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平成 21 年２月期  第３四半期財務・業績の概況 
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上 場 会 社 名         ルーデン・ホールディングス株式会社  上場取引所 大阪証券取引所（ヘラクレス） 
コ ー ド 番 号           １４００                       ＵＲＬ  http://www.ruden.jp 
代  表  者 （役職名）代表取締役社長  （氏名）西 岡 孝 
問合せ先責任者 （役職名）取締役管理本部長 （氏名）佐々木 悟   ＴＥＬ ( 03 ) 5332 － 5374 
配当支払開始予定日  ― 
 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 21 年２月期第３四半期の連結業績（平成 20 年３月１日 ～ 平成 20 年 11 月 30 日） 
(1) 連結経営成績                            （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期）純利益

百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

21 年２月期第 3四半期 1,877 △41.4 △496   － △487   － △1,181   －
20年２月期第 3四半期 3,205  20.8 325   － 271   － 51   －

20 年２月期 3,953   － 208   － 155   － 119   －
 

 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２月期第 3四半期 △25,499  11 －  －
20年２月期第 3四半期 5,399  38 659  62

20 年２月期 10,152  78 889  87
（注）１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率であります。 

２．潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの第３四半期純損

失のため記載しておません。 

   ３．期中平均株式数  平成 21 年２月期第３四半期 46,318 株  平成 20 年２月期第３四半期  9,603 株 

              平成 20 年２月期      11,798 株 
 
(2) 連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円    銭

21 年２月期第 3四半期 1,544 1,326 85.6 26,766  78
20 年２月期第 3四半期 2,319 1,745 73.3 134,831  38

20 年２月期 2,491 2,032 81.3 79,030  31
（注）発行済株式数   平成 21 年２月期第３四半期 49,418 株  平成 20 年２月期第３四半期 12,618 株 

            平成 20 年２月期      25,618 株 

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高

百万円 百万円 百万円 百万円

21 年２月期第 3四半期 △1,240 △204 473 211
20 年２月期第 3四半期 △4 △218 476 894

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３四半期末 

21年２月期第 3四半期 
  円   銭

－  － 

20 年２月期第 3四半期 －  － 
 
３．平成 21 年２月期第４四半期の連結業績予想（平成 20 年３月１日 ～ 平成 21 年２月 28 日） 

（％表示は，第４四半期連結累計期間は対前年同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 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円  銭

第 4 四半期連結累計期間 2,736 △30.8 △366  － △414  － △1,068  － △23,057 99
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４．その他 
  
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う

特定子会社の異動） 
： 無 

(2) 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 
(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
(4) 会計監査人の関与 ： 無 

 
５．個別業績の概要（平成 20 年３月１日 ～ 平成 20 年 11 月 30 日） 
(1) 個別経営成績                            （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期）純利益

百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

21 年２月期第 3四半期 1,003 △43.8 △413   － △390   － △1,183   －
20年２月期第 3四半期 1,783  △4.2 △57   － △104   － △114   －

20 年２月期 2,120   － △156   － △190    － △12    －
 

 １株当たり四半期 

（当期）純利益 

円    銭

21 年２月期第 3四半期 △25,556  63
20 年２月期第 3四半期 △11,942  84

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

21 年２月期第 3四半期 1,512 1,299 85.7 26,217  93
20 年２月期第 3四半期 1,927 1,663 85.2 41,160  38

20 年２月期 2,224 2,007 89.9 78,047  80
 
６．平成 21 年２月期第４四半期の個別業績予想（平成 20 年３月１日 ～ 平成 21 年２月 28 日） 

（％表示は，第４四半期累計期間は対前年同四半期累計期間増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円  銭

第４四半期累計期間 1,626 △23.3 △309  － △351  － △1,150  － △24,828 36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明，その他特記事項 
・ 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通し

であり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場

合があります。 

・ 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。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期における我が国経済は、高騰していた原油を始めとした原材料価格が投機的資金

の減少や需要低下の影響を受け下落したものの、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に加え、急激な円高の進行や株価下落等によ

り企業業績は悪化し、景気の減速が顕著となりました。 
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、雇用情勢が悪化す

る傾向の中、景気の先行きに対する不安感から、個人消費が伸び悩み、住宅の買い控え傾向をよ

り一層強め、発売戸数及び契約率の低迷が続き、厳しい環境下での推移となりました。 
このような厳しい状況のなか、当社グループは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」を目指して参りました。その具体的施策として、 
① 株式会社アライヴクリエイトの事業廃止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、既存事業への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、当社グループ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 
などを推進して参りました。 
 しかし、これらの施策による一過性の経費の発生等もあり、当第３四半期において、十分な効

