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平成 18 年３月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成 18 年 1 月 25 日 
 

上場会社名 株式会社ドリームインキュベータ (コード番号：4310 東証第一部) 

 （ＵＲＬ http://www.dreamincubator.co.jp/）  

問 合 せ 先 代表者役職・氏名  代表取締役社長  堀 紘一 ＴＥＬ：（03）5773－8700 

 責任者役職・氏名  代表取締役    井上 猛  

 

 

 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

 ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無      ： 有 

 ② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無      ： 有 

 

 

２．平成 18 年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成 17年４月１日～平成 17 年 12 月 31 日） 

（１） 経営成績の進捗状況 

（百万円未満切捨） 

 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 ％ 

18 年３月期第３四半期 3,018 148.9 1,689 355.5 1,654 344.7 969 355.2 

17 年３月期第３四半期 1,212 17.1 370 73.2 371 71.7 212 85.2 

（参考）17 年３月期 2,253 33.4 650 29.7 648 28.7 371 35.9 

 

 
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 

18 年３月期第３四半期 11,435 49 10,823 41 

17 年３月期第３四半期 2,509 65 2,432 11 

（参考）17 年３月期 4,380 80 4,250 29 

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 

 

Ito Mitsushige
財務会計基準機構マーク
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［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

 当社は当四半期におきましても、当社知名度向上と業績向上への布石となる有望ベンチャー企業

発掘のため、ベンチャー企業経営者向け「CEO セミナー」や大企業を対象とした「大企業セミナ

ー」を開催し、引き続き積極的な顧客開拓活動を展開いたしました。 

 この結果、当第３四半期会計期間の業績は、売上高 3,018 百万円（前年同期比 148.9％増）、経常

利益 1,654 百万円（同 344.7％増）、当四半期純利益は 969 百万円（同 355.2%増）となり、前年同期

と比較して大幅な増収増益となりました。 

 

①コンサルティングサービス 

当四半期におきましては、新規事業戦略立案や新規事業の事業性評価、中期経営計画策定・実

行支援等、大企業向けコンサルティングサービスの受注が好調に推移した結果、コンサルティン

グサービス売上高は1,070百万円（前年同期比24.6％増）と、前年同期を大幅に上回る結果となり

ました。 

なお、顧客別には、大企業向けコンサルティングサービス売上高が928百万円（同46.0%増）、

ベンチャービジネス向けコンサルティングサービス売上高が142百万円（同36.4％減）であります。 

 

②営業投資売上高 

当四半期において当社の支援先 3 社が株式公開を果たしておりますが、当該支援先株式や前

期までに株式公開を果たしている支援先株式等を売却した結果、営業投資売上高は 1,947 百万

円（前年同期比 453.6%増）を計上し、当四半期の業績に大きく寄与しております。 

なお、当四半期末において保有する時価のある有価証券の「時価と取得原価との差額」は、

1,396 百万円（前期末における「時価と取得原価との差額」は 1,148 百万円）となっております。 

 

 事業部門別売上高 

 

第５期 

第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

第６期 

第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

区分 金額(千円) 
構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 

コンサルティングサービ

ス売上高 
859,443 70.9 1,070,621 35.5 1,218,283 54.1 

 大企業 635,647 52.4 928,360 30.8 868,404 38.5 

 ベンチャービジネス 223,795 18.5 142,261 4.7 349,878 15.5 

営業投資売上高 351,863 29.0 1,947,802 64.5 1,033,391 45.9 

その他売上高 1,476 0.1 ― ― 1,476 0.1 

合 計 1,212,783 100.0 3,018,424 100.0 2,253,151 100.0 
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 （２）財政状態の変動状況 

 総 資 産 株主資本 株主資本比率 
１株当たり 

株主資本 

百万円 百万円 ％ 円 銭 

18 年３月期第３四半期 12,570 11,404 90.7 120,214 62 

17 年３月期第３四半期 5,222 4,665 89.3 54,806 51 

（参考）17 年３月期 5,070 4,389 86.6 52,910 10 

 

 （３）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 

18 年３月期第３四半期 △469 △55 5,860 6,199 

17 年３月期第３四半期 △438 0 16 1,038 

（参考）17 年３月期 △87 0 △509 863 

 

 

