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１．平成20年８月中間期の連結業績（平成20年３月１日～平成20年８月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年８月中間期 1,311 △42.9 △346 － △338 － △1,019 －

19年８月中間期 2,296 25.5 326 － 276 － 40 －

20年２月期 3,953 － 208 － 155 － 119 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年８月中間期 △22,754 89 － －

19年８月中間期 454 96 383 58

20年２月期 10,152 78 889 87

（参考）持分法投資損益 20年８月中間期 －百万円 19年８月中間期 －百万円 20年２月期 －百万円

 

(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８月中間期 2,227 1,491 66.8 30,063 33

19年８月中間期 2,253 1,704 72.8 16,219 42

20年２月期 2,491 2,032 81.3 79,030 31

（参考）自己資本 20年８月中間期 1,485百万円 19年８月中間期 1,641百万円 20年２月期 2,024百万円

(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８月中間期 △1,200 △219 873 636

19年８月中間期 288 8 427 1,365

20年２月期 △36 △151 731 1,184

 

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

20年２月期 －  －  －  －  0 00

21年２月期 －  －  － －

21年２月期（予想） － － －  －  0 00

３．平成21年２月期第３四半期の連結業績予想（平成20年３月１日～平成20年11月30日）

（％表示は対前年第３四半期連結累計期間増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり

当第３四半期純利
益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第３四半期
連結累計期間

1,716 △46.4 △458 － △448 － △1,131 － △25,267 31

－ 1 －



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）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間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に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細については、28ページ「表示方法の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年８月中間期 49,418株 19年８月中間期 101,180株 20年２月期 25,618株

②　期末自己株式数 20年８月中間期 1株 19年８月中間期 －株 20年２月期 1株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、40ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年８月中間期の個別業績（平成20年３月１日～平成20年８月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年８月中間期 651 △50.5 △298 － △277 － △1,065 －

19年８月中間期 1,314 96.1 △75 － △129 － △157 －

20年２月期 2,120 － △156 － △190 － △12 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20年８月中間期 △23,786 41

19年８月中間期 △1,774 97

20年２月期 △1,086 51

(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８月中間期 2,036 1,419 69.4 28,616 17

19年８月中間期 1,850 1,597 83.8 15,327 59

20年２月期 2,224 2,007 89.9 78,047 80

 

（参考）自己資本 20年８月中間期 1,414百万円 19年８月中間期 1,550百万円 20年２月期 1,999百万円

２．平成21年２月期第３四半期の個別業績予想（平成20年３月１日～平成20年11月30日）

（％表示は対前年第３四半期累計期間期増減率）

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

第３四半期
累計期間

826 △53.7 △401 － △378 － △1,167 － △26,072 18

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１、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。

２．当社グループの業績予想においては、不動産関連の市況等の変動による影響が極めて大きく、また、今後

の市況等が非常に不明瞭であることが予想され、更に、従前より行われている既存事業の効率化と再構築にお

ける変動要素による影響が相まって、投資者から誤解をされない適切な予想数値の開示が困難であるために、

今期につきましては、通期・中間期の業績予想に代えて、四半期ごとに翌四半期の業績予想の開示を行います。

ルーデン・ホールディングス株式会社（1400）　平成 21 年２月期中間決算短信

－ 2 －



　

（参考）　株式併合に伴う１株当たり数値の遡及修正

 

　当社は、平成19年９月１日付をもって、普通株式10株を１株にする株式併合を実施しております。

　なお、当該株式併合が前期首に行われたと仮定した場合の前中間連結会計期間ならびに前連結会計年度における１株当たりの情報につ

いては、以下のとおりとなります。

 

　　（連結）

 21年２月期 20年２月期　

 中間期　 期末 中間期

 　　　　　　　　　　円　　銭 　　　　　　　　円　　銭 　　　　　　　　円　　銭

　１株当たり中間（当期）純利益 　　　　　　　△22,754　　89　 　　　　　　 4,549　　58 　　　　　　10,152　　78

　１株当たり純資産 　　　　　　　　30,063　　33 　　　　　 162,194　　22 　　　　　  79,030　　31

効力発生日　　平成19年９月１日に10：１の株式併合

 

　　（個別）

 21年２月期 20年２月期　

 中間期　 期末 中間期

 　　　　　　　　　　円　　銭 　　　　　　　　円　　銭 　　　　　　　　円　　銭

　１株当たり中間（当期）純利益 　　　　　　　△23,786　　41 　　　　　△17,749　　66 　　　　　 △１086　　51

　１株当たり純資産 　　　　　　　　28,616　　17 　　　　　 153,275　　87 　　　　　  78,047　　80

効力発生日　　平成19年９月１日に10：１の株式併合
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間連結会計期間(平成20年３月１日～平成20年８月31日)における我が国経済は、米国の低所得者向け高金

利型住宅ローン(サブプライムローン)問題に端を発した金融市場の混乱や、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、景気の減速感が強まっております。

　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においては、仕入れ時に高水準であった地価や

暴騰する原材料価格により高止まり続ける販売価格と、個人消費の伸び悩みが住宅の買い控え傾向をいっそう強

めていることに加え、上述の米国の金融不安に端を発した大規模な信用収縮により不動産関連企業のファンダメ

ンタルズが著しく劣化しており、近年稀に見る新規発売戸数と契約率の低迷、在庫戸数の増加が続いておりま

す。

　このような非常に厳しい市場環境において当社グループは、平成19年７月10日付の「中期経営計画」が前提と

していた不動産開発関連事業への参入のための資金調達として発行した第５回新株予約権をその中途で取得・消

却したこと、上述の計画策定時には想定し得ないほど市場環境が悪化したことなどから、当該計画を見直し、時

機にかなった施策へとその戦略方針を転換することといたしました。その具体的施策として、①当社グループの

規模からして大規模な不動産開発事業の廃止、②既存事業へ経営資源を集中させるための周辺事業領域での営業

活動の中止、③固定費の削減と変動費化を目的とした管理部門の徹底的なスリム化、④効率的な拠点網の構築の

ための支店の統廃合、などを推進してまいりました。しかしながら、上述の厳しい市場環境により売上高が当初

計画を大幅に下回ったこと、具体的施策に基づくリストラクチャーによる追加費用が発生したことに加えて、平

成20年６月18日付「告訴に関するお知らせ」、平成20年７月１日付「調査委員会設置に関するお知らせ」及び平

成20年８月６日付「調査委員会の調査結果について」にありますとおり、旧取締役による不明瞭な出金により多

額の貸倒引当金繰入を計上したこと、そして平成20年10月14日付「特別損失の発生および業績予想の修正に関す

るお知らせ」にありますとおり、旧取締役による不明瞭な出資に対して多額の投資損失引当金繰入を計上したこ

ともあり、当社業績は著しく悪化いたしました。なお、当該不明瞭な出金及び出資に対して当社は、法的手段を

含めて断固とした対応を取る予定であります。

　これらの結果、当中間連結会計期間における連結業績は、売上高1,311百万円（前年同期比42.9％減）、営業

損失346百万円（前年同期は営業利益326百万円）、経常損失338百万円（前年同期は276百万円の経常利益）、中

間純損失1,019百万円（前年同期は40百万円の中間純利益）となりました。

 

 

①　トータルハウスケアサービス事業

　不動産ディレクション事業および不動産アレンジメント事業に関しましては、上述の厳しい市場環境の影響

を受け、両事業ともに売上高は当初計画を大幅に下回り、不動産ディレクション事業の売上高は376百万円(前

年同期比51.1％減)、不動産アレンジメント事業の売上高は172百万円(前年同期比11.1％減)となりました。不

動産メンテナンス事業に関しましては、平成20年７月８日付「ハウスケア事業の合理化に関するお知らせ」に

記載のとおり、株式会社アライヴ クリエイトに移管した設備の交換工事やリニューアル工事などのエンドユー

ザー向けサービス(旧ハウスケア事業)について、売上高の向上、収益性の改善が見込めないため、平成20年８

月31日をもって事業廃業を行うことといたしました。株式会社アライヴ ビルマネジメントの展開するビルメン

テナンスサービス(旧総合ビルメンテナンス)については、拡販体制を強化し、引き続き確実な収益獲得を図っ

てまいりました。その結果、不動産メンテナンス事業の売上高は648百万円(前年同期比23.7％減)となりまし

た。

　以上により、当中間連結会計期間におけるトータルハウスケアサービス事業の売上高は1,198百万円(前年同

期比34.0％減)、営業損失は788百万円(前年同期は営業利益205百万円)となりました。
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②　不動産事業

　総合不動産事業に関しましては、株式会社エルトレードの展開する不動産受託販売において、拡販体制を強化

し、確実な収益獲得を図ってまいりました。また、当社においては中古マンションリノベーション事業への参入

による収益獲得を図ってまいりました。その結果、総合不動産事業の売上高は、96百万円(前年同期比79.8％

減)となりました。

　以上により、当中間連結会計期間における不動産事業の売上高は96百万円(前年同期比79.8％減)、営業損失は

10百万円(前年同期は402百万円の営業利益)となりました。

 

　次期の業績見通しにつきまして、不動産市況等の変動による影響が極めて大きいことから適切な予想数値の開示

が困難であるために、引き続き四半期ごとに翌四半期の業績予想の開示を行ってまいります。

　当社グループは、業績改善のための施策に引き続き注力し、恒常的な黒字化は元より、従前より高い利益率を継

続的に確保できる「小さな優良企業」への変革を進めてまいります。

　これらにより、平成21年２月期の連結第３四半期業績見通しは、売上高1,716百万円、営業損失459百万円、経常

損失449百万円、第３四半期純損失1,132百万円を見込んでおります。

 

 

 

(2）財政状態に関する分析

 

（流動資産）

当中間連結会計期間末における流動資産の残高は、18億11百万円となりました。

その主なものは、現金及び預金６億40百万円、受取手形及び売掛金３億16百万円及び販売用不動産７億６百万円で

あります。　

 

（固定資産）

当中間連結会計期間末における固定資産の残高は、４億16百万円となりました。

その主なものは、連結子会社２社ののれん２億10百万円、有形固定資産43百万円であります。

 

（流動負債）

当中間連結会計期間末における流動負債の残高は、７億31百万円となりました。

その主なものは、短期借入金４億円及び、未払金２億８百万円であります。　　　

 

（固定負債）

当中間連結会計期間末における固定負債の残高は、４百万円となりました。

その主なものは、退職給付引当金３百万円であります。　

 

（純資産）　　

当中間連結会計期間末における純資産の残高は、14億91百万円となりました。

資本金17億５百万円、資本剰余金２億38百万円、利益剰余金△４億58百万円であります。
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当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況

 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、株式の発行による収入４億73百万

円及び短期借入金の純増額４億円等の収入要因があったものの、投資有価証券の取得による支出４億７百万円、販

売用不動産の増加額６億70百万円及び長期預け金の増加額２億等の要因により、当中間連結会計期間末には６億36

百万円となりました。

 

当中間連結会計期間における連結キャッシュ・フローの状況は、以下の通りであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は、12億円となりました。

これは主に、税金等調整前当期純損失10億15百万円を計上したこと、長期預け金の増加額２億円及び販売用不動

産の購入による支出が６億70百万円発生したこと等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）

当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、２億19百万円となりました。

これは主に、貸付金回収による収入が２億28百万円あったものの、投資有価証券の取得による支出が４億７百万

円及び敷金保証金の差入による支出が41百万円発生したこと等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）

当中間連結会計期間において財務活動の結果獲得した資金は、８億73百万円となりました。

これは主に、株式発行による収入を４億73百万円獲得したこと、短期借入金の収入が４億円発生したこと等によ

るものであります。

 

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社グループは、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして考えており、長期的な経営基盤の強化に

留意しつつ、業績の成果に応じた利益配分を行うことを基本方針としております。
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(4）事業等のリスク

　以下において当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性のある事項を記載しております。また、必ず

しもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資判断上あるいは当社グループの事業活動を把握する

上で重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。

　なお、文中における将来に係る事項につきましては、当中間連結会計期間末現在において当社が判断したもので

あります。当社グループはこれらリスク要因の発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対

応に努めてまいります。

 

　①　経営成績におけるリスクについて

 当社グループの当中間連結会計期間における経営成績は、市場環境の著しい悪化により売上高が前中間連結会

計期間2,296百万円に対し当中間連結会計期間が1,311百万円と大幅に減少し、その結果1,019百万円に及ぶ大幅

な中間純損失と1,200百万円のマイナス営業キャッシュフローを計上することとなりました。

当社グループは、このような状態を脱するため、以下具体的施策を実施し、恒常的な黒字化は元より、従前より

高い利益率を継続的に確保できる「小さな優良企業」を目指してまいります。

　　　　　　Ａ．株式会社アライヴクリエイトの事業廃業など収益性の改善の見込みのない事業や当社の戦略上重要性の

低い事業を整理・統合し、既存事業へ経営資源を集中する

　　　　　　Ｂ．営業所の統合や人員整理、非正規雇用労働者の活用などにより、固定費の削減・変動費化を進め、特に

管理部門の徹底的なスリム化を継続して実施する

　　　　　　Ｃ．社名や企業イメージを一新することで、当社が長年対応に苦慮してきた、過去の競合他社による誹謗中

傷活動による負のレピュテーションを回避する

　　　　　　Ｄ．上述のリスク回避施策に合わせ、新規液剤の導入や法人営業活動の強化を通して、既存事業の拡販に注

力する

　当社グループはこれまで、上場時における事実無根の報道や謂れなき営業妨害的行為によりレピュテーションリ

スクが顕在化し、長期に渡り経営成績への悪影響を受けてまいりました。しかしながら、平成20年９月１日よりス

タートした新社名の下、現在法人営業成績は拡販に向けて順調に推移しております。

　上述の改善活動を上回る市場環境の悪化や、予期せぬ事象により当該活動が頓挫した場合、当社グループの経営

成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

②　事業構造におけるリスクについて

　当社グループは、深いかかわりのあるディベロッパーおよび管理会社の総合サポート企業としての位置づけを

得るべく「トータルライフケアサービス（生活総合支援企業）」を標榜し、不動産ディレクション事業、不動産

アレンジメント事業を中心とした既存事業の提供するサービス・商品を拡充する施策を執ってまいりました。ま

た、不動産ディレクション事業への収益依存体質を改善し、かつグループ全体での黒字化の安定を図るべく、引

き続き既存事業の効率化と再構築を進めてまいりました。結果、当社グループの収益構造は、当中間連結会計年

度末現在、未だ収益性の高い不動産ディレクション事業に依存している傾向にあります。そのため、不動産ディ

レクション事業における特定のリスク(③－Ａ「既存事業の特徴におけるリスクについて」および③－Ｂ「既存

事業の顧客層におけるリスクについて」参照)が発生した場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性