果を得るには至りませんでした。 
これらの結果、当第３四半期の連結業績は、売上高 1,877 百万円（前年同期比 41.4％減）、営

業利益△496 百万円（前年同期は 325 百万円の営業利益）、経常利益△487 百万円（前年同期は

271 百万円の経常利益）、第３四半期純利益△1,181 百万円（前年同期は 51 百万円の第３四半期

純利益）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  当第３四半期連結会計期間末における総資産は、1,544 百万円となりました。主なものは、現金

及び預金 211 百万円、受取手形及び売掛金 175 百万円、棚卸資産 633 百万円、前渡金 100 百万円、

のれん 195 百万円、及び長期預け金 200 百万円であります。 

  当第３四半期連結会計期間末における純資産は、1,326 百万円となりました。主なものは、資本

金 1,705 百万円、資本剰余金 238 百万円及び、利益剰余金△620 百万円であります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

当社グループは、厳しい事業環境に対応するため、新たな中長期的経営方針・経営目標・経営戦

略の策定を行います。そして、当該経営計画を確実に実施・達成していくことで、著しく毀損し

た当社グループの社会的信頼の回復を図ってまいります。 
平成 21 年２月期の連結業績見通しは、売上高 2,736 百万円、営業利益△366 百万円、経常利益

△414 百万円、純利益 1,068 百万円を見込んでおります 
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５．第３四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

 前第３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

 （平成20年11月30日） （平成20年11月30日） （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 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金   904,549 211,977   1,187,713

２．受取手形及び売掛金   457,995 175,603   311,103

３．たな卸資産   241,905 633,506   229,139

４．前渡金   － 100,000   －

５．短期貸付金   － －   265,000

６．その他   96,221 51,566   48,034

  貸倒引当金   △18,058 △5,397   △13,160

流動資産合計   1,682,613 72.5 1,167,256 75.6  2,027,831 81.4

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産          50,659 2.2 34,875 2.2  46,583 1.9

２．無形固定資産     

(1) のれん  253,466 195,649  239,012 

(2) その他  6,147 259,614 11.2 6,288 201,937 13.1 1,966 240,978 9.7

３．投資その他の資産     

(1) 投資有価証券  220,710 420,231  62,469 

(2) 敷金保証金  － 90,709  － 

(3) 長期預け金  － 200,000  － 

(4) 破産更生債権等  － 93,698  － 

(5) その他  116,442 59,643  139,592 

貸倒引当金  △10,273 △315,816  △25,742 

投資損失引当金  － 326,879 14.1 △407,713 140,751 9.1  176,319 7.1

固定資産合計   637,154 27.5 377,564 24.4  463,881 18.6

資産合計   2,319,767 100.0 1,544,821 100.0  2,491,713 100.0
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 前第３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末 前連結会計年度の要約連結貸借対照表

 （平成19年11月30日） （平成20年11月30日） （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 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．買掛金   84,410 37,761   81,523

２．未払金   216,452 128,810   181,867

３．未払法人税等   161,863 6,605   121,408

４．賞与引当金   18,974 7,500   7,421

５．売上値引引当金   6,998 2,583   3,550

６．ｱﾌﾀー ｺｽﾄ引当金   2,815 809   2,100

７．受注工事損失引当金   － －   49

８．その他                75,374 29,893   57,649

流動負債合計   566,888 24.4 213,963 13.9  455,569 18.3

Ⅱ 固定負債     

１．退職給付引当金   6,079 3,474   2,804

２．その他   1,774 686   686

固定負債合計   7,853 0.4 4,160 0.2  3,490 0.1

負債合計   574,741 24.8 218,123 14.1  459,060 18.4

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   1,337,615 57.7 1,705,633 110.4  1,467,622 58.9

２．資本剰余金   1,316,415 56.7 238,011 15.4  1,446,422 58.0

３．利益剰余金   △953,878 △41.1 △620,591 △40.2  △885,945 △35.6

４．自己株式   － － △290 0.0  － －

株主資本合計   1,700,152 73.3 1,322,763 85.6  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 
  1,149 0.0 △56 0.0  △3,499 △0.1

評価・換算差額等合計   1,149 0.0 △56 0.0  △3,499 △0.1

Ⅲ 新株予約権   21,642 0.9 3,990 0.3  8,054 0.3

Ⅳ 少数株主持分   22,080 1.0 －   －

純資産合計   1,745,025 75.2 1,326,697 85.9  2,032,652 81.6

負債純資産合計   2,319,767 100.0 1,544,821 100.0  2,491,713 100.0
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(2) 第３四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 
前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 
 