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

（貸借対照表） 

当四半期末における総資産は12,570百万円（前期末比7,499百万円増）、負債は1,165百万円（前

期末比484百万円増）、資本は11,404百万円（前期末比7,015百万円増）と、いずれも前期末比で大

幅に増加しております。この増加の主な理由は、以下の3点であります。 

① 新株式発行 

平成17年11月25日を払込期日として、有償一般募集増資（発行新株式数10,000株、発行価額

562,400円、資本組入額281,200円）を実施した結果、資本金及び資本準備金（ともに資本）が

合計で5,624百万円増加し、現金及び預金（資産）も同額増加しております。 

② 当四半期の経営成績との関係 

当四半期において、コンサルティングサービス売上高や営業投資売上高の計上により第３四

半期純利益は969百万円となり、第３四半期未処分利益（資本）が同額増加しております。ま

た、税引前第３四半期純利益に係る法人税等により未払法人税等（負債）が増加したほか、

営業投資有価証券売却収入等により現金及び預金（資産）が増加しております。 

③ 営業投資有価証券（時価のある有価証券）の時価評価 

当四半期末に保有している時価のある有価証券の時価評価により、営業投資有価証券（資産）

が増加し、それに伴い、時価評価に係る繰延税金負債（負債）、その他有価証券評価差額金（資

本）がそれぞれ増加しております。 
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なお、営業投資実行額及び投資残高は、以下の通りであります。 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日) 

第６期 

第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年12月31日) 

投資実行高 期末投資残高 投資実行高 期末投資残高 

 

期別  
 
 
証券種類 

金額 会社数 金額 会社数 金額 会社数 金額 会社数 

株式 

千円 

713,120 

社 

11 

千円 

2,308,803 

社 

27 

千円 

1,590,798 

社 

15 

千円 

3,543,102 

社 

36 

社債 ― ― ― ― 185,160 1 185,160 1 

新株予約権等 25,000 5 110,817 18 2,500 3 113,317 21 

合計 738,120 14 2,419,621 35 1,778,458 18 3,841,580 48 

(注) １ 投資実行高には、当社からの投資実行高及び当社から投資事業組合への出資後に当該投資

事業組合が投資した先の合計を記載しております。また、期末投資残高には、当社の期末

投資残高及び当社から投資事業組合への出資後に当該投資事業組合が投資実行した残高の

合計を記載しております。 

   ２ 新株予約権は、当社コンサルティングサービスの対価として発行会社から無償で取得してい

る場合がありますが、上表においては、その際の金額をゼロとし会社数のみを記載しており

ます。 

   ３ 事業年度末において保有している新株予約権等を全て行使した場合の株式取得価額の総額

は、以下の通りであります。 

前事業年度 当第３四半期 

564,878千円 575,209千円 

   ４ 株式、社債、新株予約権等を重複して投資を行っている会社があります。 

   ５ 時価のあるものについては、取得原価を記載しております。 

 

 

（キャッシュ・フロー計算書） 

当第３四半期会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前期末と比較して5,336百

万円増加し、6,199百万円となりました。 

当四半期におけるキャッシュ・フローのうち、営業活動によるキャッシュ・フローにつきまし

ては、積極的な営業投資等により、469百万円の減少（前年同期は438百万円の減少）となりまし

た。また、財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有償増資等により、5,860百万円

増加（前年同期は16百万円の増加）いたしました。 

なお、投資活動によるキャッシュ・フローの当四半期キャッシュ・フローに与える影響は軽微

であります。 
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３．平成 18 年３月期の業績予想（平成 17 年４月１日～平成 18 年３月 31 日） 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

中間 期末  

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭 

通期 3,580 1,730 1,000 － 2,000 0 2,000 0 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 10,540 円 63 銭 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

業績予想に関しましては、平成 17年 10月 25日に公表いたしました内容に変更はありません。 

 

 

（注）業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき、当社経営者が判断したものでありま

す。予想には様々な不確実要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があ

りますので、この業績予想に全面的に依存して投資の判断を行うことは差し控えてください。 

 



 6 

４．四半期財務諸表 

 （１）四半期貸借対照表 

  

第５期 

第３四半期会計期間末 

(平成16年12月31日) 

