,843 90.5 30,788

９．事業再構築引当金 65,387 － △65,387 △100.0 14,495

10．その他　 23,940 55,749 31,808 132.8 35,594

流動負債合計 951,068 1,849,094 898,025 94.4 816,732

Ⅱ　固定負債      

１．社債 610,000 － △610,000 △100.0 772,500

２．長期借入金 235,626 － △235,626 △100.0 281,778

３．預り保証金 52,500 68,950 16,450 31.3 54,500

４．リース資産減損勘定 65,000 70,636 5,636 8.6 112,545

固定負債合計 963,126 139,586 △823,539 △85.5 1,221,323

負債合計 1,914,194 1,988,680 74,486 3.8 2,038,055

－ 10 －



 

前年同四半期末
（平成19年９月期

第３四半期末）

当四半期末
（平成20年９月期

第３四半期末）　
増減　

（参考）前期末
（平成19年９月期末）

区分 金額（千円） 金額（千円）
金額　

（千円）

増減率　

（％）　
金額（千円）

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１．資本金 749,370 798,720 49,350 6.5 749,370

２．資本剰余金 536,987 586,337 49,350 9.1 536,987

３．利益剰余金 △1,165,305 △1,667,860 △502,555 △43.1 △1,286,338

株主資本合計 121,052 △282,803 △403,855 △333.6 18

純資産合計 121,052 △282,803 △393,727 △333.6 18

負債純資産合計 2,035,246 1,705,877 △329,369 △16.1 2,038,074

－ 11 －



（2）四半期損益計算書

 
前年同四半期

（平成19年９月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年９月期

第３四半期）
増減　

（参考）前期
（平成19年９月30日）

区分 金額（千円） 金額（千円）
金額　

（千円）　
増減率　
（％）　

金額（千円）

Ⅰ　売上高 2,626,754 2,151,153 △475,600 △18.1 3,548,965

Ⅱ　売上原価 2,577,298 2,003,756 △573,542 △22.2 3,435,390

売上総利益 49,455 147,396 97,941 198.0 113,575

Ⅲ　販売費及び一般管理費 688,283 446,394 △241,888 △35.1 831,660

営業損失 638,828 298,998 △339,829 △53.1 718,085

Ⅳ　営業外収益 34,238 31,592 △2,646 △7.7 47,099

Ⅴ　営業外費用 20,319 64,637 44,317 218.1 30,013

経常損失 624,909 332,044 △292,865 △46.8 700,999

Ⅵ　特別利益 6 35,995 35,989 － 110,982

Ⅶ　特別損失 522,950 77,073 △455,876 △85.2 677,059

税引前四半期（当期）
純損失

1,147,852 373,121 △774,731 △67.4 1,267,076

税金費用 9,448 8,400 △1,048 △11.0 11,258

四半期（当期）純利益 1,157,301 381,521 △775,779 △67.0 1,278,335

      

－ 12 －



（3）四半期株主資本等変動計算書

前第３四半期会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本

純資産合計
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

繰越利益剰余
金

利益剰余金合
計

平成18年９月30日　残高
（千円）

749,370 536,987 536,987 △8,003 △8,003 1,278,353 1,278,353

第３四半期会計期間中の変動額

四半期純損失    △1,157,301 △1,157,301 △1,157,301 △1,157,301

第３四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

－ － － △1,157,301 △1,157,301 △1,157,301 △1,157,301

平成19年６月30日　残高
（千円）

749,370 536,987 536,987 △1,165,305 △1,165,305 121,052 121,052

当第３四半期会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年６月30日）

株主資本

純資産合計
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

繰越利益剰余
金

利益剰余金合
計

平成19年９月30日　残高
（千円）

749,370 536,987 536,987 △1,286,338 △1,286,338 18 18

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行 49,350 49,350 49,350   98,700 98,700

四半期純損失    △381,521 △381,521 △381,521 △381,521

第３四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

49,350 49,350 49,350 △381,521 △381,521 △282,821 △282,821

平成20年６月30日　残高
（千円）

798,720 586,337 586,337 △1,667,860 △1,667,860 △282,803 △282,803

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本

純資産合計
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

繰越利益剰余
金

利益剰余金合
計

平成18年９月30日　残高
（千円）

749,370 536,987 536,987 △8,003 △8,003 1,278,353 1,278,353

事業年度中の変動額

当期純損失    △1,278,335 △1,278,335 △1,278,335 △1,278,335

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － △1,278,335 △1,275,335 △1,278,335 △1,278,335

平成19年９月30日　残高
（千円）

749,370 536,987 536,987 △1,286,338 △1,286,338 18 18

－ 13 －