（自 平成19年３月１日 

   至 平成19年11月30日）

（自 平成20年３月１日 

   至 平成20年11月30日） 

（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 

（％） 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   3,205,866 100.0 1,877,549 100.0  3,953,928 100.0

Ⅱ 売上原価   1,354,412 42.2 1,256,283 66.9  1,781,844 45.1

売上総利益   1,851,453 57.8 621,266 33.1  2,172,083 54.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

  １．販売手数料  232,227 83,077  277,070 

  ２．貸倒引当金繰入額  13,645 27,656  18,989 

  ３．給与手当  573,742 422,066  710,555 

  ４．賞与引当金繰入額  5,909 8,332  5,059 

  ５．支払報酬  － 140,036  － 

  ６．その他  700,400 1,525,925 47.6 436,952 1,118,120 59.6 952,070 1,963,743 49.7

営業利益又は営業損失（△）   325,528 10.2 △496,854 △26.5  208,339 5.3

Ⅳ 営業外収益           

  １．受取利息  1,432 7,451  15,188 

  ２．受取配当金  91 18  108 

  ３．その他  7,661 9,186 0.3 4,712 12,182 0.6 9,553 24,849 0.6

Ⅴ 営業外費用           

  １．支払利息  2,938 44  3,045 

  ２．株式交付費  54,153 2,483  59,611 

  ３．その他  6,025 63,117 2.0 135 2,663 0.1 15,374 78,030 2.0

経常利益又は経常損失（△）   271,596 8.5 △487,335 △26.0  155,158 3.9

Ⅵ 特別利益            

  １．関係会社株式売却益 － －  168,936 

  ２．新株予約権戻入益 24,700 3,780  38,275 

  ３．ｱﾌﾀー ｺｽﾄ引当金戻入益 － －  3,142 

  ４．その他 6,300 31,001 1.0 57 3,837 0.2 9,744 220,099 5.6

Ⅶ 特別損失            

  １．固定資産売却損  － 76  75 

  ２．投資有価証券売却損  － 9,051  － 

  ３．減損損失  3,876 －  21,243 

  ４．貸倒引当金繰入額  － 257,007  － 

  ５．投資損失引当金繰入額  － 407,713  － 

  ６．事業構造改革費用  － －  41,400 

  ７．営業拠点統廃合損失   40,667 －  － 

  ８．役員退職慰労金  12,000 －  12,000 

  ９．リース解約損  － 14,233   

  10．その他  2,490 59,034 1.8 7,533 695,616 37.0 2,415 77,134 2.0
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前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 
前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 
 

（自 平成19年３月１日 

   至 平成19年11月30日）

（自 平成20年３月１日 

   至 平成20年11月30日） 

（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 

（％） 
金額（千円） 

百分比

（％）

税金等調整前第３四半期 

（当期）純利益又は純損失（△） 
  243,563 7.6 △1,179,114 △62.8  298,123 7.5

法人税、住民税及び事業税  170,981 1,957  153,170 

   法人税等調整額  5,625 176,606 5.5 △4 1,953 0.1 3,355 156,526 4.0

少数株主利益   15,106 0.5 － －  21,814 △0.6

第３四半期（当期） 

純利益又は純損失（△） 
  51,850 1.6 △1,181,067 △62.9  119,782 3.0
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(3) 第３四半期連結株主資本等変動計算書 

前第３四半期連結会計期間（自平成19年３月１日 至平成19年11月30日） 

株主資本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

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

第３四半期連結会計期間中の変動額  

 新株の発行  

新株予約権の発行  

新株予約権の行使 580,710 580,710  1,161,421

新株予約権の失効  

当期純利益 51,850 51,850

株主資本以外の項目の第３四半期連

結会計期間中の変動額（純額） 
 

第３四半期連結会計期間中の変動額合

計（千円） 
580,710 580,710 51,850 1,213,271

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

  

評価・換算差額等  

その他有価証

券評価差額金

評価・換算 

差額等合計 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

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

第３四半期連結会計期間中の変動額  

 新株の発行  

新株予約権の発行 300  300

新株予約権の行使 △16,427  1,144,993

新株予約権の失効 △24,700  △24,700

当期純利益  51,850

株主資本以外の項目の第３四半期連

結会計期間中の変動額（純額） 
△4,277 △4,277 15,106 10,828

第３四半期連結会計期間中の変動額合

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

平成 19 年 11 月 30 日残高（千円） 1,149 1,149 21,642 22,080 1,745,025

 