第６期 

第３四半期会計期間末 

(平成17年12月31日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成17年３月31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   1,038,660   6,199,642   863,494  

２ 売掛金   282,398   274,097   156,723  

３ 営業投資有価証券   1,899,998   5,547,007   3,900,167  

４ 営業出資金   1,844,574   －   －  

５ 投資損失引当金   △50,000   △50,000   △50,000  

６ その他   18,354   376,718   15,536  

流動資産合計   5,033,985 96.4  12,347,466 98.2  4,885,922 96.4 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１  47,788   37,223   44,476  

２ 無形固定資産   155   48   110  

３ 投資その他の資産   140,571   185,776   140,374  

固定資産合計   188,515 3.6  223,049 1.8  184,961 3.6 

資産合計   5,222,501 100.0  12,570,515 100.0  5,070,883 100.0 
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第５期 

第３四半期会計期間末 

(平成16年12月31日) 

第６期 

第３四半期会計期間末 

(平成17年12月31日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成17年３月31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 未払金   11,177   51,572   36,831  

２ 未払法人税等   75,664   585,045   205,702  

３ 前受金   75,250   7,344   －  

４ 繰延税金負債   366,031   484,643   409,135  

５ その他 ※２  29,358   37,027   29,740  

流動負債合計   557,480 10.7  1,165,634 9.3  681,409 13.4 

負債合計   557,480 10.7  1,165,634 9.3  681,409 13.4 

           

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   1,637,404 31.4  4,498,023 35.8  1,638,478 32.3 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  1,681,415   4,538,997   1,681,415   

２ その他資本剰余金           

(1)自己株式処分差益  ―   82,947   ―   

資本剰余金合計   1,681,415 32.2  4,621,944 36.8  1,681,415 33.2 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 第３四半期 
(当期)未処分利益  867,597   1,995,537   1,026,322   

利益剰余金合計   867,597 16.6  1,995,537 15.9  1,026,322 20.2 

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金   600,533 11.5  837,657 6.7  689,239 13.6 

Ⅴ 自己株式   △121,930 △2.3  △548,282 △4.4  △645,980 △12.7 

資本合計   4,665,020 89.3  11,404,880 90.7  4,389,474 86.6 

負債資本合計   5,222,501 100.0  12,570,515 100.0  5,070,883 100.0 
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 （２）四半期損益計算書 

  

第５期 

第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

第６期 

第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

前事業年度の 

要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31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   1,212,783 100.0  3,018,424 100.0  2,253,151 100.0 

Ⅱ 売上原価   518,510 42.8  880,615 29.2  1,158,970 51.4 

売上総利益   694,272 57.2  2,137,808 70.8  1,094,180 48.6 

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

  323,321 26.7  448,197 14.8  443,978 19.7 

営業利益   370,951 30.6  1,689,611 56.0  650,201 28.9 

Ⅳ 営業外収益 ※１  1,082 0.1  1,526 0.1  1,419 0.1 

Ⅴ 営業外費用 ※２  55 0.0  37,102 1.2  3,344 0.1 

経常利益   371,978 30.7  1,654,034 54.8  648,276 28.8 

Ⅵ 特別損失 ※３  2,020 0.2  3,000 0.1  8,000 0.4 

税引前第３四半期
(当期)純利益 

  369,958 30.5  1,651,034 54.7  640,276 28.4 

法人税、住民税及び
事業税 

 149,896   705,257   277,474   

法人税等調整額  7,154 157,051 12.9 △23,437 681,819 22.6 △8,830 268,643 11.9 

第３四半期 
(当期)純利益 

  212,907 17.6  969,214 32.1  371,632 16.5 

前期繰越利益   654,690   1,026,322   654,690  

第３四半期 
(当期)未処分利益 

  867,597   1,995,537   1,026,322  
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 （３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

 

第５期 

第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

第６期 

第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

前事業年度の 

キャッシュ・フロー計算書

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前第３四半期(当期)純利益 369,958 1,651,034 640,276 

減価償却費 10,108 7,314 13,465 

役員退職慰労金 ― 3,000 8,000 

受取利息 △1,059 △1,384 △1,376 

支払手数料 1,250 23,066 3,200 

新株発行費 55 14,036 144 

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △89,180 △1,399,475 △1,941,507 

