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大阪証券取引所ヘラクレス市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 
 
 当社は、本日、平成 18 年 12 月 13 日に大阪証券取引所ヘラクレス市場に上場いたしまし

た。今後とも、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。 

以上 
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平成 19 年３月期      中間決算短信（連結）           平成 18年 12 月 13 日 

上 場 会 社 名        株式会社アドバンテッジリスクマネジメント  上場取引所    大阪証券取引所ヘラクレス市場 
コ ー ド 番 号         ８７６９                                  本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.armg.jp  ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長    氏名 鳥越 慎二 
問合せ先責任者 役職名 企画・管理担当取締役 氏名 菅野 潤   ＴＥＬ (03)5794－3800 
決算取締役会開催日 平成 18年 12 月 13 日 
米国会計基準採用の有無  無 
 
１． 19 年３月中間期の連結業績（平成 18年４月１日～平成 18年９月 30日） 
(1) 連結経営成績                                    （百万円未満切捨） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 
19 年３月中間期 
18 年３月中間期 

916    － 
－    － 

101    － 
－    － 

79     － 
－     － 

18 年３月期 1,629   47.1 93    － 73     － 
 

 中間(当期)純利益 
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 

 百万円    ％ 円  銭 円  銭 
19 年３月中間期 
18 年３月中間期 

42     － 
－    － 

309  00 
－  － 

－  － 
－  － 

18 年３月期 44    － 334  17 －  － 
(注)①18 年３月中間期については、中間連結財務諸表を作成しておりませんので記載を省略しております。 

  ②持分法投資損益    19 年３月中間期   △16 百万円 18 年３月中間期    － 百万円 18 年３月期   △1 百万円 
    ③期中平均株式数(連結) 19 年３月中間期    137,742 株 18 年３月中間期      － 株 18 年３月期   132,080 株 

    ④会計処理の方法の変更   無 

    ⑤売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年同期比増減率であります。なお、平成

19 年３月中間期より中間連結財務諸表の作成しておりますので、平成 19 年３月中間期おける対前年同期比増減率の記載を省

略しております。また、平成 18 年３月期における営業利益、経常利益、当期純利益につきましては、17 年３月期が営業損失、

経常損失、当期純損失であったため、対前年同期比増減率の記載を省略しております。 
 
(2)連結財政状態                                 （百万円未満切捨） 
 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 

19 年３月中間期 
18 年３月中間期 

1,621 
－ 

435 
－ 

23.7 
－ 

2,787  37 
－  － 

18 年３月期 1,744 351 20.1 2,551  74 
(注)期末発行済株式数（連結）19 年３月中間期   137,742 株     18 年３月中間期     － 株      18 年３月期  137,742 株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況                             （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 

19 年３月中間期 
18 年３月中間期 

124 
－ 

△77 
－ 

△114 
－ 

228 
－ 

18 年３月期 174 △252 △262 295 
 
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
   連結子会社数  ２社  持分法適用非連結子会社数  －社  持分法適用関連会社数  １社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
   連結 (新規)   －社 (除外)   －社    持分法 (新規)   －社 (除外)   －社 
 
２．19年３月期の連結業績予想（平成 18年４月１日～平成 19年３月 31日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通   期 2,006 165 108 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  709 円 40 銭 
(注) 1 株当たり予想当期純利益（通期）につきましては、公募予定株数(14,500 株)を含めた予定期末発行済株式数 152,242 株により

算出しております。 
※ 上記の予想は、現時点において入手可能な情報に基づき作成されたものです。実際の業績は、今後様々な要因により、予想値と

異なる結果となる可能性があります。 



１．企業集団の状況 
当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社（㈱アドバンテッジリスクマネジメント）、子会社２

社（㈱アドバンテッジインシュアランスサービス、㈱アイ・ビー・コーポレーション）および関連会社１社（㈱

エフバランス）により構成されております。 
当社グループは「人が安心して働ける環境を創る」ことを事業目的として、「長期間働けなくなるリスク（就

業不能）」に対して、予防から補償、アフターケアまで一貫したサービスを提供するメンタルへルスケア事業

と就業障害者支援事業を、「個人の抱えるリスク」に対して、保障を一元管理し、より良い保障に見直すサー

ビスを提供するパーソナルリスク事業を、「企業（個人が働く場）の抱えるリスク」に対して、企業のリスク

対策となる各種保険スキーム・商品を提供するビジネスリスク事業を、主な事業として取組んでおります。 
当社グループの各事業内容の相関は下記のとおりです。 

 

各事業内容の相関

パーソナルリスク事業

就業不能

経済的支援経済的支援

リスクファイナンシングリスクファイナンシング

予防・早期発見予防・早期発見

リスクコントロールリスクコントロール

事後対応事後対応

アフターケアアフターケア

死亡

医療

老後

損害

人
が
抱
え
る
リ
ス
ク
の
種
類

企業が抱える
リスク

ビジネスリスク事業

メンタルヘルスケア
事業

LTD保険関連事業就業障害者支援事業

長期間働けなくなる
リスクを一貫して

サポート

個人の保険を一元
管理し、改善を

サポート

企業のリスク対策
を保険でカバー

各事業内容の相関

パーソナルリスク事業

就業不能

経済的支援経済的支援

リスクファイナンシングリスクファイナンシング

予防・早期発見予防・早期発見

リスクコントロールリスクコントロール

事後対応事後対応

アフターケアアフターケア

死亡

医療

老後

損害

人
が
抱
え
る
リ
ス
ク
の
種
類

企業が抱える
リスク

ビジネスリスク事業

メンタルヘルスケア
事業

LTD保険関連事業就業障害者支援事業

長期間働けなくなる
リスクを一貫して

サポート

個人の保険を一元
管理し、改善を

サポート

企業のリスク対策
を保険でカバー

パーソナルリスク事業

就業不能

経済的支援経済的支援

リスクファイナンシングリスクファイナンシング

予防・早期発見予防・早期発見

リスクコントロールリスクコントロール

事後対応事後対応

アフターケアアフターケア

死亡

医療

老後

損害

人
が
抱
え
る
リ
ス
ク
の
種
類

企業が抱える
リスク

ビジネスリスク事業

メンタルヘルスケア
事業

LTD保険関連事業就業障害者支援事業

長期間働けなくなる
リスクを一貫して

サポート

個人の保険を一元
管理し、改善を

サポート

企業のリスク対策
を保険でカバー

また、当社および当社の関係会社の、当社グループの事業における位置付け、および事業の種類別セグメント

との関連は、次のとおりであります。 

㈱アドバンテッジリスクマネジメント
（予防/アフターケア）

㈱アドバンテッジリスクマネジメント
（予防/アフターケア）

メンタルへル
スケア事業

メンタルへル
スケア事業

就業障害者
支援事業

（付帯サービ
ス）

就業障害者
支援事業

（付帯サービ
ス）

㈱アドバンテッジインシュアランスサービス
（保険代理店）

㈱アドバンテッジインシュアランスサービス
（保険代理店）

就業障害者
支援事業

（ＧＬＴＤ販売）

就業障害者
支援事業

（ＧＬＴＤ販売）

ビジネス
リスク事業

ビジネス
リスク事業

㈱アイ・ビー・コーポレーション
（事務アウトソース）

㈱アイ・ビー・コーポレーション
（事務アウトソース）

就業障害者
支援事業
（保険事務

アウトソース）

就業障害者
支援事業
（保険事務

アウトソース）

100%保有連結子会社 66%保有連結子会社

パーソナル
リスク事業

パーソナル
リスク事業

・代理店としての登録、募集人の登録が必要
・規模等により保険会社からの手数料率が変化
・保険事務の共通化による効率化
　→機能として集約することのメリットが大きい