 

 

 

 

 



ルーデン・ホールディングス㈱ (1400) 平成 21 年２月期 第３四半期財務・業績の概況  

 

9 

当第３四半期連結会計期間（自平成 20 年３月１日 至平成 20 年 11 月 30 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

第３四半期連結会計期間中の変動額  

 新株の発行  

新株予約権の発行  

新株予約権の行使 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  

当期純利益 △1,181,067  △1,181,067

自己株式の取得 △290 △290

株主資本以外の項目の第３四半期連

結会計期間中の変動額（純額） 
 

第３四半期連結会計期間中の変動額合

計（千円） 
238,011 △1,208,410 265,354 △290 △705,334

平成 20 年 11 月 30 日残高（千円） 1,705,633 238,011 △620,591 △290 1,322,763

  

評価・換算差額等  

その他有価証券  

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

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

第３四半期連結会計期間中の変動額  

 新株の発行  

新株予約権の発行  

新株予約権の行使 △23 476,000

新株予約権の失効 △4,040 △4,040

資本剰余金の振替  

当期純利益  △1,181,067

自己株式の取得  △290

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） 
3,443 3,443  3,443

第３四半期連結会計期間中の変動額合

計（千円） 
3,443 3,443 △4,064 △705,955

平成 20 年 11 月 30 日残高（千円） △56 △56 3,990 1,326,697

 



ルーデン・ホールディングス㈱ (1400) 平成 21 年２月期 第３四半期財務・業績の概況  

 

10 

 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） 

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  

その他有価証

券評価差額金

評価・換算 

差額等合計 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

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

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) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

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

キャッシュ･フロー計算書
 

 

 

（自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30日）

（自 平成20年３月１日 

至 平成20年11月30日） 

（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） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前第３四半期（当期）純利益又は

純損失（△） 
 243,563 △1,179,144 298,123 

減価償却費  8,128 1,0763 12,491 

減損損失  3,876 － 21,243 

のれん償却  43,363 43,363 57,817 

貸倒引当金の増加額  9,066 282,310 19,638 

賞与引当金の増加額（△減少額）  6,206 78 △3,192 

売上値引等引当金の増加額（△減少額）  2,498 △966 △950 

受注工事損失引当金の減少額  △400 △49 △350 

ｱﾌﾀー ｺｽﾄ引当金の増加額（△減少額）  △3,685 △1,290 △4,400 

退職給付引当金の増加額（△減少額）  731 670 △2,543 

投資損失引当金の増減額（△減少額）  － 407,713 － 

固定資産売却損  75 － 75 

固定資産除却損  7,984 6,591 7,984 

関係会社株式売却益  － － △168,936 

投資有価証券売却益  － － △2,290 

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  △24,700 △3,780 △38,275 

株式交付費  54,153 2,483 59,611 

受取利息及び受取配当金  △1,524 △7,470 △15,296 

支払利息  2,938 44 3,045 

売上債権の減少額（△増加額）  △173,334 150,976 △101,231 

破産更生債権の減少額△増加額）  － △22,242 － 

たな卸資産の減少額（△増加額）  △166,114 △404,366 △153,652 

前払費用の減少額（△増加額）  △9,162 － △2,268 

未収入金の減少額（△増加額）  △3,593 △10,286 △14,117 

仕入債務の増加額（△減少額）  8,120 △43,761 6,153 

未払金の増加額（△減少額）  △9,084 － △23,568 

前受金の増加額（△減少額）  △21,405 － △21,491 

預け金の増加による減少額  － △200,000 － 

その他  47,574 △174,787 26,449 

小計  27,690 △1,134,067 △37,518 
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  前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ･フロー計算書

  

 

（自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30日）

（自 平成20年３月１日 

至 平成20年11月30日） 

（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） 金額（千円） 

利息及び配当金の受取額  1,161 7,470 15,296 

利息の支払額  △2,200 △44 △2,307 

法人税等の支払額  △31,089 △114,292 △12,145 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △4,438 △1,240,934 △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  △5,894 △550 △11,733 

  定期預金の払戻しによる収入  21,508 3,960 33,726 

  有形固定資産の取得による支出  △26,167 △5,116 △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  △190 △5,351 △1,543 

  投資有価証券の取得による支出  △200,137 △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 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入  － － 175,362 

  敷金保証金の差入による支出  △15,657 △41,658 △24,799 

  敷金保証金の返還による収入  37,455 14,817 43,324 

  貸付による支出  △30,000 △35,000 △305,000 

  貸付金の回収による収入  1,751 230,512 41,831 

  その他  △2,706 △2,347 △9,246 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △218,528 △204,617 △151,292 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