営業出資金の増減額（△は増加） △402,253 ― 1,442,320 

売上債権の増減額（△は増加） △104,619 △117,373 21,054 

前払費用の増減額（△は増加） △3,910 2,071 △3,567 

未収入金の増減額（△は増加） 76 △352,996 △144 

その他の資産の増減額（△は増加） △1,458 357 1,072 

未払金の増減額（△は減少） △6,177 22,741 12,726 

未払費用の増減額（△は減少） 1,779 2,809 621 

前受金の増減額（△は減少） △7,180 7,344 △82,430 

預り金の増減額（△は減少） △883 3,270 △571 

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,518 1,207 9,615 

     その他の負債の増減額（△は減少） 11,203 24,721 12,866 

小計 △215,772 △108,254 135,767 

利息の受取額 568 476 924 

法人税等の支払額 △217,171 △350,635 △218,241 

役員退職慰労金の支払額 △6,120 △11,000 △6,120 

営業活動によるキャッシュ・フロー △438,496 △469,413 △87,669 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

敷金・保証金の返還による収入 ― 300 ― 

短期貸付金の純増減額（△は増加） △417 293 △293 

長期貸付金の貸付による支出 ― △56,160 ― 

長期貸付金の回収による収入 439 457 588 

投資活動によるキャッシュ・フロー 21 △55,109 295 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

株式発行による収入 16,953 5,717,126 18,026 

新株発行費 △55 △14,036 △144 

支払手数料 ― △23,066 △3,200 

自己株式取得による支出 ― ― △524,050 

自己株式処分による収入 ― 180,646 ― 

財務活動によるキャッシュ・フロー 16,898 5,860,669 △509,367 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ― ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △421,576 5,336,147 △596,741 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,460,236 863,494 1,460,236 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

第３四半期末(期末)残高 
1,038,660 6,199,642 863,494 
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 （４）注記事項等 

項目 

第５期 

第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

第６期 

第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

① 子会社株式 

  移動平均法に基づく原価

法であります。 

(1) 有価証券 

① 子会社株式 

同左 

(1) 有価証券 

① 子会社株式 

同左 

 ② その他有価証券(営業投資

有価証券及び営業出資金

を含む) 

 ※ 時価のあるもの 

  第３四半期会計期間末日

の市場価格等に基づく時

価法であります。 

  また、評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定しております。 

② その他有価証券(営業投資

有価証券を含む) 

 

     同左 

② その他有価証券(営業投資

有価証券を含む) 

 

 ※ 時価のあるもの 

  期末日の市場価格等に基

づく時価法であります。 

  また、評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定しております。 

  ※ 時価のないもの 

  移動平均法に基づく原価

法であります。 

  ※ 時価のないもの 

  移動平均法に基づく原価

法であります。 

 ③ － 

 

③ 投資事業組合出資金の会計

処理 

当社及び関係会社が投資

事業組合を管理運営する

場合は、当該組合等の最近

の財産及び損益の状況に

基づいて、組合等の純資

産・収益・費用を当社の持

分割合に応じて計上して

おります。 

③ 投資事業組合出資金の会計

処理 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法によっております。 

  なお、主な耐用年数は、建

物が３～15年、器具備品が

３～20年、車両運搬具が５

年であります。 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

  定額法によっております。 

  ソフトウェア(自社利用

分)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 

(2) 無形固定資産 

同左 
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項目 

第５期 

第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

第６期 

第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

３ 引当金の計上基準 (1) 投資損失引当金 

  第３四半期末現在に有す

る営業投資有価証券及び

営業出資金の損失に備え

るため、投資会社の実情又

は営業出資金の実情を勘

案の上、その損失見積額を

計上しております。 

(1) 投資損失引当金 

第３四半期末現在に有す

る営業投資有価証券の損

失に備えるため、投資会社

の実情又は投資事業組合

の実情を勘案の上、その損

失見積額を計上しており

ます。 

(1) 投資損失引当金 

  期末現在に有する営業投

資有価証券の損失に備え

るため、投資会社の実情又

は投資事業組合の実情を

勘案の上、その損失見積額

を計上しております。 

 (2) 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

収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しており

ます。 

  ただし、当第３四半期にお

いては、引当の対象となる

債権はありません。 

(2) 貸倒引当金 

同左 

(2) 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

収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しており

ます。 

  ただし、当期においては、

引当の対象となる債権は

ありません。 

４ 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 

５ 四半期キャッシ

ュ・フロー計算書

（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、価値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ヶ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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項目 