・代理店との情報の遮断が必要
・別組織として、グループに参画
　→別組織のまま、存続

・本社機能を保有
・新規サービスの開発・提供
　（メンタルヘルスケア/リカバリ・キャリアサポート）

・代理店との情報の遮断（リカバリサービス）

㈱エフバランス
（店舗）

㈱エフバランス
（店舗）

パーソナル
リスク事業

パーソナル
リスク事業

・㈱オーエムシーカードとの共同出資会社

40%保有持分法適用関連会社

グループ各社と事業の種類別セグメントとの関連

㈱アドバンテッジリスクマネジメント
（予防/アフターケア）

㈱アドバンテッジリスクマネジメント
（予防/アフターケア）

メンタルへル
スケア事業

メンタルへル
スケア事業

就業障害者
支援事業

（付帯サービ
ス）

就業障害者
支援事業

（付帯サービ
ス）

㈱アドバンテッジインシュアランスサービス
（保険代理店）

㈱アドバンテッジインシュアランスサービス
（保険代理店）

就業障害者
支援事業

（ＧＬＴＤ販売）

就業障害者
支援事業

（ＧＬＴＤ販売）

ビジネス
リスク事業

ビジネス
リスク事業

㈱アイ・ビー・コーポレーション
（事務アウトソース）

㈱アイ・ビー・コーポレーション
（事務アウトソース）

就業障害者
支援事業
（保険事務

アウトソース）

就業障害者
支援事業
（保険事務

アウトソース）

100%保有連結子会社 66%保有連結子会社

パーソナル
リスク事業

パーソナル
リスク事業

・代理店としての登録、募集人の登録が必要
・規模等により保険会社からの手数料率が変化
・保険事務の共通化による効率化
　→機能として集約することのメリットが大きい

・代理店との情報の遮断が必要
・別組織として、グループに参画
　→別組織のまま、存続

・本社機能を保有
・新規サービスの開発・提供
　（メンタルヘルスケア/リカバリ・キャリアサポート）

・代理店との情報の遮断（リカバリサービス）

㈱エフバランス
（店舗）

㈱エフバランス
（店舗）

パーソナル
リスク事業

パーソナル
リスク事業

・㈱オーエムシーカードとの共同出資会社

40%保有持分法適用関連会社

㈱アドバンテッジリスクマネジメント
（予防/アフターケア）

㈱アドバンテッジリスクマネジメント
（予防/アフターケア）

メンタルへル
スケア事業

メンタルへル
スケア事業

就業障害者
支援事業

（付帯サービ
ス）

就業障害者
支援事業

（付帯サービ
ス）

㈱アドバンテッジインシュアランスサービス
（保険代理店）

㈱アドバンテッジインシュアランスサービス
（保険代理店）

就業障害者
支援事業

（ＧＬＴＤ販売）

就業障害者
支援事業

（ＧＬＴＤ販売）

ビジネス
リスク事業

ビジネス
リスク事業

㈱アイ・ビー・コーポレーション
（事務アウトソース）

㈱アイ・ビー・コーポレーション
（事務アウトソース）

就業障害者
支援事業
（保険事務

アウトソース）

就業障害者
支援事業
（保険事務

アウトソース）

100%保有連結子会社 66%保有連結子会社

パーソナル
リスク事業

パーソナル
リスク事業

・代理店としての登録、募集人の登録が必要
・規模等により保険会社からの手数料率が変化
・保険事務の共通化による効率化
　→機能として集約することのメリットが大きい

・代理店との情報の遮断が必要
・別組織として、グループに参画
　→別組織のまま、存続

・本社機能を保有
・新規サービスの開発・提供
　（メンタルヘルスケア/リカバリ・キャリアサポート）

・代理店との情報の遮断（リカバリサービス）

㈱エフバランス
（店舗）

㈱エフバランス
（店舗）

パーソナル
リスク事業

パーソナル
リスク事業

・㈱オーエムシーカードとの共同出資会社

40%保有持分法適用関連会社

グループ各社と事業の種類別セグメントとの関連
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２．経営方針 
(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは、「人が安心して働ける環境を創る」ことを目指し、事業展開を行なっております。事業展

開を進めるにあたっては3つの点を重視しております。 

第一に、お客様の視点に立った本当の意味で付加価値のあるリスクマネジメント商品・サービスを提供して

いきます。これまで、保険を中心としたリスクマネジメントの領域では、メーカー・サービス提供者主導のも

と、必ずしもお客様中心ではない考え方が一般的でした。提供者側の論理にとらわれず、お客様の本当のニー

ズに根ざした、本当の意味での付加価値を提供することが我々の原点と考えます。 

第二に、一部の人だけでなく、様々な環境や状況に置かれた多くの人に商品・サービスをお届けします。 

どんなに優れた商品・サービスであったとしても、それが一部の人にしか利用されないのでは、人が安心して

働ける環境を創ったとは言えないと考えます。様々なアプローチ方法を活用し、多くの方に商品・サービスを

お届けすることが我々の使命と考えます。 

第三に、長期間に渡って、安定的に商品・サービスを提供できる事業体制を構築します。どんなに良いサー

ビスでも、長期に渡って、安定的にお客様に提供しつづけられなければ意味はないと考えます。サービス対価

として相応の収益を得て、それを安定した事業体制構築に充当し、結果としてお客様、従業員、株主等すべて

のステークホルダーにとってメリットを提供しつづけることが重要と考えます。 

以上の3点を踏まえた上で、「人が安心して働ける環境」の実現に向けて、事業展開を行なってまいります。 

 

