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１．平成21年１月期第３四半期の連結業績（平成20年２月１日　～　平成20年10月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年１月期第３四半期 3,860 － 39 － 22 － △8 －

20年１月期第３四半期 － － － － － － － －

　20年１月期 － － － － － － － －

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

21年１月期第３四半期 △417 27 － －

20年１月期第３四半期 － － － －

　20年１月期 － － － －

(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

21年１月期第３四半期 4,389 1,245 28.2 59,876 13

20年１月期第３四半期 － － － － －

　20年１月期 － － － － －

(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

21年１月期第３四半期 △456 △4 △210 252

20年１月期第３四半期 － － － －

　20年１月期 － － － －

（注）連結財務諸表の作成は初年度であるため、平成20年１月期第３四半期及び平成20年１月期を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） 中間期末 期　　末 年　　間

 円 銭 円 銭 円 銭

　20年１月期 － － 1,750 00 1,750 00

　21年１月期（予想） － － 1,750 00 1,750 00
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３．平成21年１月期の連結業績予想（平成20年２月１日　～　平成21年１月31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 5,673 － 146 － 103 － 50 － 2,390 06

（注）連結財務諸表の作成は初年度であるため、対前期増減率を記載しておりません。

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）　：　有

新規 １社 （社名　株式会社コーセーアセットプラン） 除外 －社 （社名　－）

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

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

５．個別業績の概要（平成20年２月１日　～　平成20年10月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年１月期第３四半期 3,750 80.7 32 － 15 － △12 －

20年１月期第３四半期 2,074 － △81 － △135 － △86 －

　20年１月期 5,478 － 289 － 218 － 125 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

21年１月期第３四半期 △582 68

20年１月期第３四半期 △4,547 22

　20年１月期 6,441 31

（注）第３四半期財務諸表の作成は平成20年１月期が初年度のため、平成20年１月期第３四半期の対前年同半期増減率を

　　　記載しておりません。

(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

21年１月期第３四半期 4,370 1,237 28.3 59,462 39

20年１月期第３四半期 6,319 1,077 17.0 51,491 17

　20年１月期 5,284 1,288 24.4 61,592 40

６．平成21年１月期の個別業績予想（平成20年２月１日　～　平成21年１月31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 5,510 0.6 124 △57.0 81 △62.8 37 △70.0 1,792 54

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　業績予想につきましては、本資料の発表日現在において判断できる一定の前提に基づいて算定しており、実際の

業績は、今後の様々な要因によって上記の予想とは大きく異なる場合があります。

㈱コーセーアールイー（3246） 平成 21 年１月期 第３四半期財務・業績の概況
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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（平成20年２月１日～平成20年10月31日）におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を