第５期 

第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

第６期 

第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

６ その他四半期財務諸

表(財務諸表)作成の

ための基本となる重

要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

税抜方式によっておりま

す。 

(2) 役員報酬の売上原価算

入 

コンサルティングサービ

ス提供という当社事業の

性質及び役員兼ビジネス

プロデューサーという実

態を反映して、役員報酬の

一部をコンサルティング

サービス売上原価に算入

しております。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

 

(2) 役員報酬の売上原価算

入 

同左 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

 

(2) 役員報酬の売上原価算

入 

同左 

 (3) 投資事業組合出資金の

会計処理 

当社及び関係会社が投資

事業組合を管理運営する

場合は、当該組合等の最近

の財産及び損益の状況に

基づいて、組合等の純資

産・収益・費用を当社の持

分割合に応じて計上して

おります。 

(3) － (3) － 

 

 

会計処理の変更 

第５期 

第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

第６期 

第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

―  当第３四半期会計期間から「固定資産

の減損に係る会計基準」（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成15年10月31日 企業会計基準

適用指針第６号）を適用しております。

なお、この変更による損益への影響はあ

りません。 

― 
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表示方法の変更 

第５期 

第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

第６期 

第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

― 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第97

号）が平成16年６月９日に公布され平成16年12月１日から適

用となること、及び「金融商品会計に関する実務指針」（会計

制度委員会報告第14号）が平成17年２月15日付で改正された

ことに伴い、前第３四半期会計期間において「営業出資金」

として表示しておりました投資事業組合への出資金を、「営

業投資有価証券」として表示する方法に変更いたしました。

なお、当第３四半期会計期間の営業投資有価証券に含まれる

当該出資の額は2,736,356千円であり、この変更による損益へ

の影響はありません。 

 

 

追加情報 

第５期 

第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

第６期 

第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

― ―  実務対応報告第12号「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上

の表示についての実務上の取扱い」（企

業会計基準委員会（平成16年２月13日））

が公表されたことに伴い、当期から同実

務対応報告に基づき、法人事業税の付加

価値割及び資本割13,136千円を販売費

及び一般管理費として処理しておりま

す。 

 

 当社は、役員報酬の一部をコンサルテ

ィングサービス売上原価に算入してお

りますが、コンサルティングサービス提

供に従事しないこととなった取締役の

役員報酬に関し、平成16年10月１日以

降、原価算入率を０％とし、全額を販売

費及び一般管理費として計上しており

ます。 
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(四半期貸借対照表関係) 

第５期 

第３四半期会計期間末 

(平成16年12月31日) 

第６期 

第３四半期会計期間末 

(平成17年12月31日) 

前事業年度末 

(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

49,546千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

60,110千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

52,857千円 

※２ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺の上、流動負債「その他」

に含めて表示しております。 

※２ 消費税等の取扱い 

同左 

※２ ― 

 

 

(四半期損益計算書関係) 

第５期 

第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

第６期 

第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 1,059千円

 
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 1,384千円

 
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 1,376千円

雑収入 43千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

新株発行費 55千円

 
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払手数料 23,066千円

新株発行費 14,036千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払手数料 3,200千円

新株発行費 144千円
 

※３ 特別損失のうち主要なもの 

支払手数料 1,250千円

前期損益修正損 770千円
 

※３ 特別損失のうち主要なもの 

役員退職慰労金 3,000千円

 
 

※３ 特別損失のうち主要なもの 

役員退職慰労金 8,000千円

 
 

４ 減価償却実施額 

有形固定資産 9,971千円

無形固定資産 136千円
 

４ 減価償却実施額 

有形固定資産 7,252千円

無形固定資産 61千円
 

４ 減価償却実施額 

有形固定資産 13,283千円

無形固定資産 182千円
 

 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

第５期 

第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

第６期 

第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

現金及び現金同等物の第３四半期末残

高と四半期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 1,038,660千円

現金及び 

現金同等物 
1,038,660千円

 

