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平成 19 年３月期  第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

                            平成 18 年７月 27 日 

上場会社名 株式会社いい生活 （コード番号：3796 東証マザーズ）

（ＵＲＬ http:// www.e-seikatsu.info ）   

問 合 せ 先      代表者役職・氏名 代表取締役社長 CEO 中村 清高 ＴＥＬ：（03）5423－7820        

            責任者役職・氏名 代表取締役副社長 CFO 塩川 拓行 
 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 会計監査人の関与 ： 有 

   四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等
に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」
に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
 
２．平成 19 年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成 18 年４月１日 ～ 平成 18 年６月 30 日） 
(1) 経営成績の進捗状況                       （注）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   ％

平成 19年３月期第 1四半期 279   ― △66   ― △65   ― △36   ―

平成 18年３月期第 1四半期 ―   ― ―   ― ―   ― ―   ―

(参考)18 年３月期 1,227    209    190     100    

 

 
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

平成 19年３月期第 1四半期 △556   28 ―   ―

平成 18年３月期第 1四半期 ―   ― ―   ―

(参考)18 年 3 月期 1,666   43 1,425   83

 (注)１ 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 

２ 平成 18 年３月期第１四半期については、四半期財務諸表を作成していないため、記載を省略し 

  ております。 

   
[経営成績の進捗状況に関する定性的情報] 

当第１四半期会計期間におけるわが国の経済は、企業収益の改善に伴い設備投資は増加しており、個人

消費も緩やかに増加しております。雇用情勢においては、厳しさが残るものの改善に広がりがみられ、輸

出、生産は緩やかに増加しております。また、先行きについては、企業部門の好調さが家計部門へ波及し

ており、国内民間需要に支えられた景気回復が続くと見込まれておりますが、原油価格の動向が内外経済

に与える影響等には依然留意する必要があると見られております。 

 インターネット関連市場・ＩＴ（情報技術）サービス産業においては、ＩＴ投資意欲が、引続き活発傾

向にあり、ＡＳＰ分野におきましても様々な商品がでてきており、全体的に好調傾向にあるとみられてお

ります。 

 こうした情勢のもと、当社は、当第一四半期会計期間において、下期以降の事業拡大に備えて、自社資

産となる社内の情報システム投資に注力する一方で、人材の採用を推進する等、先行投資を積極的に進め

てまいりました。また、不動産を営む企業を主な顧客として、ＡＳＰソリューション事業を展開し、特に

ＡＳＰサービス（ＡＳＰ運用業務）の拡販に重点をおき、顧客数の増大に注力してまいりました。 

 その結果、当第１四半期会計期間における業績は、売上高が279百万円、営業利益は△66百万円、経常

利益は△65百万円、四半期純利益は△36百万円となりました。 
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ＡＳＰソリューション事業の品目別概況は以下のとおりであります。 

品       目 売   上   高（百万円） 構 成 割 合（％）

ＡＳＰサービス 

（ＡＳＰ運用業務） 
    99 35.6 

アドヴァンストＡＳＰサービス 

（ＡＳＰ開発業務） 
    152 54.5 

ネットワーク・ソリューション      27 9.9 

合       計     279 100.0 

 

① ＡＳＰサービス（ＡＳＰ運用業務） 

ＡＳＰサービスにおいては、前期より引続き、標準型システム・アプリケーションである物件情報更

新管理システムの拡販に重点をおくと共に、株式会社センチュリー２１・ジャパンとの協業事業を通じ

て、取扱社数・店舗数の増加に注力した結果、売上高は 99 百万円となりました。 

 

② アドヴァンストＡＳＰサービス（ＡＳＰ開発業務） 

  アドヴァンストＡＳＰサービスにおいては、主にヤフー株式会社が運営する不動産情報サイトである

「Yahoo！不動産」への掲載登録を行う入稿センター業務が順調に稼動してきたこと等により、売上高 

は 152 百万円となりました。 

 