発した金融不安による世界経済の減速を背景として、企業収益環境の悪化や個人消費の低迷が顕著となり、景気の後退

懸念が一段と強まりました。

　当社グループが属する分譲マンション業界におきましては、世界的な金融市場での信用収縮の影響により、不動産投

資市場が急速に落ち込む一方、個人取得マンションの市場についても、建築コストの高騰による分譲価格の上昇や、景

気の先行き不安による買い控え傾向から、需給調整の局面に入り、その事業環境は一段と厳しさを増しております。

　このような状況の下、当社グループは、ファミリーマンション販売において、粘り強い営業活動を継続して行い、着

実に販売・引渡し物件を積み上げてまいりました。また、資産運用型マンション販売において、個人向けは、平成20年

２月に設立した子会社（株式会社コーセーアセットプラン）と連携し、ほぼ計画に近い販売実績で推移いたしました。

不動産ファンド向けに開発したマンション２棟についても、それぞれ予定どおり引渡しを完了しております。

　これらの結果、当第３四半期の売上高は3,860,824千円となり、営業利益 39,335千円、経常利益　22,365千円となっ

て、当中間期の損失から利益に転じましたが、厚生年金基金脱退による特別掛金等の特別損失計上により、四半期純損

失 8,681千円となりました。

　なお、当第３四半期は連結財務諸表の作成初年度であるため、前年同四半期との比較分析は行っておりません。（以

下、「２．連結財政状態に関する定性的情報」においても同じ。）

　事業分野別の業績は、次のとおりであります。

（不動産販売事業） 

　不動産販売事業におきましては、東京都のファミリーマンションを中心に18戸、資産運用型マンションを183戸、その

他（中古マンション）を８戸を引渡した結果、ファミリーマンションの売上高は 659,615千円、資産運用型マンション

の売上高 2,996,012千円、その他の売上高は 109,321千円となりました。

　この結果、不動産販売事業の売上高は 3,764,949千円となりました。

（不動産賃貸管理事業）

　不動産賃貸管理事業におきましては、賃貸物件管理戸数が、不動産ファンド向けマンションの管理委託受注などで増

加して1,131戸となり、当該事業の売上高は 95,874千円となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

（1）資産、負債及び純資産の状況

　当第３四半期末（平成20年10月31日）における総資産は、 4,389,076千円となりました。主なものは、販売用不動

産 1,371,711千円、仕掛販売用不動産 2,403,621千円であります。販売用不動産は、本年７月に竣工したファミリーマ

ンション（東京都足立区）が約５割を占めており、販売・引渡しを継続中であります。仕掛販売用不動産は８物件であ

り、その開発状況は、概ね順調に進捗しております。なお、当事業年度中の今後の竣工予定は、ファミリーマンション

２棟（大分県大分市、福岡県久留米市）であります。

　負債は、3,143,294千円となりました。主なものは、１年内返済予定長期借入金 932,294千円及び長期借入金 1,035,291

千円であります。

　純資産は、四半期期純損失及び剰余金の配当により 1,245,782千円となりました。

（2）キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期（平成20年２月１日～平成20年10月31日）における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残

高は 252,800千円となりました。キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は 456,980千円となりました。これは主として、たな卸資産の減少 102,865千円及び

仕入債務の減少 731,761千円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）

　投資活動の結果使用した資金は 4,057千円となりました。これは主として、投資有価証券の取得による支出 1,039

千円及び会員権の取得による支出 3,152千円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）

　財務活動の結果使用した資金は 210,847千円となりました。これは主として事業資金を賄うための長期借入金によ

る収入 1,663,000千円及び長期借入金の返済による支出 1,792,283千円によるものであります。

㈱コーセーアールイー（3246） 平成 21 年１月期 第３四半期財務・業績の概況
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年９月12日付「平成21年１月期　中間決算短信」にて公表いたしました平成21年１月期の業績予想に変更はあ

りません。

　当社グループにおきましては、販売子会社を含めた営業力強化による資産運用型マンションの販売拡大、当事業年度

中に竣工済及び竣工予定のファミリーマンションの販売・引渡しを着実に実行してまいります。

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）

当社グループは、総合不動産業を目指し、不動産周辺事業の拡大に取り組む一環として、機動的な企画・販売活動

を展開するため、平成20年２月26日、株式会社コーセーアセットプランを設立しております。

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

　　該当事項はありません。

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

　　該当事項はありません。
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５．（要約）四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

当四半期末
（平成21年1月期
第３四半期末）

金額（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

 １. 現金及び預金 329,100

 ２. 売掛金 2,681

 ３. 販売用不動産 1,371,711

 ４. 仕掛販売用不動産 2,403,621

 ５. その他 55,988

貸倒引当金 △150

流動資産合計 4,162,952

Ⅱ　固定資産  

 １. 有形固定資産 181,780

 ２. 無形固定資産 1,952

３. 投資その他の資産  

 (1) 投資その他の資産 46,385

   貸倒引当金 △3,994

投資その他の資産合
計

42,391

固定資産合計 226,124

資産合計 4,389,076

㈱コーセーアールイー（3246） 平成 21 年１月期 第３四半期財務・業績の概況
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科目