現金及び現金同等物の第３四半期末残

高と四半期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 6,199,642千円

現金及び 

現金同等物 
6,199,642千円

 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借

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 863,494千円

現金及び 

現金同等物 
863,494千円
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(リース取引関係) 

第５期 

第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

第６期 

第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

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 

（借主側） 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び第３四半期

末残高相当額 

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 

（借主側） 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び第３四半期

末残高相当額 

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 

（借主側） 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却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) 

第３四半
期末残高 
相当額 
(千円) 

器具備品 20,287 13,912 6,375 

ソフトウ
ェア 

6,590 5,417 1,173 

合計 26,878 19,329 7,548 
 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

第３四半
期末残高 
相当額 
(千円) 

器具備品 26,856 13,583 13,272 

ソフトウ
ェア 

3,406 3,179 227 

合計 30,262 16,762 13,500 
 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

器具備品 20,287 15,431 4,856 

ソフトウ
ェア 

6,590 5,746 844 

合計 26,878 21,177 5,700 
 

(2) 未経過リース料第３四半期末残高

相当額 

一年内 6,405千円

一年超 1,515千円

合計 7,921千円
 

(2) 未経過リース料第３四半期末残高

相当額 

一年内 6,299千円

一年超 7,333千円

合計 13,632千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

 

一年内 5,429千円

一年超 577千円

合計 6,006千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

支払リース料 5,978千円

減価償却費相当額 5,545千円

支払利息相当額 355千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

支払リース料 7,090千円

減価償却費相当額 6,700千円

支払利息相当額 217千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

支払リース料 7,971千円

減価償却費相当額 7,393千円

支払利息相当額 433千円
 

(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

額をゼロ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 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(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 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

第５期 第３四半期会計期間末（平成16年12月31日） 

 

１ 時価のあるその他有価証券 

 種類 
取得原価 

（千円） 

四半期貸借対照

表計上額（千円）

差額 

（千円） 

営業投資有価証券に属するもの    

株式 122,208 571,118 448,909 
貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

新株予約権 ― 551,980 551,980 

 合計 122,208 1,123,098 1,000,889 

 

２ 前第３四半期会計期間中に売却したその他有価証券（自 平成16年４月１日 至 平成16年12月31日） 

種類 売却額（千円） 
売却益の合計額 

（千円） 

売却損の合計額 

（千円） 

営業投資有価証券に属するもの 350,300 299,005 ― 

合計 350,300 299,005 ― 

 

３ 時価のないその他有価証券 

種類 
四半期貸借対照表計上額 

(千円) 

営業投資有価証券に属するもの  

  非上場株式（店頭登録株式を除く） 676,500 

  非上場債券 100,000 

  その他 400 

営業出資金に属するもの 1,844,574 

 

なお、前第３四半期会計期間（自 平成16年４月１日  至 平成16年12月31日）における子会社株式

及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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第６期 第３四半期会計期間末（平成17年12月31日） 

 

１ 時価のあるその他有価証券 

 種類 
取得原価 

（千円） 

四半期貸借対照

表計上額（千円）

差額 

（千円） 

営業投資有価証券に属するもの    

株式 236,646 444,836 208,189 

新株予約権 ― 989,465 989,465 

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

営業出資金 223,313 429,734 206,421 

営業投資有価証券に属するもの    貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 営業出資金 29,851 22,166 △7,684 

 合計 489,811 1,886,201 1,396,390 

(注) 新株予約権については、本源的価値により評価しております。また、すべて無償取得であるため、取得

原価は記載しておりません。 

 

２ 当第３四半期会計期間中に売却したその他有価証券（自 平成17年４月１日 至 平成17年12月31日） 

種類 売却額（千円） 
売却益の合計額 

（千円） 

売却損の合計額 

（千円） 

営業投資有価証券に属するもの    

株式 1,523,948 1,457,296 ―  

営業出資金 422,136 133,185 ―  

合計 1,946,084 1,590,482 ―  

 

３ 時価のないその他有価証券 

種類 
四半期貸借対照表計上額 

（千円） 

営業投資有価証券に属するもの  

  非上場株式 1,375,950 

  新株予約権等 400 

営業出資金 2,284,455 

 