  短期借入金の純増額  △585,000 － △585,000 

  株式の発行による収入  1,090,840 473,516 1,345,382 

  新株予約権の発行による収入  300 － 300 

  長期借入金の返済による支出  △29,645 － △29,645 

  その他  － △290 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー  476,495 473,225 731,037 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  253,528 △972,325 543,069 

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

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  894,541 211,757 1,184,083 
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(5) 注記事項 

第３四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 前連結会計年度 

項目 
（自 平成19年３月１日 

   至 平成19年11月30日）

（自 平成20年３月１日 

   至 平成20年11月30日） 

（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 

株式会社 オアシスソリュ

ーション 

株式会社 エルトレード 

東峰実業 株式会社 

株式会社 アールイーテ

クニカ 

 

 なお、平成 19 年 9 月 1

日付けで東峰実業(株)及

び(株)アールイーテクニ

カの商号をそれぞれ(株)

アライヴビルマネジメン

ト及び(株)アライブクリ

エイトといたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 主要な非連結子会社の名

称等 

該当事項はありません。 

(1) 連結子会社の数 ３社 
連結子会社の名称 
株式会社 エルトレード 

株式会社 アライヴ ビル

マネジメント 
株式会社 アライヴ クリ

エイト  
 

 

   なお、株式会社アライヴ

クリエイトは平成 20 年 8

月 12 日開催の臨時株主総

会において、平成 20 年 12

月１日付けで解散するこ

とを決議しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 主要な非連結子会社の名

称等 
     同左 

(1) 連結子会社の数 ３社 
連結子会社の名称 
株式会社 エルトレード

株式会社 アライヴ ビル

マネジメント 
株式会社 アライヴ クリ

エイト  
 
 

なお、平成 19 年９月

１日付けで東峰実業株式

会社及び株式会社アール

イーテクニカの商号をそ

れぞれ株式会社アライ

ヴ ビルマネジメント及

び株式会社アライヴ ク
リエイトといたしまし

た。 また、連結子会社

であった株式会社オアシ

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 
    同左 

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

３．連結子会社の第３四半期決

算日等に関する事項 

すべての連結子会社の事業

年度末日は、連結決算日と一致

しております。 

    同左       同左 

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 
４．会計処理基準に関する事項 

(ｲ) 有価証券 

   その他有価証券 

時価のあるもの 

第３四半期連結決算日

の市場価格等に基づく

時価法 

（評価差額は、全部純資

産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価

法 

(ｲ) 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 

  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。 

 

(ﾛ) 有価証券 

   その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格

等に基づく時価法 

（評価差額は、全部純資

産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定） 

 

時価のないもの 

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

項目 
（自 平成19年３月１日 

   至 平成19年11月30日）

（自 平成20年３月１日 

   至 平成20年11月30日） 

（自 平成19年３月１日 

   至 平成20年２月29日）

(ﾛ) たな卸資産 (ﾛ) たな卸資産 (ﾛ) たな卸資産 

商品 商品 商品 

先入先出法による原価法    同左    同左 

原材料 原材料 原材料 

先入先出法による原価法    同左    同左 

仕掛品 仕掛品 仕掛品 

個別法による原価法    同左    同左 

貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

 

終仕入原価法 

販売用不動産 

個別法による原価法 

   同左 

販売用不動産 

   同左 

   同左 

販売用不動産 

   同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

 (ｲ) 有形固定資産 (ｲ) 有形固定資産 (ｲ) 有形固定資産 

 定率法 定率法 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） 

   当社及び連結子会社４

社は、法人税法の改正に伴

い、当連結会計期間より、

平成 19 年 4 月 1 日以降に

取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法

に変更しております。 

   なお、この変更による当

第３四半期会計期間の損

益に与える影響は軽微で

あります 

 

     同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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、当連結会計期間より平

成 19 年４月１日以降に取

得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に

変更しております。 

なお、これによる影響は

軽微であります。 

  同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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、当連結会計期間より平

成 19 年４月１日以降に取

得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に

変更しております。 

なお、この変更による当

連結会計期間の損益に与

える影響は軽微でありま

す。 

 (ﾛ) 無形固定資産 (ﾛ) 無形固定資産 (ﾛ) 無形固定資産 

 定額法 定額法 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。 

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。 

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

項目 
（自 平成19年３月１日 

   至 平成19年11月30日）

（自 平成20年３月１日 

   至 平成20年11月30日） 

（自 平成19年３月１日 

   至 平成20年２月29日）

 