当四半期末
（平成21年1月期
第３四半期末）

金額（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

 １. 支払手形及び買掛金 398,535

 ２. 短期借入金 310,600

 ３.１年内返済予定長期
借入金

932,294

 ４.１年内償還予定社債 130,000

 ５. 未払法人税等 7,451

 ６. 前受金 131,292

 ７. 賞与引当金 12,978

８. その他 141,438

流動負債合計 2,064,590

Ⅱ　固定負債  

 １. 社債 25,000

 ２. 長期借入金 1,035,291

 ３. 預り敷金 18,412

固定負債合計 1,078,703

負債合計 3,143,294

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

 １. 資本金 338,000

 ２．資本剰余金 207,000

 ３. 利益剰余金 698,907

株主資本合計 1,243,907

Ⅱ　評価・換算差額等  

その他有価証券評価差
額金

△173

　評価・換算差額等合計 △173

Ⅲ　少数株主持分 5,166

Ⅳ　自己株式 △3,117

純資産合計 1,245,782

負債、純資産合計 4,389,076

㈱コーセーアールイー（3246） 平成 21 年１月期 第３四半期財務・業績の概況
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

当四半期

　(自 平成20年２月１日
 　至 平成20年10月31日)

金額（千円）

Ⅰ　売上高 3,860,824

Ⅱ　売上原価 3,104,165

売上総利益 756,658

Ⅲ　販売費及び一般管理費 717,323

営業利益 39,335

Ⅳ　営業外収益 71,346

Ⅴ　営業外費用 88,316

経常利益 22,365

Ⅵ　特別損失 21,851

税金等調整前四半期純利益 513

法人税、住民税及び事業税 3,602

法人税等調整額 4,425

少数株主損益 1,166

四半期純損失 8,681

㈱コーセーアールイー（3246） 平成 21 年１月期 第３四半期財務・業績の概況
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年２月１日　至　平成20年10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１月31日残高（千円） 338,000 207,000 744,198 － 1,289,198

第３四半期連結会計期間中の変動額
（千円）

     

別途積立金の積立   －  －

剰余金の配当   △36,610  △36,610

四半期純損失（△）   △8,681  △8,681

自己株式の取得    △3,117 △3,117

株主資本以外の項目の第３四半期連
結会計期間中の変動額（純額）

     

第３四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － △45,291 △3,117 △48,409

平成20年10月31日残高（千円） 338,000 207,000 698,907 △3,117 1,240,789

 

評価・換算差額等

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20年１月31日残高（千円） △685 △685 － 1,288,512

第３四半期連結会計期間中の変動額
（千円）

    

別途積立金の積立    －

剰余金の配当    △36,610

四半期純損失（△）    △8,681

自己株式の取得    △3,117

株主資本以外の項目の第３四半期連
結会計期間中の変動額（純額）

512 512 5,166 5,679

第３四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

512 512 5,166 △42,730

平成20年10月31日残高（千円） △173 △173 5,166 1,245,782
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(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

当四半期
   （自 平成20年２月１日
     至 平成20年10月31日)

区分 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純利益 513

減価償却費 5,299

 貸倒引当金の増加額（△減少額） 471

 賞与引当金の増加額（△減少額） 4,445

 受取利息及び受取配当金 △988

 支払利息 63,223

 投資有価証券評価損 2,406

 売上債権の減少額 (△増加額） △1,608

たな卸資産の減少額（△増加額） 102,865

 前渡金の減少額（△増加額） 72,964

 仕入債務の増加額（△減少額） △731,761

 未払金の増加額（△減少額） △7,119

 その他 154,591

小  計 △334,696

 利息及び配当金の受取額 962

 利息の支払額 △58,747

 法人税等の支払額 △64,499

営業活動によるキャッシュ・フロー △456,980

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

 定期預金の預入による支出 △147,300

 定期預金の払戻による収入　 146,000

 投資有価証券の取得による支出 △1,039

 会員権の売却による収入 250

 会員権の取得による支出 △3,152

 有形固定資産の取得による支出 1,183

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,057

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 △30,900

 長期借入による収入 1,663,000

 長期借入金の返済による支出 △1,792,283

 少数株主への株式の発行による収入 4,000

 社債の償還による支出 △15,000

 自己株式の取得による支出 △3,117

 配当金の支払額 △36,547

財務活動によるキャッシュ・フロー △210,847

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（又は減少
額）

△671,886

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 924,687

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末残高 252,800
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(5）受注及び販売の実績