(2) 会社の利益分配に関する基本方針 

当社は、新規事業の展開のほか、既存の事業分野においてもＭ＆Ａ等に多額の資金を必要とするものであり、

順調に展開できた場合、当分の間旺盛な資金需要が続くことになります。 

株主への利益還元は十分考慮のうえ経営を推進するものではありますが、何よりも重要なことは当社が持続

的に成長発展を続けることであると認識しております。 

今後も事業展開に必要な資金の確保を優先的事項として捉え、当分の間、配当は実施しない方針であります。 

 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、投資家層の拡大と株式の流動性の向上が資本政策上重要な課題と認識しております。今後の投資単

位の引き下げに関しましては、市場環境の動向や株式の需給状況を勘案して、慎重に検討してまいります。 

 

(4) 目標とする経営指標 

当社グループでは、各事業において提供している各種サービスを多くの方に提供し、かつ、長期にわたって

提供することを基本方針とし、当面の間事業規模の拡大と収益性の向上が重要な課題と認識しております。従

いまして、連結売上高と連結売上高経常利益率を重要な経営指標として位置付け、当該指標の向上に努めたい

と考えております。 

 

(5) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

 当社グループは、「人が安心して働ける環境を創る」ことを目的として、拡大するビジネスチャンスに積極

的に取組むとともに、経営環境の変化に機敏に対応すべく、経営管理体制の向上を図りつつ、事業展開をして

まいります。 

第一に、現在取組んでいる就業障害者支援事業、メンタルへルスケア事業、パーソナルリスク事業は今後も

市場が拡大することが予想されるため、積極的に投資を行い競合他社との差別化をより一段と強めるとともに、

市場の拡大を上回るスピードでの成長を目指します。 

第二に、事業の拡大を支えるための経営管理体制および適切な事業運営を支えるための内部統制体制を整備

するとともに、事業運営を担うマネジメント層の育成を図ります。 

第三に、業務提携やＭ＆Ａを積極的に行い、既存事業の強化を図るとともに、既存事業の周辺分野への展開

を図ります。また、既存事業とシナジーの高い事業やサービスの新規事業化も積極的に行います。 

 当社グループは、人が安心して働ける環境を創るために、今後も更なる事業展開をしていく所存であります。 

 各事業の当面の重点取組課題は以下のとおりです。 
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１） 就業障害者支援事業 

就業障害者支援事業で展開している各サービスは、競合他社との差別性を意識した開発を行っておりま

すが、現在の市場規模はまだ限られており、今後拡大する市場の中で差別性を確保しつつ、シェアを拡大

していくことが重要な課題と考えております。 

(ア) 団体長期障害所得補償保険（以下ＧＬＴＤという）販売 

① 保険会社との連携強化 

この商品に積極的に注力している保険会社との連携をより強め、顧客開拓および保険のオペレーシ

ョンにおいて、一体化した対応が可能な体制作りに取組んでまいります。 

② 中小・零細企業マーケット（従業員数300名未満の企業）参入のための基盤づくり 

潜在的に大企業・中堅企業マーケット（従業員数300名以上の企業）と同程度の市場規模が見込

まれる中小・零細企業マーケット参入のため、同マーケット向けの商品開発、マーケットホルダー

との提携に取組んでまいります。 

③ 新たな優位性の確立 

ＧＬＴＤの普及が進むことによって、これまでの実績や知識面での優位性が相対的に低下してい

くことが考えられるため、新たな優位性の確立に取組んでまいります。 

(イ) 保険事務アウトソース 

① 販売面で協力関係にある保険会社との連携強化 

顧客企業におけるＧＬＴＤの導入から導入後の事務まで、ＧＬＴＤに付随するサービスの一貫提

供のため、販売面で協力関係にある保険会社との連携を強化することに取組んでまいります。 

② 保険会社および導入団体向けのサービス強化 

ＧＬＴＤ導入後の継続的かつ効率的なサービス提供のため、事務アウトソースの対象範囲を広げ

るとともに、保険会社、導入団体の事務効率化につながるサービスの開発、提供に取組んでまいり

ます。 

(ウ) 付帯サービス 

① 販売面で協力関係にある保険会社との連携強化 

ＧＬＴＤ導入企業に対し、就業不能時の金銭的支援から復職まで一貫したサービスを提供するた

め、販売面で協力関係にある保険会社との連携を強化することに取組んでまいります。 

② サービスレベルの平準化 

現在のサービスでは利用頻度が少ない場合や特定の企業に利用が偏ることがあるため、顧客が常

に利用するサービスの開発をするとともに、企業担当者および休職者双方にメリットのあるサービ

スの開発を行ってまいります。 

 

２） メンタルヘルスケア事業 

メンタルヘルスケア事業で展開している「アドバンテッジＥＡＰ（Employee Assistance Programの略）」

は、主に精神疾患による就業不能発生の予防のための施策として、当社が東京海上日動メディカルサービ

ス㈱と共同開発したサービスであります。競合他社との差別性を意識した開発を行っておりますが、現在

の市場規模はまだ限られており、今後拡大する市場の中でさらなる差別性を確保しつつ、シェアを拡大し

ていくことが重要な課題と考えております。 

(ア) 大企業・中堅企業マーケット（従業員数300名以上の企業）の開拓 

企業のメンタルヘルスケアへの意識の高まりによる提案先の増加に対応すべく、営業の人員を増強す

るとともに、外部チャネル活用の促進や代理店制度により、積極的な営業展開を図ってまいります。 

(イ) 中小・零細企業向け商品の開発 

今後普及が見込まれる中小企業に対して、現在のアドバンテッジＥＡＰのコンセプトを維持しつつ、

より簡易に利用が可能なサービスの開発を行ってまいります。 

(ウ) 効率的なオペレーション体制の構築 

導入企業数、対象従業員数の拡大に伴う課題として、効率的な販売体制、オペレーション体制の構築

とサービスレベルの維持に取組んでまいります。 
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３） パーソナルリスク事業 

今後の成長が見込まれる店舗・リテールチャネルでは後発であるため、先行する競合に比べて早急に優

位性を確立することが求められます。また、提供商品の幅を広げるとともに、ファイナンシャルプランニ

ングサービスとの連携を強化することにより、競争力強化を図ることが重要な課題と考えております。 

(ア) サービス 

① 「ｍｙ保険手帳」の改良 

ｍｙ保険手帳を活用した、保険の見直し、管理サービスの確立およびｍｙ保険手帳の改良に取

組んでまいります。 

② 取扱商品の拡大 

従来の保険代理店としての業務を行うだけでは不十分なため、取扱金融商品の拡大や店舗専用商

品を検討していきます。 

(イ) チャネル 

（1） 職域/通販 

① コールセンター機能の強化 

現在のオペレーションを見直し、システム投資や人材への投資を行い、コールセンターとしての

機能充実に努めてまいります。 

② ＦＰサービス提供体制の構築 

企業の職域を通じて保険加入している個人顧客に対し、ｍｙ保険手帳の機能を活用した、保険の

見直し、加入している保険の管理サービス提供のための体制構築に取組んでまいります。 

（2） ＦＰネットワーク 

独自のネットワーク開拓とあわせて、既に組織化されている企業・団体との提携やＭ＆Ａにより、

ＦＰの組織化を推進いたします。 

（3） 店舗 

ダイエー内出店店舗の早期の黒字化とマニュアルや教育体系の整備により店舗オペレーション

の確立に取組んでまいります。 

（4） その他 

サービス提供の対象範囲拡大のため、住宅関連企業や出産・育児関連企業など、保険の見直しに

繋がるライフイベントに関連するマーケットホルダーとの提携関係構築に取組んでまいります。 

 