③ ネットワーク・ソリューション 

  ネットワーク・ソリューションにおいては、既存の受託運用サービス契約による売上が順調に推移い

たしました。その結果、売上高は 27 百万円となりました。 

 
 
(2) 財政状態の変動状況                       （注）百万円未満切捨 

 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

平成 19年３月期第 1四半期 1,518  1,339  88.2  20,301  14

平成 18年３月期第 1四半期 ―  ―  ―  ―  ―

(参考)18 年３月期 1,650  1,375  83.3  20,857  42

 
(3) キャッシュ・フローの状況                    （注）百万円未満切捨 

 
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

平成 19年３月期第 1四半期 △111  △51  ―   693  

平成 18年３月期第 1四半期 ―  ―  ―   ―  

(参考)18 年３月期 139  △370  903   856  

 

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等] 
 当第１四半期会計期間末の資産合計は、1,518 百万円（前事業年度末比 132 百万円減少）となりました。 

当第１四半期会計期間につきましては、下期の事業拡大に備えて、社内システム等の設備の整備及び人

材採用に注力してまいりました。 

その結果として、流動資産については、現金及び預金が 162 百万円減少、売掛金が 55 百万円減少した

こと等により、955 百万円（前事業年度末比 166 百万円減少）となりました。  

固定資産については、無形固定資産が 56 百万円増加、旧賃貸オフィスの敷金の償還に伴い敷金及び保

証金が 26 百万円減少したこと等により、562 百万円（前事業年度末比 34 百万円増加）となりました。  

流動負債については、前事業年度の法人税・住民税及び事業税の納付に伴い未払法人税等が 79 百万円

減少したこと等により、179 百万円（前事業年度末比 95 百万円減少）となりました。 
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資本については、四半期純利益を△36 百万円計上したことにより、1,339 百万円（前事業年度末比 36

百万円減少）となりました。 

 

＜キャッシュ・フロー計算書＞ 

 当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の第１四半期末残高は、

693 百万円と前事業年度末に比べて 162 百万円の減少となりました。  

 当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次の通りであります。 

 営業活動による資金の減少は、111 百万円となりました。主な収入は、売上債権の減少 54 百万円、減価

償却費 10 百万円等であり、主な支出は、法人税等の支払額 76 百万円、税引前第１四半期純利益△57 百万

円、未払消費税等の減少額 24 百万円等であります。 

 投資活動による資金の減少は、51 百万円となりました。支出の内訳は、有形・無形固定資産の取得によ

る支出 78 百万円であり、収入の内訳は、敷金・保証金の償還による収入 26 百万円等であります。  

 財務活動による資金の増減は、ありませんでした。 

 
 
３．平成 19 年 3 月期の業績予想（平成 18 年 4月 1日 ～ 平成 19 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

中  間  期  650   △50  △50  － － － － － －

通     期 1,750   250  140  － － － － － －

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）    2,122 円 56 銭 

 

[業績予想に関する定性的情報等] 

インターネットを利用して不動産の物件情報を検索する消費者の数は年々増加傾向にあり、不動産会社

においてもインターネットを利用して顧客を獲得するという営業形態が日常化しつつあります。今後、不

動産業を営む企業のＩＴ化はますます促進されるものと予想されます。 

 このような環境下、平成 19 年３月期については、平成 18 年５月 11 日付けの「平成 18 年３月期決算短

信」にて公表した業績予想からの変更はありません。本書提出日現在、顧客ベースの大幅な拡大を通した

売上高の拡大を図るための事業戦略である下期からのヤフー株式会社との協業による事業の準備も順調

に進んでおり、営業及び開発人員の増員・育成も順調に進んできております。本事業に係る複数のサービ

ス提供用システムの自社開発も予定どおり進んでおり、運用体制強化の為のシステムサポートの増員・育

成も順調にきております。 

なお、本事業戦略は、ある一定期間に各営業担当が獲得できる顧客数、単価及び活動可能な市場規模か

ら総合的に判断しており、獲得する顧客数及び単価が計画どおりに達成できない場合や協業事業の開始時

期等が計画どおりに進捗しなかった場合は、当社の業績予想に影響を与える可能性があります。      

  