 

(ﾊ) 長期前払費用 

  定額法 

   なお、償却期間について

は、法人税法に規定する方

法と同一の基準によって

おります。 

(ﾊ) 長期前払費用 

  定額法 

     同左 

(ﾊ) 長期前払費用 

  定額法 

     同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準 

 (ｲ) 貸倒引当金 (ｲ) 貸倒引当金 (ｲ) 貸倒引当金 

 

 

当社及び連結子会社は、

債権の貸倒による損失に

備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しておりま

す。 

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。 

  同左 

 (ﾛ) 賞与引当金 (ﾛ) 賞与引当金 (ﾛ) 賞与引当金 

 当社及び連結子会社４

社は、従業員の賞与支給に

備えるため、支給見込額の

うち当第３四半期の負担

額を計上しております。 

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

うち当第３四半期の負担

額を計上しております。 

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。

 (ﾊ) 売上値引引当金 (ﾊ) 売上値引引当金 (ﾊ) 売上値引引当金 

 当社は、将来発生する売

上値引に備えるため、過去

の値引実績に基づく将来

発生見込額を計上してお

ります。 

  同左   同左 

 (ﾆ) アフターコスト引当金 (ﾆ) アフターコスト引当金 (ﾆ) アフターコスト引当金 

 当社は、コーティング施

工及びリフォーム工事等

の無償補償費用等のアフ

ターコストの支出に備え

るため、過去の実績に基づ

く将来発生見込額を計上

しております。 

  同左   同左 

 (ﾎ) 退職給付引当金 (ﾎ) 退職給付引当金 (ﾎ) 退職給付引当金 

 連結子会社１社は、従業

員の退職給付に備えるた

め、当連結第３四半期会計

期間末における退職給付

債務の見込額に基づき計

上しております。 

  同左 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。 

 (ﾍ) 受注工事損失引当金 (ﾍ) 受注工事損失引当金 (ﾍ) 受注工事損失引当金 

 受注工事の損失に備え

るため、手持ち受注工事の

うち当第３四半期連結会

計期間末において損失が

確実視され、かつ、その金

額を合理的に見積もるこ

とができる工事について、

損失見込額を計上してお

ります。 

  同左 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。 

  (ﾄ) 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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前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 前連結会計年度 

項目 
（自 平成19年３月１日 

   至 平成19年11月30日）

（自 平成20年３月１日 

   至 平成20年11月30日） 

（自 平成19年３月１日 

   至 平成20年２月29日）

 (4) 重要なリース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンスリース取引について

は、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理

によっております。 

(4) 重要なリース取引の処理

方法 

  同左 

(4) 重要なリース取引の処理

方法 

  同左 

 (5) その他第３四半期連結財

務諸表作成のための重要な事

項 

(5) その他第３四半期連結財

務諸表作成のための重要な事

項 

(5) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

 消費税等の会計処理 

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 

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債

の評価については、全面時価評

価法を採用しております。 

     同左      同左 

６．のれん及び負ののれんの償

却に関する事項 

のれん及び負ののれんの償

却については、発生日以後、投

資効果の発現する期間(５～10

年)で均等償却しております。

    同左      同左 

７．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

手許現金、随時引出し可能な

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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表示方法の変更 