４） ビジネスリスク事業 

当該事業においては、マーケットが飽和しており、また、競争も激しいことから、新規の契約を獲得す

ることおよび既存顧客からの手数料収入を維持することが課題となっております。ビジネス環境が大きく

変わり新たなリスクが次々と発生する中で、保険会社により多様な商品が開発されていることから、今後

も様々な保険スキームの提案、取引信用保険・役員生命保険および会社役員賠償責任保険等多様な商品の

展開に挑戦してまいります。 

 

(6) 親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 
(7) その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 
(1) 経営成績 

当中間連結会計期間における我が国経済は、日銀の量的金融緩和政策の解除による金利上昇や原油高を中心

とした素材価格の高騰など、先行き不透明感が懸念される状況にありましたが、前期に引き続き企業収益の改

善に伴い、雇用環境や個人消費に改善が見られるなど、緩やかであるものの概ね景気は回復基調で推移いたし

ました。 

また、当社グループと密接に関係する保険業界におきましては、堅調な景気動向を背景に、保険料収入の増

加や配当利回りの好転など、増収基調になっております。しかしながら、保険会社の保険金不払に関する問題

により、保険会社に対する取扱業務の停止などの処分がございました。保険金の支払は保険会社の判断に基づ

き実施されるものであるため、保険金の不払に関する問題による当社グループへの直接的な影響はないと考え

ておりますが、より一層顧客の立場にたった上で、コンプライアンスの徹底を図る所存であります。また、特

定の保険会社の取扱業務停止に関しても、当社は乗合保険会社を多数有しておりますので、当社グループへの

重要な影響はないものと考えております。メンタルヘルスケア事業につきましては、うつを中心とした心の健

康問題に対する社会的な認知の広がりにより、導入を検討している企業が増加し、マーケットは堅調に推移し

ているものと考えております。 

 このような環境の中、当社グループは、「人が安心して働ける環境を創る」という経営理念に基づき、保険

会社との共同プロジェクトに基づいたＧＬＴＤの販売や精神的な疾患が原因で働けなくなるリスクを軽減す

るサービスのアドバンテッジＥＡＰの販売等積極的な取組みを実施いたしました。 

その結果、売上高は916百万円、営業利益101百万円、経常利益79百万円、中間純利益42百万円となりま

した。 

 

なお、当中間連結会計期間が中間連結財務諸表作成初年度であるため、前年同期との比較分析は行っており

ません。（以下「キャッシュ・フローの状況」において同じ。） 

 

 各事業別の概況は次のとおりです。 

 

（就業障害者支援事業） 

 ＧＬＴＤの新規顧客に対する販売につきましては、前期に引き続き保険会社との共同プロジェクトにより、

新規顧客の開拓を進めてまいりました。その結果、当中間連結会計期間におきましては、全員加入のＧＬＴＤ

は新規で26団体に導入され、任意加入のＧＬＴＤは新規で14団体に導入されました。また、ＧＬＴＤの既存

顧客に関しましては、前期同様既存顧客に対するサービス向上への取組みが重要となっております。このよう

な状況の中、既存顧客を対象としたクラブアドバンテッジセミナーを開催し、復職支援サービスの利用促進を

図るための情報提供を実施するなど、サービス向上に努めました。その結果、当中間連結会計期間におきまし

ては、全員加入のＧＬＴＤの更改率が93.2％になり、任意加入のＧＬＴＤの更改率が90.6％となりました。

以上により、平成18年９月末現在で、全員加入のＧＬＴＤの導入団体数が118団体、任意加入のＧＬＴＤの

導入団体数が112団体となりました。 

 保険事務アウトソースにつきましては、多様な保険事務に関するニーズに対応できるような新規のシステム

投資を前期に引き続き継続的に実施しております。また、４月開始のＧＬＴＤの取扱保険料が増加したこと等

により、取扱保険料が平成18年９月末現在で約44億円となり、順調に推移しております。 

 復職支援サービス及び障害者キャリアサポートサービスにつきましては、従来首都圏と関西圏を中心に実施

していた障害者キャリアサポートサービスに関するセミナーを地方都市において開催し、地方都市での事業展

開を開始いたしました。また、長期休職者の管理・復職支援を実施する新サービスとして「Ｃｏｍｐａｓｓ」

の提供や長期休職者の円滑な復職を支援する復職支援コーディネータ派遣サービスの提供を開始するなど、就

業障害者支援の新サービスを開始しております。 

この結果、就業障害者支援事業の売上高は401百万円、営業利益は88百万円となりました。 

  

（メンタルヘルスケア事業） 

 精神的な疾患が原因で働けなくなるリスクを軽減するサービスのアドバンテッジＥＡＰにつきましては、前
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期に引き続き、メンタルヘルスケアに関する社会的な関心の広がりにより、従来のＩＴ関連企業および外資系

企業のみならず、製造業やサービス業など多様な企業への導入が進んでおります。当中間連結会計期間におき

ましては、13団体において新規に導入され、平成18年９月末現在で35団体に対してアドバンテッジＥＡＰ

の導入がなされております。 

 この結果、メンタルヘルスケア事業の売上高は111百万円、営業利益は39百万円となりました。 

 

（パーソナルリスク事業） 

 当該事業において販売している個人を対象とした保険につきましては、加入状況がほぼ飽和状態にあり、個

別の商品の販売を実施することにより売上を大幅に増加させる余地は少なくなっております。しかしながら、

個人が加入している保険の見直しのニーズは高く、ファイナンシャルプランニングに関連するサービスの市場

は拡大していくものと考えております。そこで、従来保険の募集が行われていなかった職域についても募集を

行うなど積極的に保険の販売を実施いたしました。また、独立ＦＰをネットワーク化し、ファイナンシャルプ

ランニングに関するサービス提供を行うＦＰネットワークについては、当中間連結会計期間がほぼ立ち上げ期

に該当いたしますが、同ネットワークに約50名の登録がなされております。 

 この結果、パーソナルリスク事業の売上高は310百万円、営業利益は161百万円となりました。 

 なお、個人に対する保険販売のチャネル多様化の一貫として、前期に㈱オーエムシーカードと共同で設立し

た当社の持分法適用会社である㈱エフバランスにおきましては、平成18年３月に来店型保険ショップ「おま

かせ保険屋さん」をダイエーの碑文谷店・東戸塚店・新松戸店に出店し、平成18年７月にはダイエーの金沢

八景店・南行徳店に出店いたしました。その結果、平成18年９月末現在では５店舗の出店を行っております。 

 