＊本業績予想は、現在入手可能な情報から、当社の経営者の判断に基づき作成しております。したがい

まして、実際の業績は様々な要因により本業績予想とは異なる結果となり得ることもご承知おきください。 
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４．四半期財務諸表 

（1）四半期貸借対照表 

  
当第１四半期会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18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 

（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  693,984  856,863 

２．受取手形  3,802  3,480 

３．売掛金  174,531  229,665 

４．たな卸資産   9,407  4,985 

５．前払費用  31,679  18,261 

６．繰延税金資産  31,506  9,752 

７．未収入金  7,733  － 

８．未収消費税等  4,097  － 

９．その他  1,090  1,937 

10．貸倒引当金  △2,232  △2,797 

流動資産合計  955,601 62.9  1,122,149 68.0

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物附属設備  26,378 24,580  

減価償却累計額  1,367 25,011 412 24,168 

(2）工具器具及び備品  208,655 131,170  

減価償却累計額  83,028 125,626 78,219 52,950 

(3）建設仮勘定  －  68,687 

有形固定資産合計  150,638 9.9  145,806 8.8

２．無形固定資産    

(1）商標権  1,433  － 

(2）ソフトウェア  182,801  63,339 

(3）ソフトウェア仮勘定  105,078  169,924 

無形固定資産合計  289,313 19.1  233,264 14.1

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  4,500  4,500 

(2）敷金及び保証金  117,099  143,840 

(3）長期前払費用  925  1,000 

投資その他の資産合計  122,524 8.1  149,340 9.1

固定資産合計  562,475 37.1  528,411 32.0

資産合計  1,518,076 100.0  1,650,561 100.0
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当第１四半期会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18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 

（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１. 未払金  146,767  151,891 

２．未払法人税等  1,801  81,410 

３．未払消費税等   －  20,748 

４．前受金  18,203  18,127 

５．預り金  5,826  2,670 

６．賞与引当金  6,456  － 

流動負債合計  179,054 11.8  274,848 16.7

負債合計  179,054 11.8  274,848 16.7

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金  607,450 40.0  607,450 36.8

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金  697,218 697,218  

資本剰余金合計  697,218 45.9  697,218 42.2

Ⅲ 利益剰余金    

第1四半期当期未処分利

益 
 34,354 71,045  

利益剰余金合計  34,354 2.3  71,045 4.3

資本合計  1,339,022 88.2  1,375,713 83.3

負債・資本合計  1,518,076 100.0  1,650,561 100.0
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（2）四半期損益計算書 

  

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日   

至 平成18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 

（％） 

Ⅰ 売上高  279,340 100.0  1,227,202 100.0

Ⅱ 売上原価  223,544 80.0  718,371 58.5

売上総利益  55,795 20.0  508,830 41.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費  121,978 43.7  299,726 24.4

営業利益又は営業損失(△)  △66,182 △23.7  209,104 17.1

Ⅳ 営業外収益 ※１ 577 0.2  134 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※２ － －  19,036 1.6

経常利益又は経常損失(△)  △65,605 △23.5  190,202 15.5

Ⅵ 特別利益 ※３ 7,733 2.8  8,352 0.7

Ⅶ 特別損失 ※４ － －  27,514 2.2

税引前第１四半期純損失

（△）又は当期純利益 
 △57,871 △20.7  171,041 14.0

法人税、住民税及び事業税  572 77,013  

法人税等調整額  △21,753 △21,180 △7.6 △6,830 70,182 5.7

第１四半期純損失（△）又は

当期純利益 
 △36,690 △13.1  100,859 8.3

前期繰越利益又は前期繰越

損失（△） 
 71,045  △29,813 

第１四半期未処分利益又は

当期未処分利益 
 34,354  71,045 
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（3）四半期キャシュ・フロー計算書 

  