があります。
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③　事業におけるリスクについて

Ａ）既存事業の特徴におけるリスクについて

　当社グループの、不動産ディレクション事業および不動産アレンジメント事業などの既存事業における顧客は、

新築分譲マンションおよび既存マンションの入居者であります。

　当社グループは前々期より、その営業方法をこれら顧客宅に直接訪問し受注を獲得する方法から、マンション

デベロッパーやマンション管理会社などとの提携に基づき当該法人が販売もしくは管理するマンションの入居者

に対し営業する方法に全面的にシフトし、販路の拡大ならびに収益基盤の強化を図っております。当社グループ

はこれまで、上場時における事実無根の報道や謂れなき営業妨害的行為によりレピュテーションリスクが顕在化

し、長期に渡り経営成績への悪影響を受けてまいりました。しかしながら、平成20年９月１日よりスタートした

新社名の下、現在法人営業成績は拡販に向けて順調に推移しております。

　今後何らかの事象により、マンションデベロッパーやマンション管理会社との提携が確保できなかった場合、

当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

Ｂ）既存事業の顧客層におけるリスクについて

　当社グループの、不動産ディレクション事業および不動産アレンジメント事業は、主に新築分譲マンションの

購入者を対象として営業活動を行っております。そのため、新築マンションの引渡時期と当該事業の売上計上時

期とに強い相関関係があり、具体的には、マンションの販売・引渡が集中する３月、９月、12月に売上計上が集

中する傾向があります。また、経済環境によって新築分譲マンションの販売戸数の減少や新築マンションの竣工

に遅れが生じた場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

Ｃ）既存事業の属する業界におけるリスクについて

　当社グループの、不動産ディレクション事業および不動産アレンジメント事業などの既存事業の属する住宅リ

フォーム業界や訪問販売を行っている事業者の中で、一部の業者の悪質な手法による消費者トラブルが続出して

おり、マスコミ報道による露出も増加傾向にあります。このため、業界に対するイメージの悪化から当社グルー

プの営業活動に支障をきたし、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　当社グループは、こうしたトラブルの発生回避のため、営業社員に対し営業会議、各種研修などの場において

法令遵守や営業マナーなどの実践的研修を徹底しており、また、施工トラブルの未然防止を図るため施工マニュ

アルを作成・配布しているとともに施工研修を実施しております。さらに、クレームが発生した場合には迅速な

対応を図っているとともに、その報告から分析および対応までの組織的な共有化を図り、再発防止策を講じてお

ります。

 

Ｄ）競合について

　当社グループが行っている事業の一部は、特殊技能や許認可を必要とする事業ではなく、新規参入は比較的容

易であると考えられ、将来的にはマンションデベロッパーやマンション管理会社が参入してくる可能性がありま

す。こうした状況から、今後は業者間受注競争がますます激化することが想定され、当社グループの経営成績に

影響を及ぼす可能性があります。

 

 

④　株主割当による新株予約権の発行について

　当社が平成19年７月10日に開示いたしました中期経営計画の一環として、同日に開示いたしました「株主割当に

よる新株予約権の発行に関するお知らせ」に記載のとおり、平成19年10月1日より平成22年8月31日まで、当社の株

式を継続保有していただいた株主様に対して、１株につき最大５株を行使価格1円にて取得できる新株予約権を発行

しております。よって、当該新株予約権の行使期間、平成22年11月１日から平成23年２月28日までの間の新株予約

権の行使の規模によっては、当社株式の１株当たりの価値が希薄化する可能性があります。平成20年2月末日の株主

名簿と保有の継続状況によりますと、8,775株分が継続保有されており、現時点最大43,875株の発行が見込まれてお

ります。なお、本発行は今後の保有の継続状況により減少する可能性もありますのでご留意ください。
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⑤　法的規制におけるリスクについて

Ａ）特定商取引法、消費者契約法

　　当社グループの事業の一部は、「特定商取引法」および「消費者契約法」上にいう訪問販売による営業活動

を行っており、同法による規制を受けております。これらの法規制は消費者保護の観点から近年強化される傾向

にあり、特に訪問販売に係る不招請再勧誘規制（勧誘を拒絶された際の再勧誘の規制）は、いくつかの自治体が

導入または導入を検討しております。当社グループにおいては、これらの法令の趣旨や改正内容を充分理解した

うえ、社員に教育を徹底しており、社内管理体制の整備や各種研修により法令遵守に努めております。将来これ

らの法令の改正や新たな法令規制が制定され、当社グループの事業に適用された場合、当社グループの事業はそ

の制約を受けることとなり、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

 

　Ｂ）建設業法、建築士法、宅地建物取引業法

　当社グループは、現在の事業活動においては建設業の許可を必要とはしておりませんが、既存事業の一部の規

模拡大のため、建設業の許可申請をしており、そのもとで「建設業法」、「建築士法」の規制を受けております。

また、当社グループ会社において不動産売買を営んでいることから宅地建物取引業の免許を取得し、「宅地建物

取引業法」の規制を受けております。将来これらの法令の改正や新たな法令規制が制定され、当社グループの事

業に適用された場合、当社グループの事業はその制約を受けることとなり、当社グループの経営成績に影響を与

える可能性があります。

 

Ｃ）個人情報の保護に関する法

　当社グループは、「個人情報の保護に関する法」のもとで、適法かつ公正な手段によって個人情報を取得し、

取得の際に示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて個人情報を利用し、その紛失、破壊、

改ざんおよび漏えいなどを防止するため、不正アクセス、コンピューターウイルスなどに対する適正なセキュリ

ティ対策を講じております。しかし、これらの対策にも拘らず、個人情報の不正利用、その他不測の事態によっ

て個人情報が社外に漏えいした場合には、損害賠償請求や社会的信用の失墜などにより、当社グループの経営成

績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社グループ(当社及び当社の関連会社)は、当社及び連結子会社３社の計４社により構成されており、不動産ディレ

クション、不動産アレンジメント、不動産メンテナンス、総合不動産事業を行うことで、生活に関わる様々なサービス

を提供するトータルライフケアサービス(生活総合支援企業)を展開しております。

　その主な事業内容と、各社の当該事業に係る位置づけは、次の通りであります。

 

事業区分 事業内容

トータルライフケア

サービス事業

トータルハウスケア

サービス事業 

不動産ディレクショ

ン事業

 

当社は、新築住宅をターゲットとして、そのディ

ベロッパーおよび管理会社に対し、内覧会のプロ

デュースや竣工検査の代行を行うとともに、入居

されるエンドユーザーに対し、住宅の壁・床材・

キッチン・浴室などの水廻りの防汚、カビ防止効

果のあるコーティング加工などを行っております

 

不動産アレンジメン

ト事業

 

当社は、新築住宅を主なターゲットとして、その

ディベロッパーに対し、モデルルームの設置の代

行、インテリア関連商品、家電商品などの生活関

連商品などの卸を行うとともに、入居されるない

しはすでに入居されているエンドユーザーに対し、

ルームコーディネートサービスとして、インテリ

ア関連商品、家電商品などの生活関連商品などの

販売を行っております。

 

不動産メンテナンス

事業

 

連結子会社である株式会社アライヴ クリエイトは、

既にお住まいのエンドユーザーに対し、建造物の

メンテナンスサービスとして、設備の交換工事や

リニューアル工事を行っております。連結子会社

である株式会社アライヴ ビルマネジメントは、建

造物の清掃管理・設備管理・保安管理・営繕管理

などのビルメンテナンスを行っております。

 

不動産事業 総合不動産事業 

 

当社は、用地の取得、建造計画作成、不動産の販

売などを行う不動産開発事業を行っております。

連結子会社である、株式会社エルトレードは、不

動産仲介・不動産受託販売などの不動産関連事業

を行っております。
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 上記事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
　（事業系統図）

 

不 動 産 事 業 

トータルハウスケアサービス事業 

顧    客 

顧    客 

当    社 

マンションデベロッパー マンション管理会社 

総合不動産事業(ＢtoＣ) 

 

出資 

 

出資 

 

（注２） 

 

不動産メンテナンス事業 
（注１） 

（注）１.マンション専有部のメンテナンスに対する提携 

 
   ２.マンション共有部のメンテナンスのアウトソーシング 

不動産メンテナンス事業 
（ビルメンテナンス） 

総合不動産事業 
（不動産開発） 

不動産ディレクション事業 不動産アレンジメント事業 

 

連結子会社 
株式会社アライヴ ビルマネジメント 

連結子会社 
株式会社エルトレード 

（注１） 

 

マンション専有部のメンテナンス 
に関する役務の提供 

連結子会社 
株式会社アライヴ クリエイト 

出資 

 

トータルライフケアサービス 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　　当社グループは、多様化する住宅事情や急変する生活スタイルなどのユーザーニーズに対して、「トータルラ

イフケアサービス(生活総合支援企業)」を標榜し、活力ある事業活動により、独創性・持続性を有し、かつユー

ザーの生活の利便性の向上及び当社の事業体において相乗効果の期待しえる商品・サービス群の提供を推し進める

ことで、社会に貢献する企業体を目指しております。

上記理念に係る経営の基本方針は、

①　黒字体質の安定化及び収益基盤の強化に資する事業分野への集中的な資金投入

②　業態変革の加速化と抜本的な経営改革への挑戦

③　グループ各社及び各事業のシナジー効果の追及

の３点としております。

 

(2) 目標とする経営指標

　当社グループは、上記基本方針において継続的な成長と経営基盤の安定を達成しえる組織の構築を目指しており、

その具体的施策として、生産性の向上とコスト削減を推し進めてまいります。今後十分な事業価値の創出と株主の

皆様への還元を実現していくために、既存事業において、株主資本利益率(ROE)15％を目標として事業全体の収益

性の確保にまい進してまいります。

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、平成19年７月10日付「中期経営計画について」に記載のとおり、前々期より取り組んでおりま

す既存事業の効率化及び再構築に加え、新たに周辺事業領域での収益獲得と不動産開発関連事業に参入することを

決定しておりました。

　しかしながら、当該計画の前提とする資金調達のための新株予約権の発行以降に突然生じた米国における低所得

者向け高金利型住宅ローン(サブプライムローン)問題による日本経済への影響、また、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により日本の不動産市況に当社が計画策定時に想定していなかった大きな変化が生じ

ている状況であります。さらに、不動産開発関連事業のための資金調達として、中期経営計画と同時に開示し、平

成20年７月31日に開催いたしました当社臨時株主総会決議により発行いたしました、株式会社アライヴコミュニ

ティ第５回新株予約権を取得・消却することとなり、当該中期計画の前提が覆る事態となりました。

　このような厳しい経営環境において当社グループは、時機にかなった施策へとその戦略方針を転換することとし、

今後は、現状の自己保有の資金による財務基盤に基づき、事業改革の達成に向け努力していく所存でございます。

また、平成20年7月10日付開示「中期経営計画について」にて公表した定量的計画につきましては、その達成のた

めには、上記新株予約権の行使による資金調達と不動産開発関連事業の参入が重要な役割を果たしていたために、

現在見直しを行っており、計画を策定し次第改めて開示する予定であります。

 

(4) 会社の対処すべき課題

　当社グループは、「(３)　中長期的な会社の経営戦略」に記載通り、時機にかなった施策へとその戦略方針を転

換することとし、今後は、現状の自己保有の資金による財務基盤に基づき、事業改革の達成に向け努力していく所

存でございます。その具体的施策は、以下のとおりであります。

①株式会社アライヴクリエイトの事業廃業など収益性の改善の見込みのない事業や当社の戦略上重要性の低い事

業を整理・統合し、既存事業へ経営資源を集中する

②営業所の統合や人員整理、非正規雇用労働者の活用などにより、固定費の削減・変動費化を進め、特に管理部

門の徹底的なスリム化を継続して実施する

③社名や企業イメージを一新することで、当社が長年対応に苦慮してきた、過去の競合他社による誹謗中傷活動

による負のレピュテーションを回避する

④上述のリスク回避施策に合わせ、新規液剤の導入や法人営業活動の強化を通して、既存事業の拡販に注力する

　当社グループはこれまで、上場時における事実無根の報道や謂れなき営業妨害的行為によりレピュテーションリ

スクが顕在化し、長期に渡り経営成績への悪影響を受けてまいりました。しかしながら、平成20年９月１日よりス

タートした新社名の下、現在法人営業成績は拡販に向けて順調に推移しております。

　以上の施策を実施することで、恒常的な黒字化は元より、従前より高い利益率を継続的に確保できる「小さな優

良企業」を目指してまいります。

 

(5）その他、会社の経営上重要な事項

　該当する事項はありません。　
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４．中間連結財務諸表
(1）中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末

（平成19年８月31日）

当中間連結会計期間末

（平成20年８月31日）

対前中間

期比

前連結会計年度の

要約連結貸借対照表

（平成20年２月29日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減

（千円）
金額（千円）

構成比

（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金   1,383,536   640,692    1,187,713  

２．受取手形及び売掛金   312,005   316,379    311,103  

３．たな卸資産   73,489   65,490    40,830  

４．販売用不動産   －   706,547    188,308  

５．その他   56,449   89,108    313,034  

貸倒引当金   △24,445   △7,102    △13,160  

流動資産合計   1,801,034 80.0  1,811,116 81.3 9,196  2,027,831 81.4

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※1  41,637 1.8  43,012 1.9 1,375  46,583 1.9