（ビジネスリスク事業） 

 当該事業におきましては、マーケットが成熟し、競争も激しいことから、前期同様に新規の契約を獲得する

ことや既存顧客に対する手数料収入を維持することが重要な課題となっており、様々な保険スキームの提案や

取引信用保険等の多様な商品の展開等顧客ニーズに対応したサービス提供を行ってまいりました。 

 この結果、ビジネスリスク事業の売上高は93百万円、営業利益は15百万円となりました。 

 

(2) 財政状態 

① 資産、負債及び資本の状況 

当中間連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末より 123 百万円減少し、1,621 百万円となりま

した。流動資産は 106 百万円減少し、911 百万円となりました。これは主に、契約者からの保険料の

入金条件等により、保険会社の所有物である契約者から領収した保険料にあたる保険代理店勘定が

減少したことによるものです。固定資産は 16 百万円減少し、710 百万円となりました。これは主に、

保有株式の市場価格の下落及び持分法による投資損失の計上等による投資有価証券残高の減少によ

るものです。 

当中間連結会計年度末の負債は前連結会計年度末より 153 百万円減少し、1,186 百万円となりまし

た。流動負債は 55 百万円減少し、917 百万円となりました。これは主に、契約者からの保険料の入

金条件等により、保険会社の所有物である契約者から領収した保険料にあたる保険料預り金が減少

したことによるものです。固定負債は 98 百万円減少し、268 百万円となりました。これは主に、借

入れの返済により、長期借入金が減少したことによるものです。 

当中間連結会計年度末の純資産は前連結会計年度末の資本の部と少数株主持分の合計と比較して

30 百万円増加し、435 百万円となりました。これは主に、当中間連結会計期間の経営成績の結果に

よる利益剰余金の増加によるものです。 

なお、保険会社に帰属する保険料で当社の口座に残高のあるものについては、保険代理店勘定及び保険預り

金として対照勘定処理を行っております。これらを除いた場合の自己資本比率は29.0％となります。 

 

② 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。）は前連結会計年度末より66百万

円減少し、228百万円となりました。 
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 当中間連結会計期間における各キャッシュ･フローの状況とその要因は次のとおりです。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は124百万円となりました。 

 これは主に、営業活動が順調に推移したことにより税金等調整前中間純利益が79百万円となったことや、

減価償却費24百万円、のれん償却51百万円、売上債権の増加額68百万円、その他の負債の増加額29百万円

を反映したものです。 

 

（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77百万円となりました。 

 これは主に、就業障害者支援事業での設備投資等により無形固定資産の取得による支出が76百万円となっ

たことによるものです。 

 

（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114百万円となりました。 

 これは、借入れの返済により、長期借入金の返済による支出が114百万円となったことによるものです。 

 

なお、キャッシュ・フロー関連指標の推移は以下となります。 

 平成18年９月中間期 平成18年３月期 

自己資本比率 23.7% 20.1% 

時価ベースの自己資本比率 - - 

債務償還年数 2.6年 4.4年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 12.6倍 6.8倍 

(注)１．各指標は以下の算式に基づき算出しております。 

      自己資本比率：自己資本/総資産 

      時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

      債務償還年数：有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

      インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ･フロー/利払い 

   ２．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

   ３．平成 18 年９月中間期及び平成 18 年３月期につきましては、非上場であるため、時価ベ

ースの自己資本比率の記載をいたしておりません。 

   ４．自己資本は純資産より少数株主持分を控除して算出しております。 

   ５．保険代理店勘定及び保険預り金を除いた場合の自己資本比率は、平成 18 年９月中間期 29.0％、

平成18年３月期25.9％です。 

   ６．債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍

しております。 

   ７．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての債

務を対象としております。 

   ８．利払いは連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

(3) 通期の見通し 

 平成18年11月10日に発表いたしました通期業績予想に変更はありません。 

 

(注) 上記の予想は、現時点において入手可能な情報に基づき作成されたものです。実際の業績は、

今後様々な要因により、予想値と異なる結果となる可能性があります。 

 

(4) 事業等のリスク 
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 当社グループの経営成績、財政状態および株価など、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあるリス

クには、以下のようなものがあります。 

 当社グループはこれらのリスクの発生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

る方針でありますが、当社グループの株式に関する投資判断は、本項および本書中の本項以外の記載内容も併

せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。 

 なお、文中における将来に関する事項は、別段の記載がない限り、当中間決算短信提出日現在において当社

グループが判断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。また、

以下の記載は、当社株式への投資に関連するリスクを全て網羅するものではありませんので、ご留意ください。 

 

１．事業に関するリスクについて 
(ア) 社会的要因の影響について 

 当社グループの事業は、昨今の社会問題意識の高まりや環境の変化を受けて、各種サービスの開発お

よび提供を行っております。例えばメンタルヘルスケア事業は精神疾患による労災認定件数の増加や企

業における心の病は増加傾向にあるという認識、就業障害者支援事業は死亡のリスクから生きるリスク

への備えへの変化、人事部門における福利厚生関連事務など主要業務以外の外部化の促進、障害者の雇

用率改善に対する企業の意識の変化、パーソナルリスク事業は低下する公的保障への期待と生活保障準

備に対する高い自助努力意識といった要因が事業の促進に影響を与えております。 
 これらの社会的要因は今後も当社グループの事業にプラスの方向に変化していくものと考えており、

こういった変化を捉えて事業を拡大発展させていく予定でおりますが、何らかの理由により社会的要因

が当社グループの事業にマイナスの影響を与える方向に変化した場合、またはこういった社会的要因の

変化に当社グループが十分な対応が取れなかった場合に、当社グループの事業および経営成績などに影

響を与える可能性があります。 
 

(イ) 法的規制について 
 当社グループが行っている事業には、法的規制を受けている事業があります。 
 就業障害者支援事業における付帯サービスは「有料職業紹介事業」および「一般労働者派遣事業」と