  ① 契約実績

　　　当第３四半期における契約実績を事業別に示すと、次のとおりであります。

事業分野の区分 内訳

当四半期
（自　平成20年２月１日
至　平成20年10月31日）

期首契約残高 期中契約高 当四半期末契約残高

戸数
（戸）

金額
（千円）

戸数
（戸）

金額
（千円）

戸数
（戸）

金額
（千円）

不動産販売事業

ファミリーマンション 6 217,735 35 1,061,927 23 620,047

資産運用型マンション 117 2,119,678 80 1,127,286 14 250,951

中古マンション － － 9 119,920 1 10,599

合計 123 2,337,413 124 2,309,134 38 881,598

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 

  ② 販売実績

当第３四半期における販売実績を事業分野別に示すと、次のとおりであります。

　　　（不動産販売事業）

事業分野の区分 内訳

当四半期
（自　平成20年２月１日
至　平成20年10月31日）

戸数（戸） 金額（千円） 構成比（％）

不動産販売事業

ファミリーマンション 18 659,615 17.5

資産運用型マンション 183 2,996,012 79.6

中古マンション 8 109,321 2.9

合計 209 3,764,949 100.0

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 

　　　（不動産賃貸管理事業）

事業分野の区分

当四半期
（自　平成20年２月１日
至　平成20年10月31日）

戸数（戸） 金額（千円）

不動産賃貸管理事業 1,131 95,874

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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６．（要約）四半期個別財務諸表

(1）（要約）四半期貸借対照表

科目

前年同四半期末
（平成20年1月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成21年1月期
第３四半期末）

増　減　
（参考）前期末

（平成20年1月期末）

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 436,542 310,855 △125,687  999,687

 ２. 売掛金 1,012 2,681 1,668  1,072

 ３. 販売用不動産 591,556 1,358,585 767,028  1,582,816

 ４. 仕掛販売用不動産 4,877,951 2,403,621 △2,474,330  2,295,497

 ５. 貯蔵品 503 286 △216  416

 ６. 前渡金 20,438 － △20,438  72,964

 ７. 前払費用 23,273 37,559 14,285  38,578

 ８. 繰延税金資産 63,749 6,019 △57,729  8,948

 ９. 短期貸付金 － 10,000 10,000  －

 10. その他 74,547 10,870 △63,676  54,478

貸倒引当金 － △320 △320  －

流動資産合計 6,089,575 4,140,160 △1,949,415 △32.0 5,054,458

Ⅱ　固定資産      

 １. 有形固定資産      

 (1) 建物 110,214 101,137 △9,076  108,789

 (2) 構築物 481 609 128  451

(3) 工具器具備品 3,200 2,561 △639  3,409

 (4) 土地 75,179 75,179 －  75,179

有形固定資産合計 189,075 179,488 △9,587  187,830

 ２. 無形固定資産      

 (1) 商標権 412 355 △57  398

(2) ソフトウェア 549 316 △232  491

 (3) その他 1,280 1,280 －  1,280

 無形固定資産合計 2,242 1,952 △290  2,170

３. 投資その他の資産      

 (1) 投資有価証券 3,593 4,648 1,055  5,215

 (2) 関係会社株式 － 11,000 11,000  －

 (3) 長期前払費用 713 296 △416  688

 (4) 繰延税金資産 3,042 672 △2,370  3,164

 (5) その他 34,943 35,873 929  34,884

   貸倒引当金 △3,966 △3,994 △28  △4,073

投資その他の資産合計 38,327 48,497 10,169  39,879

固定資産合計 229,645 229,937 292 0.1 229,880

資産合計 6,319,221 4,370,098 △1,949,123 △30.8 5,284,338
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科目