２．無形固定資産            

(1）のれん  267,921   210,103    239,012   

(2）その他  6,598 274,519 12.2 6,709 216,812 9.8 △57,707 1,966 240,978 9.7

３．投資その他の資産            

　(1）投資有価証券  －   421,688    62,469   

　(2）長期預け金  －   200,000    －   

　(3）その他  137,991   256,398    139,592   

貸倒引当金  △1,485   △314,009    △25,742   

投資損失引当金  － 136,505 6.0 △407,713 156,364 7.0 19,859 － 176,319 7.1

固定資産合計   452,662 20.0  416,189 18.7 △36,473  463,881 18.6

資産合計   2,253,697 100.0  2,227,305 100.0 △27,278  2,491,713 100.0

            

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金   52,905   71,603    81,523  

２．短期借入金   －   400,000    －  

３．未払金   235,445   208,179    181,867  

４．未払法人税等   169,664   6,360    121,408  

５．賞与引当金   9,003   3,000    7,421  

６．売上値引引当金   6,797   3,416    3,550  

７．アフターコスト引当

金
  3,033   1,470    2,100  

８．その他 ※2  62,603   37,456    57,698  

流動負債合計   539,452 24.0  731,486 32.8 192,034  455,569 18.3

Ⅱ　固定負債            

１．退職給付引当金   6,250   3,376    2,804  

２．その他   3,001   1,243    686  

固定負債合計   9,251 0.3  4,619 0.2 △4,632  3,490 0.1

負債合計   548,703 24.3  736,106 33.0 187,403  459,060 18.4
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前中間連結会計期間末

（平成19年８月31日）

当中間連結会計期間末

（平成20年８月31日）

対前中間

期比

前連結会計年度の

要約連結貸借対照表

（平成20年２月29日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減

（千円）
金額（千円）

構成比

（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

　１．資本金   1,312,614 58.2  1,705,633 76.6 393,019  1,467,622 58.9

　２．資本剰余金   1,291,414 57.3  238,011 10.7 △1,053,403  1,446,422 58.0

　３．利益剰余金   △965,419 △42.8  △458,601 △20.6 505,932  △885,945 △35.6

　４．自己株式   －   △180 0.0 △180    

株主資本合計   1,638,609 72.7  1,484,864 66.7 △154,631  2,028,098 81.4

Ⅱ　評価・換算差額等            

１．その他有価証券評価

差額金
  2,471 0.1  805 0.0 △1,666  △3,499 △0.1

　　評価・換算差額等合計   2,471 0.1  805 0.0 △1,666  △3,499 △0.1

Ⅲ　新株予約権   46,345 2.1  5,530 0.3 △40,815  8,054 0.3

Ⅳ　少数株主持分   17,566 0.8  － － －  － －

純資産合計   1,704,993 75.7  1,491,199 67.0 △214,680  2,032,652 81.6

負債純資産合計   2,253,697 100.0  2,227,305 100.0 △27,278  2,491,713 100.0
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(2）中間連結損益計算書

  

前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日）

対前中間

期比

前連結会計年度の

要約連結損益計算書

（自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日）

区分
注記

番号
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

増減 

 （千円）
金額（千円）

百分比

（％）

Ⅰ　売上高 ※2  2,296,978 100.0  1,311,147 100.0 △985,787  3,953,928 100.0

Ⅱ　売上原価   915,918 39.9  792,622 60.5 △123,374  1,781,844 45.1

売上総利益   1,381,060 60.1  518,524 39.5 △861,442  2,172,083 54.9

Ⅲ　販売費及び一般管理

費
※1  1,054,203 45.9  865,141 65.9 △173,837  1,963,743 49.7

営業利益又は営業

損失（△）
  326,856 14.2  △346,617 △26.4 △687,604  208,339 5.3

Ⅳ　営業外収益            

　１．受取利息  1,423   7,392    15,188   

　２．受取配当金  91   18    108   

　３．受取手数料  1,925   317    845   

　４．賃借料収入  820   820    1,640   

　５．還付金  1,347   323    1,373   

　６．その他  1,663 7,272 0.3 2,303 11,174 0.8 3,902 5,693 24,849 0.6

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  2,938   －    3,045   

２．株式交付費  53,406   2,483    59,611   

３. その他  1,368 57,713 2.5 98 2,582 0.2 △50,318 15,373 78,030 2.0

経常利益又は経常

損失（△）
  276,415 12.0  △338,024 △25.8 △633,384  155,158  

Ⅵ　特別利益            

１．新株予約権

　　戻入益
 －   2,240    －   

２．アフターコスト引

当金繰入額
 1,847   －    3,142   

３．その他  － 1,847 0.1 58 2,298 0.2 27,719 216,957 220,099 5.6

Ⅶ　特別損失            

　１．固定資産売却損 ※3 75   －    75   

　２．投資有価証券売

却損
 －   9,051    －   

　３．役員退職慰労金  12,000   －    12,000   

４．営業拠点統廃合損

失 
※4 36,022   －    41,400   

５．貸倒引当金繰

入額
 －   257,007    －   

６．投資損失引当金繰

入額
 －   407,713    －   

８．リース解約損  －   6,338    －   

　９．減損損失 ※5 3,876   －    21,243   

　10. その他  2,415 54,389 2.4 1 680,113 51.9 634,884 2,415 77,134 2.0

税金等調整前中間

（当期）純利益又

は純損失（△）

  223,873 9.7  △1,015,838 △77.5 △1,240,549  298,123 7.5
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前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日）

対前中間

期比

前連結会計年度の

要約連結損益計算書

（自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日）

区分
注記

番号
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

増減 

 （千円）
金額（千円）

百分比

（％）

法人税、住民税及

び事業税
 167,346   3,243   △164,103 153,170   

法人税等調整額  5,625 172,971 7.5 △4 3,238 0.2 △169,733 3,355 156,526 4.0

少数株主利益又は

損失（△）
  10,592 0.4  － － △10,592  21,814 △0.6

中間（当期）純利

益又は純損失

（△）

  40,309 1.8  △1,019,077 △77.7 △1,030,507  119,782 3.0
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(3）中間連結株主資本等変動計算書

　　前中間連結会計期間（自平成19年３月１日　至平成19年８月31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

中間連結会計期間中の変動額     

新株予約権の発行     

新株予約権の行使 555,709 555,709  1,111,418

中間純利益   40,309 40,309

株主資本以外の項目の中間連結会計期間

中の変動額(純額）
    

中間連結会計期間中の変動額合計（千円） 555,709 555,709 40,309 1,151,728

平成19年８月31日残高（千円） 1,312,614 1,291,414 △965,419 1,638,609

 

 

 

評価・換算差額等

 新株予約権 少数株主持分 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19年２月28日残高（千円） 5,427 5,427 62,470 6,974 561,753

中間連結会計期間中の変動額      

新株予約権の発行   300  300

新株予約権の行使   △16,425  1,094,993

中間純利益     40,309

株主資本以外の項目の中間連結会計期間

中の変動額(純額）
△2,955 △2,955  10,592 7,636

中間連結会計期間中の変動額合計（千円） △2,955 △2,955 △16,125 10,592 1,143,239

平成19年８月31日残高（千円） 2,471 2,471 46,345 17,566 1,704,993
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　　当中間連結会計期間（自平成20年３月１日　至平成20年８月31日）

 

 

 

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20年２月29日残高（千円） 1,467,622 1,446,422 △885,945  2,028,098

中間連結会計期間中の変動額      

新株予約権の発行      

新株予約権の行使 238,011 238,011   476,023

新株予約権の失効      

資本剰余金の振替  △1,446,422 1,446,422   

中間純利益   △1,019,077  △1,019,077

自己株式の取得    △180 △180

株主資本以外の項目の中間連結会計期間

中の変動額(純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計（千円） 238,011 △1,208,410 427,344 △180 △543,233

平成20年８月31日残高（千円） 1,705,633 238,011 △458,601 △180 1,484,864

 

 

 

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20年２月29日残高（千円） △3,499 △3,499 8,054 2,032,652

中間連結会計期間中の変動額     

新株予約権の発行     

新株予約権の行使   △23 476,000

新株予約権の失効   △2,500 △2,500

資本剰余金の振替     

中間純利益    △1,019,077

自己株式の取得    △180

株主資本以外の項目の中間連結会計期間

中の変動額(純額）
4,305 4,305  4,305

中間連結会計期間中の変動額合計（千円） 4,305 4,305 △2,524 △541,453

平成20年８月31日残高（千円） 805 805 5,530 1,491,199
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　　前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成19年３月１日　至平成20年２月29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

連結会計年度中の変動額     

新株予約権の発行     

新株予約権の行使 710,717 710,717  1,421,434

新株予約権の失効     

当期純利益   119,782 119,782

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） 710,717 710,717 119,782 1,541,216

平成20年２月29日残高（千円） 1,467,622 1,446,422 △885,945 2,028,098

 

 

 

評価・換算差額等

 新株予約権 少数株主持分 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19年２月28日残高（千円） 5,427 5,427 62,470 6,974 561,753

連結会計年度中の変動額      

新株予約権の発行   300  300

新株予約権の行使   △16,440  1,404,993

新株予約権の失効   △38,275  △38,275

当期純利益     119,782

株主資本以外の項目の連結会計年度中の

変動額(純額）
△8,926 △8,926  △6,974 △15,901

連結会計年度中の変動額合計（千円） △8,926 △8,926 △54,416 △6,974 1,470,899

平成20年２月29日残高（千円） △3,499 △3,499 8,054 － 2,032,652
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  

前中間連結会計期間

（自 平成19年３月１日

至 平成19年８月31日）

当中間連結会計期間

（自 平成20年３月１日

至 平成20年８月31日）

対前中間

期比 

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19年３月１日

至 平成20年２月29日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円）

増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー      

税金等調整前中間（当期）純利益

又は純損失（△）
 223,873 △1,015,838  298,123

減価償却費  4,827 7,247  12,491

減損損失  3,876 －  21,243

のれん償却  28,908 28,908  57,817

貸倒引当金の増加額  6,666 282,208  19,638

賞与引当金の減少額  △3,763 △4,421  △3,192

売上値引引当金の増加額（△減少

額）
 2,297 △133  △950

受注工事損失引当金の減少額  △400 △49  △350

アフターコスト引当金の減少額  △3,467 △629  △4,400

退職給付引当金の増加額（△減少

額）
 902 572  △2,543

投資損失引当金の増加額  － 407,713  －

固定資産売却損  75 －  75

固定資産除却損  7,984 －  7,984

投資有価証券売却損  － 9,051  －

投資有価証券評価損  2,415 －  2,415

新株予約権戻入益  － △2,240  △38,275

株式交付費  53,406 2,483  59,611

受取利息及び受取配当金  △1,514 △7,410  △15,296

支払利息  2,938 －  3,045

売上債権の減少額（△増加額）  △18,558 10,201  △101,231

破産更生債権等の増加額  － △20,434  －

たな卸資産の減少額（△増加額）  2,301 127,692  △153,652

販売用不動産の増加額  － △670,591  －

未収入金の増加額  △5,316 △53,303  △14,117

未払費用の増加額（△減少額）  △3,703 －  －

仕入債務の増加額（△減少額）  △23,383 △9,919  6,153

長期預け金の増加額  － △200,000  －

その他  26,611 14,812  △192,106

小計  306,979 1,094,081 787,102 △37,518

利息及び配当金の受取額  1,151 7,410  15,296

利息の支払額  △2,200 －  △2,307

法人税等の支払額  △17,120 △114,292  △12,145

営業活動によるキャッシュ・フロー  288,809 △1,200,962 △1,489,771 △36,675

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  △4,262 △330  △11,733

定期預金の払戻しによる収入  12,008 －  33,726

有形固定資産の取得による支出  △14,484 △3,566  △50,131

有形固定資産の売却による収入  1,508 －  1,508

無形固定資産の取得による支出  － △5,351  △1,543

投資有価証券の取得による支出  － △407,713  △354,693

投資有価証券の売却及び償還によ

る収入
 － 43,830  310,102

敷金保証金の差入による支出  △14,465 △41,157  △24,799

敷金保証金の返還による収入  29,264 1,175  43,324

貸付けによる支出  － △35,000  △305,000

貸付金の回収による収入  1,451 228,417  41,831

その他  △2,426 △30  166,116

投資活動によるキャッシュ・フロー  8,594 △219,725 △228,319 △151,292
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前中間連結会計期間

（自 平成19年３月１日

至 平成19年８月31日）

当中間連結会計期間

（自 平成20年３月１日

至 平成20年８月31日）

対前中間

期比 

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19年３月１日

至 平成20年２月29日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円）

増減

（千円）
金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の純増減額  △585,000 400,000  △585,000

株式の発行による収入  1,041,587 473,516  1,345,382

新株予約権発行による収入  300 －  300

長期借入金の返済による支出  △29,645 －  △29,645

その他  － △180  －

財務活動によるキャッシュ・フロー  427,242 873,336 446,094 731,037

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額  724,646 △547,351 △1,271,997 543,069

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  641,013 1,184,083 543,070 641,013

 Ⅵ　連結範囲の変更に伴う現金及び現金

同等物の増加額
 － － － －

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)

残高
※ 1,365,660 636,732 △728,928 1,184,083
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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