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

区分 
注記

番号
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１四半期純損失（△） 

又は当期純利益 
 △57,871 171,041 

減価償却費  10,568 34,627 

固定資産除却損  － 11,768 

固定資産受贈益  － △8,352 

受取損害賠償金  △7,733 － 

貸倒引当金の増加額又は減少額（△）  △565 1,644 

賞与引当金の増加額  6,456 － 

受取利息及び受取配当金  － △3 

新株発行費  － 5,297 

売上債権の増加額（△）又は減少額  54,888 △126,826 

たな卸資産の増加額（△）又は減少額  △4,421 17,586 

仕入債務の増加額又は減少額（△）  － △21,693 

未払消費税等の増加額又は減少額（△）  △24,846 15,886 

その他  △11,199 39,228 

小計  △34,724 140,203 

利息及び配当金の受取額  － 3 

法人税等の支払額  △76,747 △795 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △111,472 139,411 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △30,841 △63,557 

無形固定資産の取得による支出  △47,306 △192,322 

敷金・保証金の差入による支出  － △117,099 

敷金・保証金の償還による収入  26,741 2,894 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △51,406 △370,084 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

 株式の発行による収入  － 903,270 

財務活動によるキャッシュ・フロー  － 903,270 

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加額  △162,878 672,597 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  856,863 184,265 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末（期末）残高 ※１ 693,984 856,863 
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（4）注記事項等 

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 

項目 
当第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．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 

(1)有価証券 

  その他有価証券 

 時価のないもの 同左 

 移動平均法に基づく原価法  

  (2)たな卸資産  (2)たな卸資産 

 ①商品 ①商品 

 個別法による原価法 同左 

 ②仕掛品 ②仕掛品 

 個別法による原価法 同左 

２．固定資産の減価償却の

方法 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物附属設備   ８～15年 

工具器具及び備品 ４～10年 

 (1）有形固定資産 

同左 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 同左 

  但し、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。

（3）長期前払費用 

   定額法を採用しております。 

       償却期間 ５年 

 

 

 

 

（3）長期前払費用 

同左 

３．繰延資産の処理方法 

 

 新株発行費 

支出時に全額費用として処理しており

ます。 

 （追加情報） 

平成 18 年２月 16 日の有償一般募集に

よる新株発行(5,100 株)は、引受証券会社

が発行価額(102,000 円)以上で引受を行

い、これを引受価額(147,680 円)と異なる

発行価格(160,000 円)で一般投資家に販

売する、いわゆる「スプレッド方式」の

売買引受契約によっております。 

「従来の方式」では、引受証券会社に

対し引受手数料を支払うことになります

が、「スプレッド方式」では、発行価格

と引受価額との差額が事実上の引受手数

料となりますので引受証券会社に対する

引受手数料の支払いはありません。従っ

て、新株発行費には本発行に係る手数料

は含まれておりません。 
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項目 
当第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 

  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

別に回収不能見込額を計上しております。

同左 

 (2) 賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支払いに備えるた

め、支払見込額のうち、当第１四半期会計

期間に帰属する額を計上しております。 

 

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 

６．四半期キャッシュ・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、随時引き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

投資からなります。 

 

同左 

７．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 

消費税等の処理について 

消費税等の会計処理は税抜方式によって

おります。なお、仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ表示しております。 

消費税等の処理について 

消費税等の会計処理は税抜方式によっ

ております。 

 

 

 
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の変更 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 固定資産の減損に係る会計基準 

  当事業年度より、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」（企業会計基準適用

指針第6号平成15年10月31日）を適用しております。こ

れによる損益に与える影響はありません。 
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（四半期貸借対照表関係） 

 

（四半期損益計算書関係） 

 
（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 同左 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 営業外収益の内訳 

    雑収入              12千円 

貸倒引当金戻入益         565千円  

※１ 営業外収益の主なもの 

    雑収入              131千円 

受取利息               ３千円 

 

※２  

 

 

 

※３ 特別利益の内訳 

    受取損害賠償金         7,733千円 

 

 

※４   

  

 

 

 

 