前年同四半期末
（平成20年1月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成21年1月期
第３四半期末）

増　減　
（参考）前期末

（平成20年1月期末）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

 １. 支払手形 372,078 392,280 20,202  1,107,015

 ２. 買掛金 265,329 6,255 △259,073  23,282

 ３. 短期借入金 135,000 310,600 175,600  341,500

 ４.１年内返済予定長期
　　借入金

2,830,044 932,294 △1,897,750  1,987,044

 ５.１年内償還予定社債 30,000 130,000 100,000  130,000

 ６. 未払金 28,907 13,899 △15,008  25,066

 ７. 未払費用 22,473 25,657 3,183  20,780

 ８. 未払法人税等 5,986 4,710 △1,275  69,749

 ９. 未払消費税等 － 24,975 24,975  －

 10. 前受金 59,060 131,292 72,232  48,110

 11. 預り金 56,159 69,548 13,389  66,403

 12. 賞与引当金 15,990 12,661 △3,328  8,533

流動負債合計 3,821,028 2,054,176 △1,766,852 △46.2 3,827,485

Ⅱ　固定負債      

 １. 社債 155,000 25,000 △130,000  40,000

 ２. 長期借入金 1,247,335 1,035,291 △212,044  109,824

 ３. 預り敷金 18,662 18,456 △206  18,516

固定負債合計 1,420,997 1,078,747 △342,250 △24.1 168,340

負債合計 5,242,026 3,132,923 △2,109,102 △40.2 3,995,825

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

 １. 資本金 338,000 338,000 －  338,000

 ２．資本剰余金      

 　　  資本準備金 207,000 207,000 －  207,000

 ３. 利益剰余金      

(1) 利益準備金 5,240 5,240 －  5,240

 (2) その他利益剰余金      

別途積立金 550,000 650,000 100,000  550,000

繰越利益剰余金 △22,191 40,225 62,416  188,958

 利益剰余金合計 533,048 695,465 162,416  744,198

株主資本合計 1,078,048 1,240,465 162,416 15.1 1,289,198

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券評価差
額金

△853 △173 680  △685

評価・換算差額等合計 △853 △173 680 － △685

Ⅲ　自己株式 － △3,117 △3,117  －

純資産合計 1,077,195 1,237,174 159,979 14.9 1,288,512

負債、純資産合計 6,319,221 4,370,098 △1,949,123 △30.8 5,284,338
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(2）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期

　(自 平成19年２月１日
 　至 平成19年10月31日)

当四半期

　(自 平成20年２月１日
 　至 平成20年10月31日)

増　　減　

（参考）前期

　(自 平成19年２月１日
 　至 平成20年１月31日)

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）　

金額（千円）

 Ⅰ　売上高 2,074,939 3,750,089 1,675,149 80.7 5,478,971

 Ⅱ　売上原価 1,482,069 3,080,482 1,598,412 107.9 4,266,998

売上総利益 592,870 669,607 76,737 12.9 1,211,973

Ⅲ  販売費及び一般管理費 674,818 636,928 △37,889 △5.6 922,595

   営業利益又は営業損失(△） △81,947 32,678 114,626 － 289,377

Ⅳ　営業外収益 38,727 71,298 32,570 84.1 57,171

Ⅴ　営業外費用 92,015 88,316 △3,699 △4.0 127,765

  経常利益又は経常損失(△） △135,236 15,660 150,897 － 218,784

Ⅵ　特別利益 3,239 － △3,239 － 3,239

Ⅶ　特別損失 － 21,851 21,851 － －

税引前四半期（当期）純利益又
は純損失（△）

△131,996 △6,191 125,805 － 222,023

法人税、住民税及び事業税 844 860 16 1.9 89,148

法人税等調整額 △46,807 5,071 51,879 － 7,759

四半期（当期）純利益又は純損
失（△）

△86,033 △12,123 73,910 － 125,116
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(3）（要約）四半期株主資本等変動計算書