して厚生労働省の許可を得て障害者の紹介を行っております。また、派遣事業においては派遣労働者の

社会保険への加入が義務付けられており、当社は許可基準を満たした上での事業展開を図っております。

しかしながら、当社グループが何らかの事情により許可基準を満たすことが出来なかった場合は、事業

の許可を取り消され、または、業務の停止を命じられることにより、事業および経営成績に影響を与え

る可能性があります。 
 就業障害者支援事業におけるＧＬＴＤ販売、パーソナルリスク事業およびビジネスリスク事業は、保

険業法およびその関連法令ならびにそれに基づく関係当局の監督などによる規制、さらには社団法人生

命保険協会および社団法人日本損害保険協会による自主規制を受けた保険会社の指導等を受けて事業を

運営しております。また、保険募集に際しては、上記「保険業法」の他、「金融商品の販売等に関する法

律」（金融商品販売法）、「消費者契約法」、「不当景品類および不当表示防止法」（景表法）等の関係法令

を遵守する必要があります。当社グループは、社内にコンプライアンス専任者を設置するとともに、各

部にコンプライアンス担当者を設置し、これらの法令遵守に努めております。しかしながら、保険契約

者、関係当局その他の第三者から、当社グループの行為について、法令違反などの指摘を受ける可能性

を完全に否定することはできなく、関係当局等により法令違反と判断された場合は、登録取り消し等の

罰則の適用を受ける可能性があります。その場合、当社グループの事業および事業の継続性自体が重大

な影響を受ける可能性があります。また、これらの法令や規制、制度等が変更された場合には当社グル

ープの事業および経営成績などに影響を与える可能性があります。 
以上のような当社グループに対する直接的な法的規制のほか、保険会社に対する関係当局の監督など

により保険会社自身が行政処分を受けた場合、処分内容（商品の販売停止等）が保険会社だけでなく、

行政処分を受けた保険会社の代理店全般に及ぶ場合があります。当社グループでは複数の損害保険会社

および生命保険会社と代理店契約を結び、継続的にサービス提供が可能な体制を構築しておりますが、

保険会社に対する処分内容によっては当社グループの事業及び経営成績などに影響を与える可能性があ
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ります。 
 

(ウ) 個人情報の取扱について 
当社グループの事業で取り扱う情報は、個人情報の中でも機微情報とよばれる情報が多く含まれてお

ります。 
当社グループでは対外的な信用を高めるためにもプライバシーマークを取得（当社および㈱アドバン

テッジインシュアランスサービスは平成 17 年９月に取得し、㈱アイ・ビー・コーポレーションは平成

18年11月に取得しております。）するとともに、各部に個人情報保護担当者を設置し、業務プロセスや

フローの見直しを定期的に行っております。しかしながら、万一人為的、機械的その他なんらかの理由

により個人情報の漏洩が発生し、当社グループが適切な対応をとれない場合、当社グループのイメージ

悪化や事業に影響を与える可能性があります。 
 

(エ) システム障害について 
当社グループの各事業は、サービス提供にあたり積極的にシステムを活用しております。そのため、

地震や水害などの自然災害、火災・電力供給の停止等の事故あるいはコンピュータウィルス等の外部か

らの不正な手段によるコンピュータへの進入等により、ネットワークの切断、機器の作動不能や誤作動

等の事態が生じた場合に、当社グループの事業に大きな影響を及ぼす可能性があります。当社グループ

においては、このようなリスクを回避するため、システム投資を今後も継続的に行うとともに、外部の

専門サービスを積極的に活用していく予定でおりますが、このような取組みにもかかわらず何らかの要

因でシステムに障害が発生した場合、当社グループの事業および経営成績などに影響を与える可能性が

あります。 
 

(オ) システム（ソフトウェア）の減損損失の可能性について 
当社グループの各事業は、サービス提供にあたり積極的にシステムを活用しており、顧客のニーズに

対応したシステムの開発や業務管理用のシステムの開発投資を行っております。今後事業環境の変動に

より、各事業が保有するシステムの収益性が著しく低下し、投資額を回収できなくなった場合には、減

損損失が発生し当社グループの事業および経営成績などに影響を与える可能性があります。 
 

(カ) 就業障害者支援事業について 
(1）サービス内容について 

① ＧＬＴＤ販売 
当社グループがこの事業で主力とするＧＬＴＤは、企業が保険料の一部負担を行う形での導

入が中心となっております。また、導入後は年１回募集活動を行うことにより、加入者数の向

上を図っております。企業が保険料の一部負担を行うかどうかはその後の募集による加入率に

影響を与えるため、当社グループでは一部負担での導入を積極的に推進しております。しかし、

経済環境などにより企業負担の導入が難しくなる可能性もあります。また、十分な加入率を確

保することが出来ない場合に募集費用の負担がかさむことや、制度自体の見直しが図られる可

能性もあります。これらの要因により当社グループの事業が影響を受ける可能性があります。 
② 保険事務アウトソース 

 当社グループが提供する保険事務アウトソースは、ＧＬＴＤの事務に特化しております。申

込書の作成やデータ入力、給与天引データの作成などを複数の保険会社から一括して請け負う

ことにより、保険会社が自社でシステムおよび事務を保有するよりも、コストおよびサービス

レベルでの競争力を維持しており、今後ＧＬＴＤの売上が拡大するにつれて、収益の拡大が見

込まれます。一方で、現在委託を受けている各々の保険会社の取扱規模が拡大した場合に内部

化を図る可能性や委託費の引き下げを求められる可能性があります。これらの要因により当社

グループの事業が影響を受ける可能性があります。 
③ 付帯サービス 

当社グループでは、ＧＬＴＤ契約の付帯サービスとしての長期休職者復職支援サービスと、
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障害者の就職支援として障害者キャリアサポートサービスを提供しております。長期休職者復