前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日）

　当社グループは、前連結会計年度において

363,849千円の連結営業損失を計上し、連結営

業キャッシュ・フローもマイナス228,750千円

と多額のマイナスとなっておりました。

　当中間連結会計期間は、連結営業利益

326,000千円を計上し、連結営業キャッシュ・

フローも288,000千円のプラスとなり、収益性

の改善の成果が見られたものの、連結営業利

益及びプラスの連結営業キャッシュ・フロー

を継続して計上するための確固たる基盤を築

くまでには至っておらず、継続企業の前提に

重要な疑義が存在しております。

　当中間連結会計期間は、引き続き低迷する

首都圏のマンション市場の影響を受け、当該

マンション居住者を顧客とする不動産ディレ

クション事業および不動産アレンジメント事

業の売上高が落ち込み、加えて、従前より進

めております既存事業の効率化と再構築に伴

い、支店統廃合などの事業構造改革に係る費

用が計画以上に発生したことに加え、中古リ

ノベーション事業やリゾート会員権の販売な

どの周辺事業領域での本格的な収益獲得が下

期以降へとずれこんだため、結果として当初

計画を下回る業績となら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グループは、継

続的な成長と経営基盤の安定を達成するため、

「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」と、「不動産開発関連事

業への参入」を経営戦略の中心に据え、その

具体的施策を、全社を挙げて段階的に実行し

てまいります。

　すなわち、「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」の具体的施

策は以下のとおりであります。

①不動産開発関連事業における開発物件への

既存事業の導入によるシナジー効果の追求

と収益基盤の強化

②効率的な拠点網の構築のための支店の統廃

合

③経費削減と顧客管理に基づく緻密なマーケ

ティングを可能とするシステム化の推進

④中古マンションリノベーション事業の推進

による新たな販路の開拓

⑤高付加価値商材を扱うことで培ったホスピ

タリティーを追求した営業手法の活用によ

るリゾート会員権の販売

⑥グループ各社の顧客の共有化の推進

⑦従前より引き続く法人営業強化のさらなる

推進

　加えて、「不動産開発関連事業への参入」

の具体的施策は以下のとおりであります。

①人材の獲得(大手ゼネコンOBの執行役員、不

動産事業経験者の取締役２名を新たに選

任)

②第三者割当による新株予約権発行による資

金調達(最大で60億円程度)

③土地取得以前からの交渉を前提とする不動

産投資ファンドなどへの出口戦略

　当社グループの当中間連結会計期間におけ

る経営成績は、市場環境の著しい悪化により

売上高が前中間連結会計期間2,296百万円に対

し当中間連結会計期間が1,311百万円と大幅に

減少し、その結果1,019百万円に及ぶ大幅な中

間純損失と1,200百万円のマイナス営業キャッ

シュフローを計上することとなりました。当

該状況により、中間連結財務諸表について継

続企業の前提に関する重要な疑義が存在して

おります。

　当社グループは、このような状態を脱する

ため、以下具体的施策を実施し、恒常的な黒

字化は元より、従前より高い利益率を継続的

に確保できる「小さな優良企業」を目指して

まいります。

①株式会社アライヴクリエイトの事業廃業

など収益性の改善の見込みのない事業や

当社グループの戦略上重要性の低い事業

を整理・統合し、既存事業へ経営資源を

集中する

②営業所の統合や人員整理、非正規雇用労

働者の活用などにより、固定費の削減・

変動費化を進め、特に管理部門の徹底的

なスリム化を継続して実施する

③社名や企業イメージを一新することで、

当社が長年対応に苦慮してきた、過去の

競合他社による誹謗中傷活動による負の

レピュテーションを回避する

④上述のリスク回避施策に合わせ、新規液

剤の導入や法人営業活動の強化を通して、

既存事業の拡販に注力する

　このような具体的な施策の実行が継続企業の

前提となっております。

　中間連結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

中間連結財務諸表には反映しておりません。

―――――
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前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日）

④不動産関連事業のノウハウ・スキルを持つ

専門部門を設立

　これら経営戦略に基づく具体的施策の実行

が、継続企業の前提となっております。

　中間連結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

響を中間連結財務諸表には反映しておりませ

ん。

――――― ―――――
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29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

該当事項はありません。

(1) 連結子会社の数　３社

連結子会社の名称

㈱エルトレード

㈱アライヴビルマネジメント

㈱アライヴクリエイト

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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　３社

連結子会社の名称

　同左

 

 

 

　なお、平成19年９月１日付け

で東峰実業㈱及び㈱アールイー

テクニカの商号をそれぞれ㈱ア

ライヴビルマネジメント及び㈱

アライヴクリエイトといたしま

した。

　また、連結子会社であった㈱

オアシスソリューションは、当

連結会計年度において全株式を

売却したため連結範囲から除外

し、連結子会社であった期間の

損益計算書のみ連結しておりま

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．連結子会社等の中間決算

日（決算日）等に関する

事項

　すべての連結子会社の中間決

算日は、連結決算日と一致して

おります。

　すべての連結子会社の中間決

算日は、連結決算日と一致して

おります。

すべての連結子会社の中間決算

日は、連結決算日と一致してお

ります。

４．会計処理基準に関する事

項

(イ)重要な資産の評価基準及び評価

方法

① 有価証券

   その他有価証券

   　時価のあるもの　　　　 

中間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

　

 

 

 

 

 

 

② 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　　 

　 販売用不動産

　　 個別法による原価法　　 

(イ)重要な資産の評価基準及び評価

方法

① 有価証券

　 その他有価証券

   　時価のあるもの　　　　 

同左

 

 

 

 

時価のないもの

移動平均法による原価法

　なお、匿名組合への出資

については、組合財産の持

分相当額により評価し、組

合の営業により獲得した損

益の持分相当額を当連結会

計期間の損益として計上し

ております。

② 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

(イ)重要な資産の評価基準及び評価

方法

① 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

移動平均法による原価法

　

 

 

 

 

 

 

② 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　　 
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項目

前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日）

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却

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。

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

① 有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

① 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、当中間連結

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。

　これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益に与

える影響は軽微であります。

　（追加情報）

　　当社及び連結子会社３社は、

　法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した有形固

定資産については、改正前の法人

税法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の５％に到達し

た事業年度の翌事業年度より取得

価額の５％相当額と備忘記録との

差額を５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上しており

ます。これによる損益に与える影

響は軽微であります。

　（会計方針の変更）

　当社及び連結子会社３社は、法

人税法の改正に伴い、当連結会計

年度より、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、この変更による当連結会

計年度の損益に与える影響は軽微

であります。

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

エアについては、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

　 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

ウエアについては、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。

 

 

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

 

 

 

 

③ 長期前払費用

　 同左
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項目

前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日）

 (ハ)重要な引当金の計上基準

① 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。

(ハ)重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

同左

 

 

 

　　

 

 

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

　　　　

(ハ)重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

　当社及び連結子会社３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。

② 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中間

連結会計期間の負担額を計上

しております。

③ 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。

② 賞与引当金

　当社及び連結子会社３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中間

連結会計期間の負担額を計上

しております。

③ 売上値引引当金

　同左

② 賞与引当金

　当社及び連結子会社３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。

③ 売上値引引当金

　同左

 ④ 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

保証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。

⑤ 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

中間連結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。 

⑥ 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

中間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 アフターコスト引当金

　同左

 

 

 

 

 

⑤ 退職給付引当金

　同左

 

 

  

 

⑥ 受注工事損失引当金

　同左

 

 

  

 

 

 

　 ⑦ 投資損失引当金

　投資先に対して将来発生する

と見込まれる損失に備えるため、

その資産内容等を勘案して計上

しております。

④ アフターコスト引当金

　同左

 

 

 

 

 

⑤ 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。 

⑥ 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。

―――――
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項目

前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日）

 (ニ)重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有者が借主に

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。

(ホ)その他中間連結財務諸表作成の

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。

(ニ)重要なリース取引の処理方法

同左

 

 

 

 

 

(ホ)その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

同左

(ニ)重要なリース取引の処理方法

同左

 

 

 

 

 

(ホ)その他連結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

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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、随時引出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価格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ケ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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中間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

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

（固定資産の減価償却の方法の変更）

　平成19年度の法人税法の改正（所得税法

等の一部を改正する法律　平成19年３月30

日　法律第６号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令　平成19年３月30日　

政令第83号））に伴い、平成19年４月１日

以降に取得したものについては、改正後の

法人税法に基づく方法に変更しておりま

す。

　これによる損益に与える影響は軽微であ

ります。

――――― ―――――

表示方法の変更

前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日）

（中間連結貸借対照表）

前中間連結会計期間末は、流動負債の「その他」に含めて表示して

おりました「未払法人税等」は、当中間連結会計期間末において負債

及び純資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間末の「未払法人税等」の金額は9,030千円

であります。

 

（中間連結貸借対照表）

前中間連結会計期間末は、流動資産の「たな卸資産」に含めて表示

しておりました「販売用不動産」は、当中間連結会計期間末において

資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間末の「販売用不動産」の金額は36,457千

円であります。

　前中間連結会計期間末は、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「投資有価証券」は、当中間連結会計期間末にお

いて資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間末の「投資有価証券」の金額は22,809千

円であります。

 

注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

前連結会計年度末
（平成20年２月29日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、　　

　84,264千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、　　

　84,308千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

77,669千円であります。
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は、次のとおりであります。

　販売委託手数料 172,210千円

　貸倒引当金繰入額 9,300千円

　給与手当 411,718千円

　賞与引当金繰入額 9,003千円

　退職給付費用 350千円

 　　　

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は、次のとおりであります。

　販売委託手数料   65,965千円

　貸倒引当金繰入額  27,039千円

　給与手当   328,979千円

　賞与引当金繰入額    6,144千円

　退職給付費用   649千円

　支払報酬 116,964千円

　アフターコスト

　引当金繰入額
803千円

 　　　

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は、次のとおりであります。

　販売委託手数料 277,070千円

　貸倒引当金繰入額   18,989千円

　給与手当   710,555千円

　賞与引当金繰入額  5,059千円

　退職給付費用      24千円

　支払報酬 157,654千円

法定福利費   107,769千円

 　　　

※２　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 3,614千円

 

※２　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    971千円

 

※２　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    878千円

 

※３　固定資産売却損の内訳は、以下のとおり

であります。

　車輌運搬具 75千円

　計 75千円

 

※３　　　　　　――――

 

※３　固定資産売却損の内訳は、以下のとおり

であります。

　車輌運搬具  75千円

　計  75千円

 

※４　営業拠点統廃合損失の内訳は、以下のと

おりであります。

営業拠点閉鎖による固定

資産廃棄、賃借設備現状

回復費用他

24,187千円

リース車輌解約損失 11,834千円

　計 36,022千円

 

※４　　　　　　――――

 

※４　営業拠点統廃合損失の内訳は、以下のと

おりであります。

営業拠点閉鎖による固定

資産廃棄、賃借設備現状

回復費用他

29,565千円

リース車輌解約損失 11,834千円

　計 41,400千円
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前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※５　減損損失

当中間連結会計期間で以下の減損損失を

計上しております。

用途 場所 種類 金額

事業

用資

産

東京都新宿区
建物附属設

備、工具器

具備品、土

地

1,380千円

大阪府大阪市淀

川区
440千円

福岡県福岡市博

多区
235千円

山梨県韮崎市 1,820千円

 

　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。

　不動産ディレクション事業、不動産アレ

ンジメント事業及び不動産メンテナンス事

業の収益性が悪化したため、当該事業資産

を回収可能価額まで減額し、また、資産価

値の低い土地を回収可能価額まで減額し、

減損損失(3,876千円)として特別損失に計上

しております。

　内訳は、建物附属設備235千円、工具器具

備品1,820千円、土地1,820千円であります。

　なお、回収可能価額は正味売却価額(処分

見込価額から処分費用見込額を控除した額）

により算定しております。

 

※５　　　　　――――

 

※５　減損損失

当連結会計年度で以下の減損損失を計上

しております。

東京都新宿

区

共用試

算　
建物他 17,150 千円

東京都杉並

区　

事業用試

算　

附属設

備他
1,596

千円

　

大阪府大阪

市淀川区

事業用試

算　

工具器

具備品

　

440 千円

福岡県福岡

市博多区

事業用試

算　

附属設

備
235 千円

埼玉県越谷

市

共用資産

　
土地 1,820 千円

　　　　　合　　　計 21,243 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。

　また、本社等、特定の事業との関連が明

確でない資産については共用資産としてお

ります。

　営業活動から生じる損益がマイナスであ

る資産グループ等について、帳簿価格を回

収可能価格まで減額し、減損損失（21,243

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。

建物及び構築物 6,677 千円

工具器具備品 7,914 千円

土地 1,820 千円

無形固定資産その他 4,830 千円

 計 21,243 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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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

 前中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　　至　平成19年８月31日）

 １　発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度期末

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間末

株式数（株）

発行済株式     

 普通株式（注） 47,152 54,028 － 101,180

合計　 47,152 54,028 － 101,180

 　（注）普通株式の発行済株式総数の増加54,028株は、新株予約権の行使によるものであります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分
新株予約権

の内訳

新株予約権の

目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当中間連結会

計期間末残高

（千円）

前連結会計

年度末

当中間連結会

計期間増加 

当中間連結会

計期間減少 

当中間連結会

計期間末 

提出会社

（親会社）

平成18年第１回新株予約権 普通株式 3,000 － － 3,000 4,200

平成18年第２回新株予約権 普通株式 1,050 － － 1,050 14,616

平成18年第３回新株予約権

（注）１
普通株式 38,981 － 21,342 17,639 13,575

平成19年第５回新株予約権

（注）２．３
普通株式 － 300,000 － 300,000 300

ストック・オプションとしての新

株予約権
－ － － － － 13,654

合計 － － － － － 46,345

（注）１．平成18年第３回新株予約権の株数は、当初行使価額51,306円にて試算しております。

２．平成18年第３回新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。

３．平成19年第５回新株予約権の当中間連結会計期間の増加は新株予約権の発行による増加であります。

４．平成19年第５回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

 

 当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　　至　平成20年８月31日）

 １　発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度期末

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間末

株式数（株）

発行済株式     

 普通株式（注） 25,618 23,800 － 49,418

合計 25,618 23,800 － 49,418

 　（注）普通株式の発行済株式総数の増加23,800株は、新株予約権の行使によるものであります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分
新株予約権