５ 減価償却実施額 

      有形固定資産          5,763千円 

      無形固定資産          4,729千円 

※２  営業外費用の内訳 

    上場関連費用          13,739千円 

    新株発行費            5,297千円 

  

※３ 特別利益の内訳 

    固定資産受贈益        

     建物附属設備         8,352千円 

 

※４ 特別損失の内訳 

    固定資産除却損 

建物附属設備         11,004千円 

工具器具及び備品          763千円 

     オフィス移転費用        15,745千円 

  

５ 減価償却実施額 

      有形固定資産          19,862千円 

      無形固定資産          14,464千円 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の第１四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

※１ 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 

（平成18年６月30日現在）              （平成18年３月31日現在）
 

現金及び預金勘定 693,984千円

現金及び現金同等物 693,984千円

 
現金及び預金勘定 856,863千円

現金及び現金同等物 856,863千円
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（リース取引関係） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

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第１四半期末残

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）

第１四半
期末残高
相当額 
（千円）

工具器具及び備品 49,061 18,663 30,398

合計 49,061 18,663 30,398

  

 

 
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）

工具器具及び備品 49,061 16,068 32,992

合計 49,061 16,068 32,992

  
(2）未経過リース料第１四半期末残高相当額等 

  未経過リース料第１四半期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

 未経過リース料期末残高相当額 

   
 

１年内 10,363千円

１年超 21,377千円

合計 31,740千円
  

 
１年内 10,218千円

１年超 24,022千円

合計 34,241千円
  

(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 2,957千円

減価償却費相当額 2,594千円

支払利息相当額 456千円
  

 
支払リース料 11,829千円

減価償却費相当額 10,378千円

支払利息相当額 2,169千円
  

(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 

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。 

 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。

 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。

 
  

 
（有価証券関係） 

当第１四半期会計期間末 
（平成 18 年６月 30 日） 

前事業年度末 
（平成 18 年３月 31 日） 

時価評価されていない主な有価証券の内容及び四半期貸

借対照表計上額 

時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照

表計上額 

その他有価証券 その他有価証券 

非上場株式             4,500千円 非上場株式             4,500千円 
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（デリバティブ取引関係） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんの

で該当事項はありません。 

同左 

 
（持分法損益等） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 同左 

 
（１株当たり情報） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    
１株当たり純資産額 20,301円14銭

１株当たり当期純損失金額 △556円28銭

 

    
１株当たり純資産額 20,857円42銭

１株当たり当期純利益金額 1,666円43銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 

1,425円83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１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。 

 

当社は、平成 17 年 12 月 29 日付で普通株式１株を３

株の割合で分割しております。当該株式分割が前期首に

行われたと仮定した場合の前期の１株当たり情報につ

いては、それぞれ以下のとおりとなります。 

  

 

１株当たり純資産額 6,367円10銭

１株当たり当期純利益金額 1,416円86銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 
－円－銭
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（注）１株当たり第 1 四半期純損失金額又は当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第 1 四半期純損失金

額又は当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第１四半期純損失（△）又は当期純

利益（千円） 
△36,690 100,859 

普通株主に帰属しない金額 

（千円） 
－ － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） 

普通株式に係る第１四半期純損失
（△）又は当期純利益（千円） 

△36,690 100,859 

期中平均株式数（株） 65,958 60,524 

潜在株式調整後１株当たり第１四半

期純損失（△）又は当期純利益（千

円） 

  

当期純利益調整額（千円）                         － － 

普通株式増加数（数）              － 10,213 

（うち新株予約権分）                     （－） （10,213） 

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１四半期純損

失又は当期純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

新株予約権 

株主総会の特別決議 
平成14年6月25日 
（新株予約権 298個  5,364株）
平成15年6月24日 
（新株予約権 113個  2,034株）
平成16年6月29日 
（新株予約権  96個     288株）
平成17年6月28日 
（新株予約権 940個    2,820株）
平成17年6月28日 
（新株予約権 500個    1,500株）

 

 

 

 
（重要な後発事象） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 同左 

 