職支援サービスについては、対象となる発生者が限られているため個別企業によっては利用の

機会が限られるケースもあります。また、保険契約の付帯のため、保険契約自体の見直しによ

り顧客が減少する可能性もあります。これらの要因により、経営成績が影響を受ける可能性が

あります。また、障害者キャリアサポートサービスについては、紹介後の定着率が重要な指標

となります。このため、紹介後も定期的なフォローを行うなど定着率の向上に努めております

が、十分な定着率を維持できない場合に紹介先の満足度が低下し、当社グループの事業に影響

を与える可能性があります。 
(2）競合について 

① ＧＬＴＤ販売 
当社グループが属する保険代理店業は既に飽和した市場と考えられており、競争が激しく集

約化と廃業が急速に進んでおります。当社グループはＭ＆Ａにより規模を拡大するとともに、

ＧＬＴＤを初めとする特徴的な商品への専門性を高め、かつマーケットを保有する保険会社や

事業会社と提携することにより、競争優位性を確保しております。しかしながら、競合が同様

な専門性を持つようになることや、提携関係の見直し等により当社の優位性が失われた場合に

は、当社グループの事業に影響を与える可能性があります。 
② 保険事務アウトソース 

保険事務アウトソースは、保険業法の改正による保険会社の増加や企業のアウトソース志向

の高まりにより市場としては有望であり、その中で当社グループは特定商品やプロセスに特化

することにより優位性を確保しております。しかしながら、マーケットの拡大に伴い、規模と

体制の両面において能力の高い企業が市場に参入し、競争の激化によって当社グループの優位

性が失われた場合には、当社グループの事業に影響を与える可能性があります。 
③ 付帯サービス 

当社グループで提供している付帯サービスは、比較的新しい事業分野のため今後の成長性が

見込まれる一方、現在事業展開している競合は限られております。その中で当社グループは、

サービスレベルや専門性の点で優位性を確保しているものと認識しております。従いまして、

当事業を推進していく上で他社との競合が激化するような可能性は低いものと考えておりま

すが、将来において、新たな競合の出現や新たな技術やサービスが開発されることにより、当

社グループの優位性が失われた場合には、当社グループの事業に影響を与える可能性がありま

す。 
(3）提携先、業務委託先との関係について 

① ＧＬＴＤ販売 
当社グループは複数の損害保険会社と代理店契約を結ぶことで、顧客に対し安定的なサービ

ス提供を図っております。 
しかしながら、万一取引保険会社の財政状態が悪化し、当該保険会社が破綻した場合、当該

保険会社に係る当社グループの保有保険契約が失効・解約されること等により、当社グループ

の事業および経営成績などに影響を与える可能性があります。 
② 保険事務アウトソース 

当社グループでは複数の保険会社と業務委託契約を結びサービスの提供を図る一方、コスト

競争力や差別性を維持するための取組みを積極的に行っております。 
しかしながら、万一業務委託契約の解除による取引停止が生じたり、取引保険会社の財政状

態が悪化し、当該保険会社が破綻した場合には、当該保険会社からの業務委託が失効・解約さ

れること等により、当社グループの事業および経営成績などに影響を与える可能性があります。 
③ 付帯サービス 

復職支援サービスをスミセイ損害保険㈱に提供しておりますが、今後契約内容の見直し等が

生じた際は、当社グループの事業および経営成績などに影響を与える可能性があります。 
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(キ) メンタルヘルスケア事業について 

(1）サービス内容について 
当社グループでは、Ｗｅｂによる診断テストおよび医者によるサポートにより早期発見早期対応

が可能な体制を構築し、サービス提供しております。早期発見のためには診断テストの高い受診率

が鍵となります。また早期対応のためには要対応者へのフォローメールに対して高いレスポンス率

を維持することが重要となります。個人へのフィードバック内容の充実や人事担当者によるリマイ

ンドメールなどの取組みを行っておりますが、これらの指標が低下した場合、顧客の満足度減少に

もつながり、当社グループの事業に影響を与える可能性があります。 
(2）競合について 

メンタルヘルスケア事業は、比較的新しい事業分野のため、今後の成長性が見込まれる一方、現

在事業展開している競合は限られております。その中で当社グループは、サービスレベルや専門性

の点で優位性を確保しているものと認識しております。従いまして、当事業を推進していく上で他

社との競合が激化するような可能性は低いものと考えておりますが、将来において、新たな競合の

出現や新たな技術やサービスが開発されることにより、当社グループの優位性が失われた場合には、

当社グループの事業に影響を与える可能性があります。 
(3）提携先との関係について 

当社はメンタルヘルスケア事業を運営するにあたり、東京海上日動メディカルサービス㈱と共同

でサービス提供を行っておりますが、今後契約内容の見直し等が生じた際は、運用体制の見直し業

務等が発生することにより、当社グループの事業および経営成績などに影響を与える可能性も考え

られます。また、メンタルヘルスケア事業はＷｅｂ上でのサービス提供を行っており、システムの

開発および運用に関してシステム会社に委託をして行っておりますが、システム会社の財政状態が

悪化し、また万一システム会社が破綻した等の場合には、システムの移管等の業務が発生すること

により、当社グループの事業および経営成績などに影響を与える可能性があります。 
 

(ク) パーソナルリスク事業について 
(1）サービス内容について 

当社グループでは、個人に対して職域や通販、店舗など多様なチャネルを通じて、保険の加入/
保険の見直し/加入している保険の一元管理サービスを提供しております。 
各サービス提供チャネルにおいては、以下のリスクが想定されます。 

① 職域／通販 
職域や通販においては加入率向上に取組んでおりますが、募集の結果十分な加入がなされない場

合や定年退職等による職域からの離脱者の増加により、十分な加入率を確保することが出来ない場

合に費用負担がかさむことや、募集実施自体の見直しが図られる可能性もあります。 
② ＦＰネットワーク 
ＦＰネットワークにおいては、独自または提携によりＦＰのネットワーク化を進めておりますが、

想定よりもＦＰサービス自体の需要が伸びない場合やネットワークに参加するＦＰが十分な数を

確保できない場合には、当社グループの事業に影響を与える可能性があります。 
③ 店舗（㈱エフバランス） 
㈱オーエムシーカードとの共同出資会社であり、当社グループの持分法適用関連会社である㈱エ

フバランスは、来店型保険販売ショップ「おまかせ保険屋さん」を㈱ダイエーの主要店舗内におい

て展開しております。来店者数、相談率及び加入率といった指標向上のための各種取組みを行って

おりますが、十分な数値を達成、維持できない場合には、持分法適用による投資損益を通じて、当

社グループの経営成績が影響を受ける可能性があります。 
(2）競合について 

パーソナルリスク事業では、代理店の競争が激しく集約化と廃業が急速に進んでおります。当社

グループはＭ＆Ａにより規模を拡大するとともに、マーケットを確保する事業会社との提携や独自

の保険管理ソフトの開発とサービス提供により、競争優位性を確保しております。しかしながら、
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競合が同様な専門性を持つようになった場合や、提携関係の見直し等により当社の優位性が失われ

た場合には、当社グループの事業に影響を与える可能性があります。 
(3）業務委託先との契約について 

当社グループでは複数の損害保険会社および生命保険会社と代理店契約を結ぶことで、顧客に対

し安定的なサービス提供を図っております。しかしながら、取引保険会社の財政状態が悪化し、当

該保険会社が破綻した場合、当該保険会社に係る当社グループの保有保険契約が失効・解約される

こと等により、当社グループの事業および経営成績などに影響を与える可能性も考えられます。 
また、当該事業においては、アメリカンファミリー生命保険会社の売上が約80％を占めておりま