の内訳

新株予約権の

目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当中間連結会

計期間末残高

（千円）

前連結会計

年度末

当中間連結会

計期間増加 

当中間連結会

計期間減少 

当中間連結会

計期間末 

提出会社

（親会社）

平成18年第１回新株予約権 普通株式 300 － － 300 4,200

平成19年第５回新株予約権

（注）１
普通株式 284,500  284,500 － －

ストック・オプションとしての新

株予約権
－ － － － － 1,330

合計 － － － － － 5,330

（注）１．平成18年第３回新株予約権の減少は、新株予約権の行使及び取得によるものであります。
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 前連結会計年度（自　平成19年３月１日　　至　平成20年２月29日）

 １　発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末

株式数（株）

当連結会計年度

増加株式数（株）

当連結会計年度

減少株式数（株）

当連結会計年度末

株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 47,152 69,528 91,062 25,618

合計 47,152 69,528 91,062 25,618

（注）　普通株式の発行済株式数の増加の内訳は、次のとおりであります。

　新株予約権の権利行使による新株の発行による増加　　 69,528株

　株式併合（10：１）による減少　　　　　　　　　　　 91,062株

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分
新株予約権

の内訳

新株予約権の

目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計年

度末残高（千

円）

前連結会計

年度末 

当連結会計

年度増加 

当連結会計

年度減少 

当連結会計

年度末 

提出会社

（親会社）

平成18年第１回新株予約権

（注）１
普通株式 3,000 － 2,700 300 4,200

平成18年第２回新株予約権

（注）２
普通株式 1,050 － 1,050 － －

平成18年第３回新株予約権

（注）３、４
普通株式 38,981 － 38,981 － －

平成19年第５回新株予約権

（注）５、６
普通株式 － 300,000 15,500 284,500 284

ストック・オプションとしての新株

予約権
普通株式 － － － － 3,570

合計 － － － － － 8,054

（注）１．平成18年第１回新株予約権の当連結会計年度減少は株式併合（10：１）による減少　2,700株によるもので

あります。

２．平成18年第２回新株予約権の当連結会計年度減少は株式併合（10：１）による減少　945株及び当連結会計

期間までに行使期間が到来したことによる減少　105株によるものであります

３．平成18年第３回新株予約権の当連結会計年度減少は新株予約権の行使による減少　21,342株及び当連結会計

期間までに行使期間が到来したことによる減少　17,639株によるものであります。

４．平成18年第３回新株予約権の株数は、当初行使価格　51,306円にて試算しております。

５．平成19年第５回新株予約権の当連結会計年度増加は新株予約権の発行による増加であります。

　　　　 ６．平成19年第５回新株予約権の当連結会計年度減少は新株予約権の行使による減少であります。

 

 

３．配当に関する事項

該当事項はありません。
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

 

現金及び預金勘定 1,383,536 千円

預入期間が３か月を超え

る定期預金
△17,876  

現金及び現金同等物 1,365,660  

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

 

現金及び預金勘定 640,692 千円

預入期間が３か月を超え

る定期預金
△3,960  

現金及び現金同等物 636,732  

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係　　　

 　（平成20年２月29日現在）

現金及び預金勘定 1,187,713 千円

預入期間が３か月を超え

る定期預金
△3,630  

現金及び現金同等物 1,184,083  
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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．　　　　　――――― 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、減損損失累計額相当額及び中

間期末残高相当額

 (1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び期

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)

減損損
失累計
額相当
額 
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

車輌運
搬具

14,610 4,159 3,731 6,719

合計 14,610 4,159 3,731 6,719

 

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
額相当
額 
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

車輌運
搬具

5,016 1,284 3,731 －

合計 5,016 1,284 3,731 －

(2)未経過リース料中間期末残高相当額及び

リース資産減損勘定中間期末残高

 (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

 未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 3,533千円

１年超 5,966千円

合計 9,500千円

リース資産減損勘定

中間期末残高 
1,850千円

 未経過リース料期末残高相当額

１年内      1,223千円

１年超      －千円

合計      1,223千円

リース資産減損勘定

期末残高 
     1,223千円

(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

 (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 2,134千円

リース資産減損勘定

の取崩額 

2,389千円

減価償却費相当額 1,814千円

支払利息相当額 328千円

支払リース料      5,259千円

リース資産減損勘定

の取崩額 

     3,016千円

減価償却費相当額      4,596千円

支払利息相当額    1,079千円

(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。

 

　

(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。

(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。 

 

　

(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。

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    2,952千円

１年超 2,860円

合計    5,812千円

２．オペレーティングリース取引

１年内    2,788千円

１年超 4,377千円

合計    7,166千円

ルーデン・ホールディングス株式会社（1400）　平成 21 年２月期中間決算短信

－ 34 －



（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成19年８月31日）

 　１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価(千円)
中間連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円） 

株式 8,575 12,772 4,196

合計 8,575 12,772 4,196

 

　２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 10,037

合計 10,037

（注）当中間連結会計期間において投資有価証券（時価のないその他有価証券）について、2,415千円減損処理を

行っております。

　　　なお、減損にあたっては、当該有価証券の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が取得原価の50％以上下

落したものについて減損処理を行っております。

 

当中間連結会計期間末（平成20年８月31日）

 　１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価(千円)
中間連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円） 

株式 2,575 3,938 1,363

合計 2,575 3,938 1,363

 

　２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

　その他有価証券  

非上場株式 10,037

その他　 407,713

合計 417,750
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前連結会計年度末（平成20年２月29日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円)
差額（千円）

株式 2,575 3,707 1,132

債権　その他　 52,881 48,725 △4,156

合計 55,456 52,432 △3,024

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

　  その他有価証券  

　　 非上場株式 10,037

  　計 10,037

（注）当連結会計年度において投資有価証券（時価のないその他有価証券）について、2,415千円減損処理を行っております。

なお、減損にあたっては、当該有価証券の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が取得原価の50％以上落したものについて減損処理を

行っております。

（デリバティブ取引関係）

　前中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

　当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

　当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

　中間期末残高がないため、該当事項はありません。

　前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

　当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

 
トータルハウスケ
アサービス事業

（千円）

不動産事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円） 

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 1,815,935 481,043 2,296,978 － 2,296,978

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 1,815,935 481,043 2,296,978 － 2,296,978

営業費用 1,610,524 78,639 1,689,164 (280,957) 1,970,122

営業利益 205,410 402,403 607,813 (280,957) 326,856

　（注）１．事業区分の方法

 　　　　　 事業は、サービスの性質及び、市場の類似性を考慮して区分しております。

 

２．各区分に属する主要なサービス等

トータルハウスケアサービス事業

不動産ディレクション事業

不動産アレンジメント事業

不動産メンテナンス事業

不動産事業 総合不動産事業

 　　　　（事業区分に属する主要なサービス等の名称変更）

　当中間連結会計期間より、「コーティング事業」を「不動産ディレクション事業」に、「ライフアップ

事業・ＩＴ事業」を「不動産アレンジメント事業」に、「ハウスケア事業・給水管洗浄事業・総合ビルメ

ンテナンス事業」を「不動産メンテナンス事業」にそれぞれ名称変更しております。

 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の内容は、連結財務諸表提出会社の総務・

経理等管理部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

 

トータルハウス
ケアサービス事

業
（千円）

不動産事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社

（千円）

連結
（千円） 

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 1,198,190 96,956 16,000 1,311,147 － 1,311,147

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 1,198,190 96,956 16,000 1,311,147 － 1,311,147

営業費用 1,198,979 86,228 17,120 1,302,327 355,436 1,657,764

営業利益（又は営業損失△） △788 10,728 △1,120 8,819 △355,436 △346,617

　（注）１．事業区分の方法

 　　　　　 事業は、サービスの性質及び、市場の類似性を考慮して区分しております。

 

２．各区分に属する主要なサービス等

トータルハウスケアサービス事業

不動産ディレクション事業

不動産アレンジメント事業

不動産メンテナンス事業

不動産事業 総合不動産事業

その他事業 その他

 

 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の内容は、連結財務諸表提出会社の総務・

経理等管理部門に係る費用であります。
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前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

トータルハウ
スケアサービ
ス事業
（千円）

不動産事業
（千円）

その他事業　
（千円）　

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 3,360,148 592,200 1,579 3,953,928 － 3,953,928

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － －

計 3,360,148 592,200 1,579 3,953,928 － 3,953,928

営業費用 3,105,677 135,376 4,741 3,245,796 (499,792) 3,745,588

営業利益（又は営業損失

△）
254,470 456,824 △3,162 708,132 (499,792) 208,339

　（注）１．事業区分の方法

 　　　　　 事業は、サービスの性質及び、市場の類似性を考慮して区分しております。

 

２．各区分に属する主要なサービス等

トータルハウスケアサービス事業

コーティング事業

ハウスケア事業

ライフアップ事業

ＩＴ事業

給水管洗浄事業

総合ビルメンテナンス事業 

不動産事業 総合不動産事業 

その他事業 リゾート開発事業

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の内容は、連結財務諸表提出会社の総務・

経理等管理部門に係る費用であります。

４．減損損失の各セグメントへの影響は以下のとおりです。

　　　トータルハウスケアサービス事業　　　19,977千円　　　　不動産事業　　　1,242千円

　　　その他事業　　　　　　　　　　　　　　　23千円
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ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 16,219円42銭

１株当たり中間純利益金額 454円96銭

１株当たり純資産額 30,063円33銭

１株当たり中間純損失金額    22,754円89銭

１株当たり純資産額     79,030円31銭

１株当たり当期純利益金額     10,152円79銭

潜在株式調整後

１株当たり中間純利益金額

 

383円58銭

  当社は、平成18年９月１日付けで株式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なわれたと仮

定した場合の前中間連結会計期間における１株当

たり情報については、以下のとおりとなりま

す。

１株当たり純資産額　　　　　  18,697円90銭

１株当たり中間純損失金額　　 　4,684円59銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純損失金額　　　　　　　　　　－

  なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金

額については、潜在株式は存在するものの中間純

損失のため記載しておりません。

　当社は、平成19年９月１日付けで株式10株を１

株とする株式併合を行っております。

　なお、当該株式併合が前期首に行なわれたと仮

定した場合の前中間連結会計期間における１株当

たり情報については、以下の通りとなります。

１株当たり純資産額　　　　  162,194円22銭

１株当たり中間純利益金額　　  4,549円58銭

潜在株式調整後

１株当たり中間純利益金額      3,835円80銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額

 

 889円87銭

  当社は、平成19年９月１日付けで株式10株を

１株とする株式併合を行っております。

　なお、当該株式併合が前期首に行なわれたと

仮定した場合の前連結会計年度における１株当

たり情報については、以下の通りとなりま

す。

１株当たり純資産額　　　　  104,408円84銭

１株当たり当期純損失金額　　312,669円87銭

 

　

1. １株当たり中間（当期）純利益（損失）金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

１株当たり中間（当期）純利益（損失）金額    

中間（当期）純利益（△損失）（千円） 40,309 △1,019,077 119,782

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益（△損失）

（千円）
40,309 △1,019,077 119,782

期中平均株式数（株） 88,600 44,785 11,798

潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金

額
　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　　　

 中間（当期）純利益調整額（千円）  　　　　　　　　　　　－ 　－ －　

 普通株式増加数（株）   　　　　　　　　　16,487 23,800 　122,080

（うち新株予約権（株））  　　　　　　　　　 16,487 (23,800) 　(122,080)

　希薄化効果を有していないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（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４種類

 （新株予約権の数 4,590個）

 　新株予約権１種類

（新株予約権の数　790個）

 　新株予約権１種類

 （新株予約権の数 1,110個）

2．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

純資産の部の合計額（千円） 1,704,993 1,491,199 2,032,652

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 63,912 5,530 8,054

（うち新株予約権）                   (46,345) 　(5,530) 　(8,054）

（うち少数株主分）                   (17,566) 　(　 －) 　( 　 －)

普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） 1,641,081 1,485,669 2,024,598

１株当たりの純資産額の算定に用いられた中間期

末の普通株式の数（株）
101,180 49,418 25,618
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日

　　至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年３月１日

　　至　平成20年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成19年３月１日

　　至　平成20年２月29日）

 １．株式併合について

(1)株式併合の目的

　新株予約権の将来における行使による増資

後の発行済株式総数及び取引単位の適正化を

図るため。

(2)株式併合の方法

　10株を１株に併合。

　株式併合の結果、１株に満たない端数が生

じた場合には一括して売却し、端数が生じた

株主に対して、その売却代金を端数の割合に

応じて分配いたします。

(3)株式併合の日程

株券提出締切日　

　平成19年９月１日

株式併合の効力発生日

　平成19年９月１日 

株式売買再開日

　平成19年９月３日 

新株券交付日

　平成19年10月15日

当該株式併合が前期首に行われたと仮定した

場合の前中間連結会計期間及び前連結事業年

度における１株当たり情報並びに当期首に行

われたと仮定した場合の当中間連結会計期間

における１株当たり情報は、それぞれ以下の

通りとなります。

前中間連結会

計期間

当中間連結会

計期間

前連結事業年

度

１株当たり純

資産額

１株当たり純

資産額

１株当たり純

資産額

186,979.00円 162,194.22円 104,408.84円

１株当たり中

間純損失金額

１株当たり中

間純利益金額

１株当たり純

損失金額

 46,845.86円  4,549.58円 312,669.86円

潜在株式調整

後１株当たり

中間純損失金

額

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益金

額

潜在株式調整

後１株当たり

純損失金額

         －  3,835.80円  　　　　－

 