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年３月１日 

   至 平成19年11月30日） 

（自 平成20年３月１日 

   至 平成20年11月30日） 

 前第３四半期連結会計期間において流動負債の「その他」に含

めて表示していた「未払法人税等」は、当第３四半期連結会計期

間において負債及び純資産の合計額の100分の５を超えたため区

分掲記しました。 

なお、前第３四半期連結会計期間末の「未払法人税等」は21,445

千円であります。 

 前第３四半期連結会計期間において流動負債の「その他」に含

めて表示していた「前渡金」は、当第３四半期連結会計期間にお

いて負債及び純資産の合計額の100分の５を超えたため区分掲記

しました。 

なお、前第３四半期連結会計期間末の「前渡金」は15千円であ

ります。 

―――――  前第３四半期連結会計期間において投資その他の資産の「その

他」に含めて表示していた「敷金保証金」は、当第３四半期連結

会計期間において負債及び純資産の合計額の100分の５を超えた

ため区分掲記しました。 

なお、前第３四半期連結会計期間末の「敷金保証金」は64,586

千円であります。 

―――――  前第３四半期連結会計期間において投資その他の資産の「その

他」に含めて表示していた「破産更生債権等」は、当第３四半期

連結会計期間において負債及び純資産の合計額の100分の５を超

えたため区分掲記しました。 

なお、前第３四半期連結会計期間末の「破産更生債権等」は10,273

千円であります。 

「退職給付費用」は前第３四半期連結会計期間まで区分掲記し

ておりましたが当第３四半期連結会計期間において金額的重要

性が乏しくなったため販売費及び一般管理費の「その他」に含め

ております。 

なお、当第３四半期連結会計期間の「その他」に含まれている

「退職給付費用」は、350千円であります。 

前第３四半期連結会計期間において販売費及び一般管理費の

「その他」に含めて表示していた「支払報酬」は、当第３四半期

連結会計期間において販売費及び一般管理費の総額の10／100を

超えたため区分掲記しました。 

なお、前第３四半期連結会計期間の「支払報酬」は112,112千

円であります。 

前第３四半期連結会計期間において営業外費用の「その他」に

含めて表示していた「株式交付費」は、当第３四半期連結会計期

間において営業外費用の総額の10／100を超えたため区分掲記し

ました。 

なお、前第３四半期連結会計期間の「株式交付費」は4,220千

円であります。 

――――― 
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６．第３四半期個別財務諸表 

(1) 第３四半期貸借対照表 

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

（平成19年11月30日） （平成20年11月30日） （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 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金  499,472 47,864  1,057,945 

２．受取手形及び売掛金  269,370 86,963  194,283 

３．たな卸資産  203,150 618,421  186,291 

４．短期貸付金   100,000  － 

５．その他  64,588 76,163  60,078 

貸倒引当金  △16,412 △5,363  △12,559 

流動資産合計   1,020,168 52.9  924,049 61.1  1,486,041 66.8

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産         19,866 1.0 15,503 1.0 24,585 1.1

２．無形固定資産  6,058 0.3 6,288 0.4 1,889 0.1

３．投資その他の資産     

(1) 投資有価証券  217,124 417,750  58,762 

(2) 関係会社株式  618,429 477,148  603,391 

(3) 敷金保証金  43,230 71,531  42,446 

(4) 長期預け金  － 200,000  － 

(5) 破産更生債権等  － 92,242  － 

(6) その他  11,611 7,794  22,816 

貸倒引当金  △8,787 △292,242  △15,476 

投資損失引当金  － △407,713  － 

投資その他の資産合計  881,608 45.8 566,510 37.5 711,940 32.0

固定資産合計   907,533 47.1 588,302 38.9  738,416 33.2

資産合計   1,927,701 100.0 1,512,352 100.0  2,224,457 100.0
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前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末 前事業年度の要約貸借対照表
  

（平成19年11月30日） （平成20年11月30日） （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 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．買掛金  47,100 58,619  61,940 

２．短期借入金  － 70,000  － 

３．未払金  113,649 25,232  96,542 

４．未払法人税等  18,589 5,990  16,092 

５．賞与引当金  10,436 －  4,336 

６. 売上値引引当金  6,998 2,583  3,400 

７．アフターコスト引当金  2,815 809  1,600 

８．その他               63,534 48,856  32,794 

  流動負債合計   263,123 13.6 212,090 14.0  216,708 9.8

Ⅱ 固定負債     

１．その他  669 686  266 

  固定負債合計   669 0.1 686 0.1  266 0.0

  負債合計   263,792 13.7 212,777 14.1  216,974 9.8

     

（純資産の部）     

 Ⅰ 株主資本     

１．資本金   1,337,615 69.4 1,705,633 112.8  1,467,622 66.0

２．資本剰余金     

（1）資本準備金  1,316,415 238,011  1,446,422 

資本剰余金合計   1,316,415 68.3 238,011 15.7  1,446,422 65.0

３．利益剰余金     

（1）その他利益剰余金     

別途積立金  110,000 110,000  110,000 

繰越利益剰余金  △1,122,328 △757,769  △1,020,459 

利益剰余金合計   △1,012,328 △52.5 △647,769 △42.8  △910,459 △40.9

  ４．自己株式   － － △290 0.0  － －

株主資本合計   1,641,702 85.2 1,295,585 85.7  2,003,584 90.1

 Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差額金   563 0.0 － －  △4,156 △0.2

評価・換算差額等合計   563 0.0 － －  △4,156 △0.2

 Ⅲ 新株予約権   21,642 1.1 3,990 0.3  8,054 0.3

純資産合計   1,663,908 86.3 1,299,575 85.9  2,007,482 90.2

負債純資産合計   1,927,701 100.0 1,512,352 100.0  2,224,457 100.0
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(2) 第３四半期損益計算書 