なお、当第３四半期会計期間（自 平成17年４月１日  至 平成17年12月31日）における子会社株式

及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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前事業年度末(平成17年３月31日) 

 

１ 時価のあるその他有価証券 

 種類 
取得原価 

（千円） 

貸借対照表 

計上額（千円） 

差額 

（千円） 

営業投資有価証券に属するも

の 
   

株式 56,530 452,658 396,127 

新株予約権 ― 723,750 723,750 

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

営業出資金 29,549 58,403 28,854 

 合計 86,080 1,234,811 1,148,731 

(注) 新株予約権については、本源的価値により評価しております。また、すべて無償取得であるため、取得

原価は記載しておりません。 

 

２ 前事業年度中に売却したその他有価証券（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

種類 売却額（千円） 
売却益の合計額 

（千円） 

売却損の合計額 

（千円） 

営業投資有価証券に属するもの    

株式 602,188 484,953 ― 

社債 100,000 ― ― 

営業出資金 322,567 ― ― 

合計 1,024,755 484,953 ― 

 

３ 時価のないその他有価証券 

種類 
貸借対照表計上額 

(千円) 

営業投資有価証券に属するもの  

  非上場株式 746,800 

  新株予約権等 400 

営業出資金 1,918,155 

 

なお、前事業年度(自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日)における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。 
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(デリバティブ取引関係) 

第５期 

第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

第６期 

第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

当社はデリバティブ取引を全く利用し

ていないので、該当事項はありません。 

同左 同左 

 

 

(持分法損益等) 

第５期 

第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

第６期 

第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

当第３四半期会計期間において、他の会

社の議決権の100分の20以上、100分の50

以下を自己の計算において所有してい

るにも拘らず関連会社としていない当

該他の会社がありますが、当社の主たる

営業目的であるインキュベーション事

業のために取得したものであり、営業、

人事、資金その他の取引を通じて投資先

会社の支配を目的とするものではない

ため、該当事項はありません。 

同左 当期において、他の会社の議決権の100

分の20以上、100分の50以下を自己の計

算において所有しているにも拘らず関

連会社としていない当該他の会社があ

りますが、当社の主たる営業目的である

インキュベーション事業のために取得

したものであり、営業、人事、資金その

他の取引を通じて投資先会社の支配を

目的とするものではないため、該当事項

はありません。 
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(１株当たり情報) 

項目 

第５期 

第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

第６期 

第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 54,806円51銭 120,214円62銭 52,910円10銭 

１株当たり 

第３四半期(当期)純利益 
2,509円65銭 11,435円49銭 4,380円80銭 

潜在株式調整後１株当たり 

第３四半期(当期)純利益 
2,432円11銭  10,823円41銭 4,250円29銭 

 
 (注)１株当たり第３四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期(当期)純利益の 

算定上の基礎 

項目 

第５期 

第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

第６期 

第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

四半期損益計算書（損益計算

書）上の第３四半期(当期)純利

益(千円) 

212,907 969,214 371,632 

普通株式に係る 

第３四半期(当期)純利益(千円) 
212,907 969,214 371,632 

普通株主に帰属しない金額                ―                  ― ―  

普通株式の期中平均株式数 

(株) 
             84,835 84,755 84,832 

第３四半期(当期)純利益 

調整額 
               ―                  ― ―  

潜在株式調整後１株当たり 

第３四半期(当期)純利益の 

算定に用いられた普通株式増

加数の主要な内訳(株) 

   

 新株予約権 2,704 4,793 2,605 

普通株式増加数(株) 2,704 4,793 2,605 

希薄化効果を有しないため、 

潜在株式調整後１株当たり 

第３四半期(当期)純利益の 

算定に含まれなかった潜在株

式の概要 

新株予約権 

①株主総会の特別決議日 

  平成15年６月19日 

 

②新株予約権の数 

    800個 

 

― 

新株予約権 

①株主総会の特別決議日 

  平成15年６月19日 

  平成16年６月21日 

 ②新株予約権の数 

3,600個 
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(重要な後発事象) 

第５期 

第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

第６期 

第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

該当事項はありません。 同左 同左 

 
 

（その他） 

該当事項はありません。 

 

 

 （５）事業部門別売上高 

 「経営成績の進捗状況に関する定性的情報等」に記載しております。 

 