１．子会社の清算

　　当社は、平成20年10月14日開催の取締役会に

おいて、当社の連結子会社である株式会社アラ

イヴ クリエイト（本社：東京都小平市、代表

取締役：西岡 孝、以下「クリエイト」という）

を清算させる旨決議いたしました。

　①　理　由

　ハウスケア事業の縮小、人員の削減を含む

大幅な合理化の一環として、今般、当該連結

子会社を清算することと致しました。

　②　解散する子会社の概要

　　1）商号　　株式会社アライヴ クリエイト

　　2）代表者　代表取締役　西岡　孝

　　3）本店所在地

　　　　東京都小平市学園西町一丁目37番26号

　　4）設立年月日

　　　　平成９年10月16日

　　5）主な事業内容

　　　　住宅の壁クロス、フローリング、

　　　浴室・トイレ・キッチン等の水周り設備

　　　等の交換、またはリニューアル工事

　　6）決算期　２月末

　　7）従業員の数

　　　　０名（平成20年10月１日現在）

　　8）資本の額　１億円

　　9）発行済株式総数　　2,065株

　 10）株主構成　当社　100％

　 11）負債総額

　　　　 平成20年８月31日現在の負債総額は

　　　 57,809千円です。

　③　解散の日程

　　清算期日　　平成20年12月１日（予定）

　　清算欠了　　平成21年２月（予定）

　④　業績に与える影響

　本件による当中間連結会計期間の損益に

与える影響は軽微であります。

１．第５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５回新株予約権

行使日　平成20年３月５日

　行指数　50個

　交付株式数　　5,000株

　行使価格　　20,000円

　払込金額　　100,000,000円

　未行使新株予約権　　2,795個

　資本組入額の総額　　50,002,500円

　資本組入後の資本金　　1,517,624,510円

２．第５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５回新株予約権

行使日　平成20年４月11日

行指数　100個

交付株式数　10,000株

行使価格　　20,000円

払込金額　　200,000,000円

未行使新株予約権　　2,695個

資本組入額の総額　　100,005,000円

資本組入後の資本金　　1,617,629,510円

３．第５回新株予約権付与契約の解除及び新

株予約権の取得

当社は、平成20年４月11日開催の臨時取

締役会において、株式会社バリュー・アッ

プとの間で締結した新株予約権付与契約を

解除し残存する2,040個の第5回新株予約権

全てを取得する決議をいたしました

銘柄名　株式会社アライヴ コミュニティ

　　　　第５回新株予約権

発行総数　2,200個

取得総数　2,040個

取得価額　本新株予約権１個あたり100円

　　　　（総額204,000円）

取得日　　平成20年４月13日

取得後の取扱　平成20年４月22日開催の当

社取締役会にて、消却する決議を行い、消

却いたしました。

４．第５回新株予約権の取得

当社は、平成20年４月11日開催の臨時取

締役会におて、第5回新株予約権発行要領第

13項(2)号の定めに従い、EASTERN 

ALLIANCE ENTERPRISES LTDに対して発行し

た第５回新株予約権のうち平成20年６月13

日に残存するすべてを取得する決議をいた

しました。

銘柄名　株式会社アライヴ コミュニティ

　　　　第５回新株予約権

発行総数　800個

取得総数　655個

ただし、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。

取得価額　本新株予約権１個あたり100円

　（総額65,500円）

取得日　　平成20年６月13日

取得後の取扱　平成20年４月22日開催の当

社取締役会にて、消却する決議を行い、消

却いたしました。
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前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日

　　至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年３月１日

　　至　平成20年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成19年３月１日

　　至　平成20年２月29日）

２．会社分割について

　当社は平成19年７月24日開催の取締役会に

おいて、平成19年９月１日を効力発生日とし

て、当社のハウスケア事業を会社分割（吸収

分割）により、当社100％子会社である株式

会社アールイーテクニカに承継することを決

議いたしました。また、同日開催の株式会社

アールイーテクニカ臨時株主総会において、

商号を株式会社アライヴクリエイトに変更す

ることを決議いたしました。

 

 

５．当社は、平成20年４月11日開催の臨時取

締役会におて、第5回新株予約権発行要領第

13項(2)号の定めに従い、EASTERN 

ALLIANCE ENTERPRISES LTDに対して発行し

た第５回新株予約権のうち平成20年６月13

日に残存するすべてを取得する決議をいた

しましたが、平成20年４月17日開催の臨時

取締役会において、本新株予約権の取得時

期を早めることを理由に、新株予約権の契

約を解除し残存するその全てを取得するこ

とを決議いたしました

(1)会社分割の目的

　株式会社アールイーテクニカ（以下、アー

ルイーテクニカ）は、当社による完全子会社

化後、不動産事業の分野における多くの実績、

ノウハウを活用し、当社グループの不動産関

連事業を大幅に強化すべく事業展開を行って

まいりました。その結果、前期及び当第1四

半期において、不動産の仲介の分野における

実績を上げ当社グループの収益に貢献してま

いりました。

　この実績を踏まえ、当社は、アールイーテ

クニカの同分野における競争力をさらに強化

すべく、当社の有する事業部門のうち、建造

物の内外装にかかわる業務全般を行い、アー

ルイーテクニカとの事業シナジーが最も期待

しうるハウスケア事業部門を継承させること

を目的に、本件分割を行うことといたしまし

た。

　また、当社グループの企業価値をより向上

させるため、本事業の執行機能を明確に分離

し、経営のスピードを高めることおよび、独

立的な経営体制を確立することも目的として

おります。

(2)会社分割の要旨

分割の日程

分割承認取締役会 　　平成19年7月24日

分割契約締結 　　　　平成19年7月24日

分割期日(効力発生日) 平成19年9月1日

(3)分割方式

　株式会社アライヴ コミュニティを分割会

社とし、株式会社アールイーテクニカを承継

会社とする物的吸収分割

(4)株式の割当

　当社に、株式会社アールイーテクニカの株

式65株を割当交付

(5)割当株式数の算定の考え方

　承継会社である株式会社アールイーテクニ

カは当社の100％子会社であり、また分割方

式が物的分割であることから、承継会社が分

割会社である当社に交付する株式の数につい

ては、当社および承継会社が1株当たりの純

資産額等を考慮して協議の上で決定しました。

なお、当社の100％子会社を承継会社とした

吸収分割（物的分割）であることから、第三

者機関による算定は実施しておりません。

(6)分割により減少する資本金等

　分割により減少する資本金等はありません。

　一　新株予約権の取得（復帰）の概要

　1)名　称：株式会社アライヴ コミュニティ

　　　　　　第５回新株予約権

　2)発行数：800個

　3)取得数：655個

　4)取得価額：本新株予約権１個あたり100円

　　　　　　　（総額65,500円）

　5)取得（復帰）日：平成20年４月19日

　6)取得後の取扱：平成20年４月22日開催の当

　　社取締役会にて、先日株式会社バ

リュー・アップから取得（復帰）いたしま

した2,040個とあわせまして、本新株予約

権2,695個を消却する決議を行い、消却い

たしました。

　６．匿名組合への出資について

　　　平成20年４月17日の当社臨時取締役会にお

いて、匿名組合契約書の締結を決議し、同日

付で匿名組合契約書の締結及び出資を致しま

した。内容は以下のとおりであります。

　　営業者　AIFG株式会社

　　組合員　当社

　　出資額　380,000千円

　　契約期間　平成20年４月17日～

　　　　　　　　　　平成23年３月31日

　７．第５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５回新株予約権

　　行使日　平成20年４月18日

　　行指数　88個

　　交付株式数　8,800株

　　行使価格　　20,000円

　　払込金額　　176,000,000円

　　未行使新株予約権　2,607個

　　資本組入額の総額　　　 88,004,400円

　　資本組入後の資本金　1,705,633,910円

ルーデン・ホールディングス株式会社（1400）　平成 21 年２月期中間決算短信

－ 42 －



前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日

　　至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年３月１日

　　至　平成20年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成19年３月１日

　　至　平成20年２月29日）

(7)承継会社が承継する権利義務

　本件吸収分割において、当社から株式会社

アールイーテクニカに承継される権利義務は、

分割契約書に別段の合意がなされたものを除

き、効力発生日において当社がハウスケア事

業のために有する一切の資産および権利、効

力発生日において当社が上記事業のために負

担する一切の契約上の地位を承継します。

　(8)債務履行の見込み

　当社及び株式会社アールイーテクニカの直

近の貸借対照表を基礎に、株式会社アール

イーテクニカに承継させる予定の資産の価額

および負債の額を算定し、本件吸収分割後の

両社の資産、負債の額について検討したとこ

ろ、資産の価額が負債の価額を上回ることが

見込まれ、また、両者の債務の履行に支障を

及ぼすような事態は、現在のところ認識され

ておらず、本件吸収分割後においても、両社

の負担すべき債務について、履行期における

履行の見込みがあるものと判断いたします。

また、債務の承継については重畳的債務引受

の方法によるものとするため、株式会社アー

ルイーテクニカが負担すべき債務の履行に支

障はありません。
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５．中間個別財務諸表
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成19年８月31日）
当中間会計期間末

（平成20年８月31日）
対期中
間期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

 増減
 （千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  899,772   478,801    1,057,945   

２．受取手形及び売
掛金

 199,964   163,736    194,283   

３．たな卸資産  36,222   61,856    33,939   

４．販売用不動産  －   658,072    152,352   

５．その他  31,501   74,349    60,078   

貸倒引当金  △22,800   △6,996    △12,559   

流動資産合計   1,144,660 61.9  1,429,819 70.2 285,159  1,486,041 66.8

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１ 16,107   21,869    24,585   

２．無形固定資産  6,508   6,632    1,889   

３. 投資その他の資産            

　(1）投資有価証券  －   417,750    58,762   

(2）関係会社株式  617,706   477,148    603,391   

(3）長期預け金  －   200,000    －   

 (4）その他  65,378   181,056    65,262   

　　 貸倒引当金  －   △290,434    △15,476   

投資損失引当金  －   △407,713    －   

投資その他の資産合
計

 683,084   577,806    711,940   

固定資産合計   705,700 38.1  606,308 29.8 99,392  738,416 33.2

資産合計   1,850,360 100.0  2,036,128 100.0 185,768  2,224,457 100.0

            

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金  51,401   405,953    61,940   

２．未払金  146,609   110,935    96,542   

３．未払法人税等  9,256   5,950    16,092   

４．賞与引当金  5,640   －    4,336   

５. 売上値引引当金  6,797   3,416    3,400   

６. アフターコスト引
当金

 3,033   1,040    1,600   

７. その他 ※２ 28,654   88,882    32,795   

流動負債合計   251,392 13.6  616,178 30.3 346,786  216,708 9.8

 Ⅱ　固定負債   1,776 0.1  266 0.0 △1,510  266 0.0

負債合計   253,169 13.7  616,444 30.3 363,275  216,974 9.8

            

ルーデン・ホールディングス株式会社（1400）　平成 21 年２月期中間決算短信

－ 44 －



  
前中間会計期間末

（平成19年８月31日）
当中間会計期間末

（平成20年８月31日）
対期中
間期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

 増減
 （千円）

金額（千円）
構成比
（％）

 （純資産の部）            

 Ⅰ　株主資本            

１．資本金   1,312,614 70.9  1,705,633 83.8 393,019  1,467,622 66.0

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  1,291,414   238,011    1,446,422   

資本剰余金合計   1,291,414 69.8  238,011 11.7 △1,053,403  1,446,422 65.0

３．利益剰余金            

(1）その他の剰余金            

別途積立金  110,000   110,000    110,000   

繰越利益剰余金  △1,164,902   △639,311    △1,020,459   

利益剰余金合計   △1,054,902 △57.0  △529,311 △26.0   △910,459 40.9

４．自己株式   －   △180    －  

株主資本合計   1,549,125 83.7  1,414,154 69.5 △134,971  2,003,584 90.1

Ⅱ　評価・換算差額等            

その他有価証券評価
差額金

  1,719 0.1  － － △1,719  △4,156 △0.2

評価・換算差額等合
計

  1,719 0.1  － － △1,719  △4,156 △0.2

 Ⅲ　新株予約権   46,345 2.5  5,530 0.2 △40,815  8,054 0.3

純資産合計   1,597,191 86.3  1,419,684 69.7 △177,507  2,007,482 90.2

負債純資産合計   1,850,360 100.0  2,036,128 100.0 185,768  2,224,457 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

対前中

期間比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 ※1  1,314,777 100.0  651,261 100.0 △663,516  2,120,147 100.0

Ⅱ　売上原価   534,218 40.7  321,214 49.2 △213,004  847,892 40.0

売上総利益   780,559 59.3  331,134 50.8 △449,425  1,272,255 60.0

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  856,504 65.1  629,827 96.7 △226,677  1,429,094 67.4

営業損失   75,945 △5.8  298,693 △45.9 △222,748  156,839 △7.4

Ⅳ　営業外収益 ※2  3,242 0.3  23,870 3.7 20,628  34,126 1.6

Ⅴ　営業外費用 ※3  56,486 4.3  2,488 0.4 △53,998  67,342 3.2

経常損失   129,189 △9.8  277,312 △42.6 △148,123  190,055 △9.0

 Ⅵ　特別利益 ※4  1,847 0.1  2,240 0.4 27,660  229,166 10.8

Ⅶ　特別損失
※
5・6

 23,020 1.8  787,365 120.9 791,613  40,938 1.9

税引前中間
（当期）純損
失

  150,363 △11.5  1,062,437 △163.1 △912,074  1,826 △0.1

法人税、住民
税及び事業税

  6,898 0.5  2,836 0.5 △4,062  10,992 0.5

中間（当期）
純損失

  157,262 △12.0  1,065,274 △163.6 △908,012  12,818 △0.6
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(3）中間株主資本等変動計算書

 　　 前中間会計期間（自平成19年３月１日　至平成19年８月31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

中間会計期間中の変動額        

  新株予約権の発行        

新株予約権の行使 555,709 555,709 555,709    1,111,418

中間純損失     △157,262 △157,262 △157,262

株主資本以外の項目の中間会計期間
中の変動額（純額）

       

中間会計期間中の変動額合計（千円） 555,709 555,709 555,709 － △157,262 △157,262 954,156

平成19年８月31日残高（千円） 1,312,614 1,291,414 1,291,414 110,000 △1,164,902 △1,054,902 1,549,125

 

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

中間会計期間中の変動額

  新株予約権の発行   300 300

新株予約権の行使   △16,425 1,094,993

中間純損失    △157,262

株主資本以外の項目の中間会計期間
中の変動額（純額）

△3,469 △3,469  △3,469

中間会計期間中の変動額合計（千円） △3,469 △3,469 △16,125 934,562

平成19年８月31日　残高（千円） 1,719 1,719 46,345 1,597,191
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 　　 当中間会計期間（自平成20年３月１日　至平成20年８月31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