前年同四半期会計期間（自　平成19年２月１日　至　平成19年10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

利益準備金

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１月31日残高（千円） 131,000 － － 3,000 300,000 338,482 641,482 772,482

第３四半期会計期間中の変動額　
　
（千円）

        

新株の発行 207,000 207,000 207,000     414,000

利益準備金の積立    2,240  △2,240 － －

別途積立金の積立     250,000 △250,000 － －

剰余金の配当      △22,400 △22,400 △22,400

四半期純利益又は純損失（△）      △86,033 △86,033 △86,033

株主資本以外の項目の第３四半期
会計期間中の変動額（純額）

        

第３四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

207,000 207,000 207,000 2,240 250,000 △360,673 △108,433 305,567

平成19年10月31日残高（千円） 338,000 207,000 207,000 5,240 550,000 △22,191 533,048 1,078,048

 

評価・換算差額等

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１月31日残高（千円） 183 183 772,665

第３四半期会計期間中の変動額　
　
（千円）

   

新株の発行   414,000

利益準備金の積立   －

別途積立金の積立   －

剰余金の配当   △22,400

四半期純利益又は純損失（△）   △86,033

株主資本以外の項目の第３四半期
会計期間中の変動額（純額）

△1,036 △1,036 △1,036

第３四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

△1,036 △1,036 304,530

平成19年10月31日残高（千円） △853 △853 1,077,195
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当第３四半期会計期間（自　平成20年２月１日　至　平成20年10月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

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20年１月31日残高（千円） 338,000 207,000 207,000 5,240 550,000 188,958 744,198

第３四半期会計期間中の変動額
（千円）

       

別途積立金の積立     100,000 △100,000 －

剰余金の配当      △36,610 △36,610

四半期純損失（△）      △12,123 △12,123

自己株式の取得        

株主資本以外の項目の第３四半期会
計期間中の変動額（純額）

       

第３四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － － 100,000 △148,733 △48,733

平成20年10月31日残高（千円） 338,000 207,000 207,000 5,240 650,000 40,225 695,465

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

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１月31日残高（千円）  1,289,198 △685 △685 1,288,512

第３四半期会計期間中の変動額
（千円）

     

別途積立金の積立     －

剰余金の配当  △36,610   △36,610

四半期純損失（△）  △12,123   △12,123

自己株式の取得 △3,117 △3,117   △3,117

株主資本以外の項目の第３四半期会
計期間中の変動額（純額）

  512 512 512

第３四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

△3,117 △51,850 512 512 △51,338

平成20年10月31日残高（千円） △3,117 1,237,348 △173 △173 1,237,174
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（参考）前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成19年２月１日　至　平成20年１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

利益準備金

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１月31日残高（千円） 131,000 － － 3,000 300,000 338,482 641,482 772,482

事業年度中の変動額（千円）         

新株の発行 207,000 207,000 207,000     414,000

別途積立金の積立     250,000 △250,000 － －

利益準備金の積立    2,240  △2,240 － －

剰余金の配当      △22,400 △22,400 △22,400

当期純利益      125,116 125,116 125,116

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） 207,000 207,000 207,000 2,240 250,000 △149,523 102,716 516,716

平成20年１月31日残高（千円） 338,000 207,000 207,000 5,240 550,000 188,958 744,198 1,289,198

 

評価・換算差額等

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１月31日残高（千円） 183 183 772,665

事業年度中の変動額（千円）    

新株の発行   414,000

別途積立金の積立   －

利益準備金の積立   －

剰余金の配当   △22,400

当期純利益   125,116

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額）

△868 △868 △868

事業年度中の変動額合計（千円） △868 △868 515,847

平成20年１月31日残高（千円） △685 △685 1,288,512
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