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 前事業年度の要約損益計算書

  （自 平成19年３月１日 

   至 平成19年11月30日）

（自 平成20年３月１日 

   至 平成20年11月30日） 

（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 

（％） 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   1,783,358 100.0 1,003,083 100.0  2,120,147 100.0

Ⅱ 売上原価   686,121 38.5 606,363 60.4  847,892 40.0

売上総利益   1,097,236 61.5 396,719 39.6  1,272,255 60.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,154,382 64.7 810,150 80.8  1,429,094 67,4

営業利益又は営業損失（△）   △57,146 △3.2 △413,431 △41.2  △156,839 △7.4

Ⅳ 営業外収益         14,643 0.8 25,540 2.5  34,126 1.6

Ⅴ 営業外費用         61,890 3.5 2,639 0.3  67,342 3.2

経常利益又は経常損失（△）   △104,394 △5.9 △390,529 △38.9  △190,055 △9.0

Ⅵ 特別利益          29,514 1.7 3,780 0.4  229,166 10.8

Ⅶ 特別損失          23,571 1.3 795,636 79.3  40,938 1.9

   税引前第３四半期（当期）

純利益又は純損失（△） 
  △98,451 △5.5 △1,182,386 △117.9  △1,826 △0.1

法人税、住民税及び事業税  16,235 1,345  10,992 

法人税等調整額  － 16,235 0.9 － 1,345 0.1 － 10,992 0.5

第３四半期（当期）純利益

又は純損失（△） 
  △114,687 △6.4 △1,183,732 △118.0  △12,818 △0.6
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(3) 第３四半期株主資本等変動計算書 

前第３四半期会計期間（自平成19年３月１日 至平成19年11月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金

資本剰余金

合計 
別途積立金

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

株主資本 

合計 

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

第３四半期会計期間中の変動額    

 新株の発行    

新株予約権の発行 580,710 580,710 580,710   1,161,421

新株予約権の行使    

新株予約権の失効    

当期純利益  △114,687 △114,687 △114,687

株主資本以外の項目の第３四半期

会計期間中の変動額（純額） 
   

第３四半期会計期間中の変動額

合計（千円） 
580,710 580,710 580,710 △114,687 △114,687 1,046,734

平成19年 11月30日残高（千円） 1,337,615 1,316,415 1,316,415 110,000 △1,122,328 △1,012,328 1,641,702

  

評価・換算差額等  

その他有価証券  

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

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

第３四半期会計期間中の変動額  

 新株の発行  

新株予約権の発行 300 300

新株予約権の行使 △16,427 1,144,993

新株予約権の失効 △24,700 △24,700

当期純利益  △114,687

株主資本以外の項目の第３四半期

会計期間中の変動額（純額） 
△4,625 △4,625  △4,625

第３四半期会計期間中の変動額

合計（千円） 
△4,625 △4,625 △40,828 1,001,280

平成19年 11月30日残高（千円） 563 563 21,642 1,663,908
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当第３四半期会計期間（自平成20年３月１日 至平成20年11月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 資本準備

金 

資本剰余

金合計 別途積立

金 

繰越利益

剰余金 

利益剰余

金合計 

自己株式 
株主資本合

計 

平成 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

第３四半期会計期間中の変動額    

 新株の発行    

新株予約権の発行    

新株予約権の行使 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  

当期純利益  △1,183,732 △1,183,732  △1,183,732

自己株式の取得   △290 △290

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） 
238,011 △1,208,410 △1,208,410 262,689 262,689 △290 △707,999

平成20年 11月30日残高（千円） 1,705,633 238,011 238,011 110,000 △757,769 △647,769 △290 1,295,585

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

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

第３四半期会計期間中の変動額  

 新株の発行  

新株予約権の発行  

新株予約権の行使 △23 476,000

新株予約権の失効 △4,040 △4,040

資本剰余金の振替  

当期純利益  △1,183,732

自己株式の取得  △290

株主資本以外の項目の第３四半期

会計期間中の変動額（純額） 
4,156 4,156  4,156

第３四半期会計期間中の変動額

合計（千円） 
4,156 4,156 △4,064 △707,907

平成20年 11月30日残高（千円） － － 3,990 1,299,575
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 前事業会計年度（自平成19年３月１日 至平成20年２月29日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金

資本剰余金

合計 
別途積立金

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

株主資本 

合計 

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 1,466,422 1,466,422 110,000 △1,020,459 △910,459 2,003,584

  

評価・換算差額等  

その他有価証券  

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

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

事業年度中の変動額  

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

 