自己

株式

別途

積立金

繰越利益
剰余金

平成20年2月29日残高（千円） 1,467,622 1,446,422 1,446,422 110,000 △1,020,459 △910,459 － 2,003,584

中間会計期間中の変動額         

  新株予約権の発行         

新株予約権の行使 238,011 238,011 238,011     476,023

新株予約権の失効         

資本剰余金の振替  △1,446,422 △1,446,422  1,446,422 1,446,422   

中間純損失     △1,065,274 △1,065,274  △1,065,274

自己株式の取得       △180 △180

株主資本以外の項目の中間会計期間
中の変動額（純額）

        

中間会計期間中の変動額合計（千円） 238,011 △1,208,410 △1,208,410 － 381,147 381,147 △180 △589,430

平成20年８月31日残高（千円） 1,705,633 238,011 238,011 110,000 △639,311 △529,311 △180 1,414,154

 

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20年２月29日　残高（千円） △4,156 △4,156 8,054 2,007,482

中間会計期間中の変動額

  新株予約権の発行     

新株予約権の行使   △23 476,000

新株予約権の失効   △2,500 △2,500

資本剰余金の振替     

中間純損失    △1,065,274

自己株式の取得    △180

株主資本以外の項目の中間会計期間
中の変動額（純額）

4,156 4,156  4,156

中間会計期間中の変動額合計（千円） 4,156 4,156 △2,500 △587,798

平成20年８月31日　残高（千円） － － 5,530 1,419,684
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 　　 前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成19年３月１日　至平成20年２月29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

事業年度中の変動額

新株の発行        

新株予約権の発行        

新株予約権の行使 710,717 710,717 710,717    1,421,434

新株予約権の失効        

当期純損失     △12,818 △12,818 △12,818

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） 710,717 710,717 710,717 － △12,818 △12,818 1,408,615

平成20年２月29日　残高（千円） 1,467,622 1,446,422 1,446,422 110,000 △1,020,459 △910,459 2,003,584

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

事業年度中の変動額

新株の発行     

新株予約権の発行   300 300

新株予約権の行使   △16,440 1,404,993

新株予約権の失効   △38,275 △38,275

当期純損失    △12,818

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額）

△9,344 △9,344  △9,344

事業年度中の変動額合計（千円） △9,344 △9,344 △54,416 1,344,854

平成20年２月29日　残高（千円） △4,156 △4,156 8,054 2,007,482
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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

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

　当社は、前々中間会計期間116,763千円、前々

事業年度314,557千円、前中間会計期間86,744千

円、前事業年度296,014千円、当中間会計期間

75,945千円の営業損失を継続して計上しており

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。

　当中間会計期間は、引き続き低迷する首都圏

のマンション市場の影響を受け、当該マンショ

ン居住者を顧客とする不動産ディレクション事

業および不動産アレンジメント事業の売上高が

落ち込み、加えて、従前より進めております既

存事業の効率化と再構築に伴い、支店統廃合な

どの事業構造改革に係る費用が計画以上に発生

したことに加え、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での本

格的な収益獲得が下期以降へとずれこんだため、

結果として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・フローを改善するため、「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」と、「不動産開発関連事業への参入」

を経営戦略の中心に据え、その具体的施策を、

全社を挙げて段階的に実行してまいります。

  すなわち、「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」の具体的施策は

以下のとおりであります。

①不動産開発関連事業における開発物件への既

存事業の導入によるシナジー効果の追求と収

益基盤の強化

②効率的な拠点網の構築のための支店の統廃合

③経費削減と顧客管理に基づく緻密なマーケ

ティングを可能とするシステム化の推進

④中古マンションリノベーション事業の推進に

よる新たな販路の開拓

⑤高付加価値商材を扱うことで培ったホスピタ

リティーを追求した営業手法の活用によるリ

ゾート会員権の販売

⑥グループ各社の顧客の共有化の推進

⑦従前より引き続く法人営業強化のさらなる推

進

　加えて、「不動産開発関連事業への参入」の

具体的施策は以下のとおりであります。

①人材の獲得(大手ゼネコンOBの執行役員、不動

産事業経験者の取締役２名を新たに選任)

②第三者割当による新株予約権発行による資金

調達(最大で60億円程度)

③土地取得以前からの交渉を前提とする不動産

投資ファンドなどへの出口戦略

④不動産関連事業のノウハウ・スキルを持つ専

門部門を設立

　これら経営戦略に基づく具体的施策の実行が、

継続企業の前提となっております。

　中間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中間

財務諸表には反映しておりません。

　当社の当中間会計期間における経営成績は、

市場環境の著しい悪化により売上高が前中間会

計期間1,314百万円に対し当中間会計期間が651

百万円と大幅に減少し、前中間会計期間157百万

円、当中間会計期間1,065百万円と２期連続で中

間純損失を計上したことに加え、損失額が前中

間期と比べ大幅に拡大することとなりました。

当該状況により、中間財務諸表について継続企

業の前提に関する重要な疑義が存在しておりま

す。

　当社は、このような状態を脱するため、以下

具体的施策を実施し、恒常的な黒字化は元より、

従前より高い利益率を継続的に確保できる「小

さな優良企業」を目指してまいります。

①収益性の改善の見込みのない事業や当社の戦

略上重要性の低い事業を整理・統合し、既存

事業へ経営資源を集中する

②営業所の統合や人員整理、非正規雇用労働者

の活用などにより、固定費の削減・変動費化

を進め、特に管理部門の徹底的なスリム化を

継続して実施する

③社名や企業イメージを一新することで、当社

が長年対応に苦慮してきた、競合他社による

誹謗中傷活動による負のレピュテーションを

回避する

④上述のリスク回避施策に合わせ、新規液剤の

導入や法人営業活動の強化を通して、既存事

業の拡販に注力する

　このような具体的な施策の実行が継続企業の前

提となっております。

　中間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中間財務

諸表には反映しておりません。

　当社は、平成18年２月期以来連続で営業赤

字を計上しており、当事業年度においても156

百万円営業損失を計上しております。当該状

況により、継続企業の前提に関する重要な疑

義が存在しております。

　当社は、当該状況を改善し、早急に営業損

益を黒字化するために、以下の施策を講じ、

実行してまいります。

①既存事業のうち特に収益性の高い不動産

ディレクション事業について、その営業販

路を、既存の新築分譲マンション市場から

商業施設などのＢtoＢモデルへと拡大させ

てまいります。

②既存事業のうち特に季節要因のある事業に

ついて、固定費の変動化を進めるため、社

内要員の柔軟なシフト制の導入や、一部業

務の外注化を推し進めてまいります。

③既存事業における共有可能部門（購買部

等）の統合及び専門性の向上に努め、全体

経費の削減を進めます。

④既存事業及び本社管理部門における業務の

システム化を進め、業務全体の効率性の向

上を図ってまいります。

　以上の施策により、継続企業の前提に関す

る重要な疑義を解消できるものと判断してお

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計算

書類及びその附属明細書には反映しておりま

せん。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券

子会社株式

　移動平均法による原価法を

採用しております。

(1) 有価証券

子会社株式

　同左

(1) 有価証券

子会社株式

　同左

その他有価証券

時価のあるもの

　中間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を

採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

　同左

 

 

 

 

時価のないもの  

　同左

 

　なお、匿名組合への出資につ

いては、組合財産の持分相当額

により評価し、組合の営業によ

り獲得した損益の持分相当額を

当連結会計期間の損益として計

上しております。

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

　同左

 (2) 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) 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) 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．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。

 （会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中

間会計期間より、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。

　これにより営業損失、経常損

失及び税引前中間純損失に与え

る影響は軽微であります。

 

 

 

(1）有形固定資産

　同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した有

形固定資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事

業年度より取得価額の５％相当

額と備忘記録との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上しております。

これによる損益に与える影響は

軽微であります。

(1）有形固定資産

　同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業

年度より、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、この変更による当事業年

度の損益に与える影響は軽微であ

ります。
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 (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

　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。

(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

(3）長期前払費用

　同左

３．繰延資産の処理方法 株式交付費

　支出時に全額費用処理して

おります。

株式交付費

　　同左

株式交付費

　　同左

４．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

(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中

間会計期間の負担すべき額を

計上しております。

(2）賞与引当金

　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会計

年度の負担すべき額を計上して

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。　

(3）売上値引引当金

　同左

(3）売上値引引当金

　同左

 

 

(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

同左

(4)アフターコスト引当金

同左

 

 

 (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中

間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

 

 

 

 

 

 

 (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当

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。

 

 

―――――

　　　

(6）投資損失引当金

　投資先に対して将来発生す

ると見込まれる損失に備える

ため、その資産内容等を勘案

して計上しております。

―――――
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

５．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 同左

６．その他中間財務諸表（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

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日）

当中間会計期間

（自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日）

前事業年度

（自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日）

（固定資産の減価償却方法の変更）

　平成19年度の法人税法の改正((所得税法等

の一部を改正する法律　平成19年３月30日法

律第６号）及び（法人税法施行令の一部を改

正する政令　平成19年３月30日政令第83号))

に伴い、平成19年４月１日以降に取得したも

のについては、改正後の法人税法に基づく方

法に変更しております。

　これによる損益に与える影響は軽微であり

ます。

――――― ―――――

　

表示方法の変更

前中間会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日）

当中間会計期間

（自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日）

――――― （中間貸借対照表）

　前中間会計期間末は、流動資産の「その他」に含めて表示しておりま

した「投資有価証券」は、当中間会計期間末において資産の総額の100分

の５を超えたため区分掲記しております。

　なお、前中間会計期間末の「投資有価証券」の金額は18,937千円であ

ります。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間会計期間末
（平成20年８月31日）

前事業年度末
（平成20年２月29日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　9,125千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　     7,741千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　      1,956千円

 

※２　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流

動負債の「その他」に含めております。

 

※２　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流

動資産の「未収入金」に含めております。

※２　消費税等の取扱い

　　　　　―――――

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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　  3,614千円

※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　  1,087千円

※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　    728千円

※２　営業外収益のうち主要なもの

 　　　受取利息　　　　　　　　　732千円

 　　　受取配当金　　　　　　　　 75千円

       受取保険料　　　　　　　　562千円  

       還付金　　　　　　　　  　 20千円

※２　営業外収益のうち主要なもの

 　　　受取利息　　　　　　　　2,611千円

 　　　受取手数料　　　　　　 16,498千円

※２　関係会社項目

      受取手数料　　　　　   21,600千円

※３　営業外費用のうち主要なもの

 　　　支払利息　　　　　　　　2,213千円 

 　　　株式交付費　　　　　　 53,406千円

※３　営業外費用のうち主要なもの

 　　　支払利息　　　　　　　　    5千円 

 　　　株式交付費　　　　　　  2,483千円

※３　営業外費用のうち主要なもの

      支払利息　　　　　　    2,213千円

 　　　株式交付費　　　　　　 59,611千円
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前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 ※４　特別利益のうち主要なもの

 　    アフターコスト引当金戻入益

                            　 1,847千円

 

 ※４　特別利益のうち主要なもの

 　    貸倒引当金戻入益       27,267千円

新株予約権戻入益        2,240千円

 ※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

　　　 あります。

 　　　工具器具備品　　　　　　  94千円　　

 ※５　特別損失のうち主要なもの 

 　　　減損損失　　　　　　　　2,056千円

 　　　投資有価証券評価損　　  2,415千円

 　　　営業拠点統廃合損失　　 18,549千円

 ※５　特別損失のうち主要なもの 

 　　　投資有価証券売却損　　　9,051千円

 　　　関係会社株式評価損　　126,243千円

 　　　貸倒引当金繰入額　　　270,981千円

投資損失引当金繰入額　407,713千円

リース解約損　　　　　　　643千円

 ※５　特別損失のうち主要なもの 

 　　　減損損失　　　　　　   19,423千円

 　　　事業構造改革費用　　　 19,005千円

 ※６　減損損失

 当中間会計期間で以下の減損損失を計上して

おります。

用途 場所 種類 金額

事業

用資

産

東京都新宿区
建物附属設

備、工具器

具備品、土

地

1,380千円

大阪府大阪市淀

川区
440千円

福岡県福岡市博

多区
235千円

　

　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。

　不動産ディレクション事業、不動産アレ

ンジメント事業及び不動産メンテナンス事

業の収益性が悪化したため、当該事業資産

を回収可能価額まで減額し、減損損失

(2,056千円)として特別損失に計上してお

ります。

　内訳は、建物附属設備235千円、工具器

具備品1,820千円であります。

　なお、回収可能価額は正味売却価額(処

分見込価額から処分費用見込額を控除した

額）により算定しております。

 ※６           ―――― ※６　減損損失

当事業年度で以下のの減損損失を計上して

おります。

用途 場所 種類 金額

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

 17,150千円

東京都杉並区   1,596千円

大阪府大阪市

淀川区
   440千円

福岡県福岡市

博多区
   235千円

 

　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。

　また、本社等、特定の事業との関連

が明確でない資産については共用資産

としております。

　営業活動から生じる損益が継続して

マイナスである資産グループ等につい

て、帳簿価格を回収可能価額まで減額

し、減損損失（19,423千円）として特

別損失に計上しております。

　内訳は、建物 6,677千円、工具器具

備品 7,914千円、ソフトウェア 4,830

千円であります。

　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。

７　減価償却実施額

 　　　有形固定資産　　　　　  1,837千円

 　　　無形固定資産  　　　　　1,274千円  

７　減価償却実施額

 　　　有形固定資産　　　　　  5,784千円

 　　　無形固定資産  　　　　　  608千円  

７　減価償却実施額

 　　　有形固定資産　　　　　  5,091千円

 　　　無形固定資産  　　　　  2,606千円  
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（中間株主資本等変動計算書関係）

 　 前中間会計期間（自　平成19年３月１日　　至　平成19年８月31日）

 　　該当事項はありません。

 

当中間会計期間（自　平成20年３月１日　　至　平成20年８月31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）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 1 － － 1

合計 1 － － 1

 　 前事業年度（自　平成19年３月１日　　至　平成20年２月29日）

 　　該当事項はありません。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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．　　　　　――――― 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、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

(1)　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

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)

減損損
失累計
額相当
額 
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

車輌運
搬具

14,610 4,159 3,731 6,719

合計 14,610 4,159 3,731 6,719

 

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
額相当
額 
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

車輌運
搬具

5,016 1,284 3,731 －

合計 5,016 1,284 3,731 －

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額及び

リース資産減損勘定中間期末残高

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリ－

ス資産減損勘定期末残高

 未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 3,533千円

１年超 5,966千円

合計 9,500千円

リース資産減損

勘定中間期末残

高 

1,850千円

 未経過リース料期末残高相当額等

１年内           1,223千円

１年超      －千円

合計           1,223千円

リース資産減損

勘定期末残高 
     1,223千円

(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 

(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 2,134千円

リース資産減損勘定

の取崩額 

2,389千円

減価償却費相当額 1,814千円

支払利息相当額 328千円

支払リース料        5,259千円

リース資産減損勘定

の取崩額 

     3,016千円

減価償却費相当額        4,596千円

支払利息相当額      1,079千円

(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。

(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。

(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。

(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。

 ２．　　　　　　　　―　

 

 ２．オペレーティングリース取引

１年内 2,952千円

１年超 2,860千円

合計    5,812千円

 ２．オペレーティングリース取引

１年内    2,788千円

１年超 4,377千円

合計    7,166千円
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成19年８月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末（平成20年８月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

 

前事業年度末（平成20年２月29日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 15,327円59銭

１株当たり中間純損失金額 1,774円97銭

１株当たり純資産額   28,616円17銭

１株当たり中間純損失金額   23,786円41銭

１株当たり純資産額   78,047円80銭

１株当たり当期純損失金額    1,086円51銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額については、潜在株式は存在するものの中

間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日付けで株式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なわれた

と仮定した場合の前中間会計期間における１

株当たり情報については、以下のとおりとな

ります。

１株当たり純資産額　　　　 21,055円38銭

１株当たり中間純損失金額　　2,278円29銭　

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額については、潜在株式は存在するものの中

間純損失のため記載しておりません。

　当社は、平成19年９月１日付けで株式10株

を１株とする株式併合を行っております。

　なお、当該株式併合が前期首に行なわれた

と仮定した場合の前中間会計期間における１

株当たり情報については、以下の通りとなり

ます。

１株当たり純資産額　　　　 153,275円87銭

１株当たり中間純損失金額　　17,749円66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。

  当社は、平成19年９月１日付けで株式10株

を１株とする株式併合を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行なわれた

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　　　　127,281円46銭

１株当たり当期純損失金額　268,007円50銭　

　

  （注）　１株当たり中間（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。

 

前中間会計期間

(自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日)

当中間会計期間

(自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日)

前事業年度

(自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日)

中間（当期）純損失（千円） 157,262 1,065,274 12,818

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純損失（千円） 157,262 1,065,274 12,818

期中平均株式数（株） 88,600 44,785 11,798

希薄化効果を有していないため、潜在株式調整後

１株当たり中間（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４種類

  （新株予約権の数　

　　 　    　4,590個）

 　新株予約権１種類

  （新株予約権の数　

　　 　    　  790個）

   新株予約権１種類

  （新株予約権の数　

　　 　    　1,110個） 
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成19年３月１日

　　至　平成20年２月29日）

 １．株式併合について

(1)株式併合の目的

　新株予約権の将来における行使による増資

後の発行済株式総数及び取引単位の適正化を

図るため。

(2)株式併合の方法

　10株を１株に併合。

　株式併合の結果、１株に満たない端数が生

じた場合には一括して売却し、端数が生じた

株主に対して、その売却代金を端数の割合に

応じて分配いたします

(3)株式併合の日程

 株券提出締切日　

 　平成19年９月１日

 株式併合の効力発生日

 　平成19年９月１日 

 株式売買再開日

 　平成19年９月３日 

 新株券交付日

　 平成19年10月15日

 当該株式併合が前期首に行われたと仮定した場

合の前中間会計期間及び前事業年度における１株

当たり情報並びに当期首に行われたと仮定した場

合の当中間会計期間における１株当たり情報は、

それぞれ以下の通りとなります。

前中間会計期

間

当中間会計期

間

前事業年度

 

１株当たり純

資産額

１株当たり純

資産額

１株当たり純

資産額

42,110.76 円 153,275.87円 127,281.46円

１株当たり中

間純損失金額

１株当たり中

間純利益金額

１株当たり純

損失金額 

4,556.58円 17,749.66円 268,007.50 円

潜在株式調整

後１株当たり

中間純損失金

額

潜在株式調整

後１株当たり

中間純損失金

額

潜在株式調整

後１株当たり

純損失金額

        － 　　　　－  　　　　－

 ２．会社分割について

　当社は平成19年７月24日開催の取締役会に

おいて、平成19年９月１日を効力発生日とし

て、当社のハウスケア事業を会社分割（吸収

分割）により、当社100％子会社である株式会

社アールイーテクニカに承継することを決議

いたしました。また、同日開催の株式会社アー

ルイーテクニカ臨時株主総会において、商号

を株式会社アライヴクリエイトに変更するこ

とを決議いたしました。

１．子会社の清算

　　当社は、平成20年10月14日開催の取締役会に

おいて、当社の連結子会社である株式会社アラ

イヴ クリエイト（本社：東京都小平市、代表

取締役：西岡 孝、以下「クリエイト」という）

を清算させる旨決議いたしました。

　①　理　由

　ハウスケア事業の縮小、人員の削減を含む

大幅な合理化の一環として、今般、当該連結

子会社を清算することと致しました。

　②　解散する子会社の概要

　　1）商号　　株式会社アライヴ クリエイト

　　2）代表者　代表取締役　西岡　孝

　　3）本店所在地

　　　　東京都小平市学園西町一丁目37番26号

　　4）設立年月日

　　　　平成９年10月16日

　　5）主な事業内容

　　　　住宅の壁クロス、フローリング、

　　　浴室・トイレ・キッチン等の水周り設備

　　　等の交換、またはリニューアル工事

　　6）決算期　２月末

　　7）従業員の数

　　　　０名（平成20年10月１日現在）

　　8）資本の額　１億円

　　9）発行済株式総数　　2,065株

　 10）株主構成　当社　100％

　 11）負債総額

　　　　 平成20年８月31日現在の負債総額は

　　　 57,809千円です。

　③　解散の日程

　　清算期日　　平成20年12月１日（予定）

　　清算欠了　　平成21年２月（予定）

　④　業績に与える影響

　本件による当中間会計期間の損益に与え

る影響は軽微であります。

１．第５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５回新株予約権

行使日　平成20年３月５日

　行指数　50個

　交付株式数　　5,000株

　行使価格　　20,000円

　払込金額　　100,000,000円

　未行使新株予約権　　2,795個

　資本組入額の総額　　50,002,500円

　資本組入後の資本金　　1,517,624,510円

２．第５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５回新株予約権

行使日　平成20年４月11日

行指数　100個

交付株式数　10,000株

行使価格　　20,000円

払込金額　　200,000,000円

未行使新株予約権　　2,695個

資本組入額の総額　　100,005,000円

資本組入後の資本金　　1,617,629,510円

３．第５回新株予約権付与契約の解除及び新

株予約権の取得

当社は、平成20年４月11日開催の臨時取

締役会において、株式会社バリュー・アッ

プとの間で締結した新株予約権付与契約を

解除し残存する2,040個の第5回新株予約権

全てを取得する決議をいたしました

銘柄名　株式会社アライヴ コミュニティ

　　　　第５回新株予約権

発行総数　2,200個

取得総数　2,040個

取得価額　本新株予約権１個あたり100円

　　　　（総額204,000円）

取得日　　平成20年４月13日

取得後の取扱　平成20年４月22日開催の当

社取締役会にて、消却する決議を行い、消

却いたしました。

４．第５回新株予約権の取得

当社は、平成20年４月11日開催の臨時取

締役会におて、第5回新株予約権発行要領第

13項(2)号の定めに従い、EASTERN 

ALLIANCE ENTERPRISES LTDに対して発行し

た第5回新株予約権のうち平成20年６月13日

に残存するすべてを取得する決議をいたし

ました。

銘柄名　株式会社アライヴ コミュニティ

　　　　第５回新株予約権

発行総数　800個

取得総数　655個

ただし、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。

取得価額　本新株予約権１個あたり100円

　（総額65,500円）

取得日　　平成20年６月13日

取得後の取扱　平成20年４月22日開催の当

社取締役会にて、消却する決議を行い、消

却いたしました。
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前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成19年３月１日

　　至　平成20年２月29日）

(1)会社分割の目的

　株式会社アールイーテクニカ（以下、アー

ルイーテクニカ）は、当社による完全子会社

化後、不動産事業の分野における多くの実績、

ノウハウを活用し、当社グループの不動産関

連事業を大幅に強化すべく事業展開を行って

まいりました。その結果、前期及び当第1四

半期において、不動産の仲介の分野における

実績を上げ当社グループの収益に貢献してま

いりました。

　この実績を踏まえ、当社は、アールイーテ

クニカの同分野における競争力をさらに強化

すべく、当社の有する事業部門のうち、建造

物の内外装にかかわる業務全般を行い、アー

ルイーテクニカとの事業シナジーが最も期待

しうるハウスケア事業部門を継承させること

を目的に、本件分割を行うことといたしまし

た。

　また、当社グループの企業価値をより向上

させるため、本事業の執行機能を明確に分離

し、経営のスピードを高めることおよび、独

立的な経営体制を確立することも目的として

おります。

(2)会社分割の要旨

　分割の日程

　分割承認取締役会 　　平成19年7月24日

　分割契約締結 　　　　平成19年7月24日

　分割期日(効力発生日) 平成19年9月1日

(3)分割方式

　株式会社アライヴ コミュニティを分割会

社とし、株式会社アールイーテクニカを承継

会社とする物的吸収分割

(4)株式の割当

　当社に、株式会社アールイーテクニカの株

式65株を割当交付

(5)割当株式数の算定の考え方

　承継会社である株式会社アールイーテクニ

カは当社の100％子会社であり、また分割方

式が物的分割であることから、承継会社が分

割会社である当社に交付する株式の数につい

ては、当社及び承継会社が1株当たりの純資

産額等を考慮して協議の上で決定しました。

なお、当社の100％子会社を承継会社とした

吸収分割（物的分割）であることから、第三

者機関による算定は実施しておりません。

(6)分割により減少する資本金等

　分割により減少する資本金等はありません。

(7)承継会社が承継する権利義務

　本件吸収分割において、当社から株式会社

アールイーテクニカに承継される権利義務は、

分割契約書に別段の合意がなされたものを除

き、効力発生日において当社がハウスケア事

業のために有する一切の資産および権利、効

力発生日において当社が上記事業のために負

担する一切の契約上の地位を承継します。

――――― ５．当社は、平成20年４月11日開催の臨時取

締役会におて、第5回新株予約権発行要領第

13項(2)号の定めに従い、EASTERN 

ALLIANCE ENTERPRISES LTDに対して発行し

た第５回新株予約権のうち平成20年６月13

日に残存するすべてを取得する決議をいた

しましたが、平成20年４月17日開催の臨時

取締役会において、本新株予約権の取得時

期を早めることを理由に、新株予約権の契

約を解除し残存するその全てを取得するこ

とを決議いたしました

　一　新株予約権の取得（復帰）の概要

　1)名　称：株式会社アライヴ コミュニティ

　　　　　　第５回新株予約権

　2)発行数：800個

　3)取得数：655個

　4)取得価額：本新株予約権１個あたり100円

　　　　　　　（総額65,500円）

　5)取得（復帰）日：平成20年４月19日

　6)取得後の取扱：平成20年４月22日開催の当　

　社取締役会にて、先日株式会社バリュー・

アップから取得（復帰）いたしました2,040

個とあわせまして、本新株予約権2,695個を

消却する決議を行い、消却いたしました。

　６．匿名組合への出資について

　　　平成20年４月17日の当社臨時取締役会にお

いて、匿名組合契約書の締結を決議し、同日

付で匿名組合契約書の締結及び出資を致しま

した。内容は以下のとおりであります。

　　営業者　AIFG株式会社

　　組合員　当社

　　出資額　380,000千円

　　契約期間　平成20年４月17日～

　　　　　　　　　　平成23年３月31日

　７．第５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５回新株予約権

　　行使日　平成20年４月18日

　　行指数　88個

　　交付株式数　8,800株

　　行使価格　　20,000円

　　払込金額　　176,000,000円

　　未行使新株予約権　2,607個

　　資本組入額の総額　　　 88,004,400円

　　資本組入後の資本金　1,705,633,910円
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前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成19年３月１日

　　至　平成20年２月29日）

(8)債務履行の見込み

　当社及び株式会社アールイーテクニカの直

近の貸借対照表を基礎に、株式会社アール

イーテクニカに承継させる予定の資産の価額

及び負債の額を算定し、本件吸収分割後の両

社の資産、負債の額について検討したところ、

資産の価額が負債の価額を上回ることが見込

まれ、また、両者の債務の履行に支障を及ぼ

すような事態は、現在のところ認識されてお

らず、本件吸収分割後においても、両社の負

担すべき債務について、履行期における履行

の見込みがあるものと判断いたします。また、

債務の承継については重畳的債務引受の方法

によるものとするため、株式会社アールイー

テクニカが負担すべき債務の履行に支障はあ

りません。

 ３．第５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５回新株予約権

行使日　平成19年10月26日

行使数　　25個

交付株式数　　2,500株

行使価額　　20,000円 

払込金額　　50,000,000円

未行使新株予約権　　2,975個

資本組入額の総額　　25,001,250円

資本組入後の資本金　1,337,615,510円

――――― ―――――
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