す。今後、上記理由等により当該保険会社に係る当社グループの保有保険契約が継続されない場合、

当社グループの事業および経営成績などに影響を与える可能性も考えられます。 
 

(ケ) ビジネスリスク事業について 
(1）サービス内容について 

当社グループのビジネスリスク事業では、企業に対し、企業が抱える様々なリスクに対応する保

険商品を提供しております。新規顧客の獲得、既存顧客の維持および重ね売りに取組んでおります

が、十分な新規契約が獲得できない場合や十分な既存顧客の維持ができない場合には、当社グルー

プの事業に影響を与える可能性があります。 
また、当該事業においては、㈱新生銀行および㈱アプラス関連の売上が約50％を占めております。

これは過去のＭ＆Ａ等の経緯によるものであり、両社とは現在も良好な関係にありますが、今後関

係の見直し等が生じた際には、当社グループの保険契約が解約されること等により、当社グループ

の事業に影響を与える可能性があります。 
(2）競合について 

ビジネスリスク事業では、代理店の競争が激しく集約化と廃業が急速に進んでおります。また、

顧客企業においては子会社代理店などへの取引の集約化が進んでおります。当社グループはＭ＆Ａ

により規模を拡大するとともに、様々な商品の提供により競争優位性を確保するべく、努めており

ます。しかしながら、競合が同様な専門性を持つようになった場合等により当社の優位性が失われ

た場合には、当社グループの事業に影響を与える可能性があります。 
(3）業務委託先との契約について 

当社グループでは複数の損害保険会社および生命保険会社と代理店契約を結び、幅広い品揃えの

提供が可能な体制を構築しております。しかしながら、取引保険会社の財政状態が悪化し、当該保

険会社が破綻した場合、当該保険会社に係る当社グループの保有保険契約が失効・解約されること

等により、当社グループの事業および経営成績などに影響を与える可能性も考えられます。 
 

２．当社の組織体制について 
(ア) 代表取締役社長への依存について 

 当社グループの創業者であり代表取締役社長である鳥越慎二は、当社グループの経営方針や戦略の決

定をはじめ、取引先との交流等に重要な役割を果たしております。当社グループは、業容の拡大に伴い

外部から高い能力の人材を確保するとともに、内部昇進や権限委譲により、鳥越慎二に過度に依存しな

い経営体制の構築を進めております。しかし、何らかの要因により鳥越慎二が業務執行することが出来

ない事態が生じた場合には、当社グループの事業および経営成績、その後の事業展開などに影響を与え

る可能性があります。 
 

(イ) 事業体制について 
 当社グループ（非連結対象の㈱エフバランスを除く）は、平成18年９月末現在、取締役７名、監査役

４名、従業員 98 名の小規模な組織であります（重複は除く）。現在、今後の業容拡大にも対応できるよ

う、組織改革ならびに社内規則の見直しを進め、内部管理体制の充実に努めておりますが、事業の拡大

および人員の増加に適時適切に組織的対応が出来なかった場合は、結果として当社グループの事業遂行

および拡大に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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(ウ) 人材の確保について 

 当社グループが今後成長していくためには、法人顧客へ適切な提案を行う営業担当者、業務効率改善

を進めることができる事務担当者、各事業の専門分野に精通した専門家等、事業拡大のために人材の確

保が必要不可欠と考えております。当社グループは現在、中途採用を中心に採用活動を行っております

が、当社グループが求める人材が十分に確保できなかった場合、あるいは現在在職している人材が流出

するような場合には、当社グループの事業および経営成績、その後の事業展開などに影響を与える可能

性があります。 
 
３．その他 
(ア) 新規事業立上げに伴うリスクについて 

 当社グループは、創立当初からの主力事業である就業障害者支援事業に加え、平成12年以降メンタル

ヘルスケア事業や就業障害者支援事業における付帯サービス、当社グループの持分法適用会社である㈱

エフバランスを通じた来店型保険販売ショップの運営など、新規の事業及びサービスを順次立上げてき

ております。今後もこうした新規事業の立上げや運営を積極的に行うことを計画しておりますが、一方

で事業採算性等を勘案した場合、当初期待した収益が得られないなどの理由により当該新規事業からの

撤退あるいは規模縮小などの経営判断をする可能性は否定できません。このような場合、当社グループ

の事業および経営成績、その後の事業展開などに影響を与える可能性があります。 
 

(イ) Ｍ＆Ａについて 
 当社グループは、Ｍ＆Ａを事業拡大や競争力強化のための一つの手段として積極的に実施してきてお

ります。今後もこうしたＭ＆Ａを積極的に行うことを計画しておりますが、一方で実施したＭ＆Ａから

当初期待した収益が得られないなどの理由により、当社グループの事業および経営成績、その後の事業

展開などに影響を与える可能性があります。 
 

(ウ) 大株主による当社経営関与の状況について 
 平成18年９月末現在における当社の株主数は14名でありますが、そのうち、アドバンテッジパート

ナーズＬＬＰ（以下ＡＰ）の共同代表パートナーである笹沼泰助氏とリチャード エル フォルソム氏併

せて約43％の株式を保有しております。これは当社の代表取締役社長である鳥越慎二および取締役であ

る竹原大がかつてＡＰのパートナーであり、当社グループがＡＰの新規事業としてスタートをしたとい

う経緯によるものであります。現在、当社とＡＰとの間に直接の資本関係はなく、また、公募増資、売

出および新株予約権の行使等を実施した後の両者における株式の持分は 33％を割り込む水準にまで低

下する見込みであります。しかしながら、本公募増資および売出の完了後においても、両者が当社グル

ープの大株主である状況は継続する可能性があり、その場合、当社株式の議決権行使に関し、これら両

者の利益は当社の他の株主の利益と一致しない可能性があります。 
 

(エ) Ｍ＆Ａに伴うのれんの償却及び減損損失の可能性に関して 
 当社グループは、営業基盤拡大による収益性、競争力の向上を図るため、複数の保険代理店の営業譲

受を実施しております。資産の対価として支払った額が純資産価額を超過した際には、その差額を営業

権として資産計上し、各々５年で均等償却を実施しております。平成15年６月期以降の営業権償却額と

年度末の未償却残高の推移は以下のとおりであります。 
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平成15年 
６月期 

平成16年 
６月期 

平成17年 
３月期 

平成18年 
３月期 

平成19年 
３月期 

平成20年 
３月期 

平成21年 
３月期 

償却額  

保険代理店の営業譲受に伴う営業権①（平成
14年11月）（百万円） 

30 30 30 30 30 － －

保険代理店の営業譲受に伴う営業権②（平成
15年１月）（百万円） 

19 19 19 19 19 － －

保険代理店の営業譲受に伴う営業権③（平成
16年９月）（百万円） 

54 54 54 54 54

合計（百万円） 49 49 103 103 103 54 54

未償却残高  

保険代理店の営業譲受に伴う営業権①（平成
14年11月）（百万円） 

121 91 61 30 － － －

保険代理店の営業譲受に伴う営業権②（平成
15年１月）（百万円） 

76 57 38 19 － － －

保険代理店の営業譲受に伴う営業権③（平成
16年９月）（百万円） 

216 162 108 54 －

合計（百万円） 197 147 314 211 108 54 －

 （注） 平成19年３月期以降は償却予定額と未償却残高予定額を記載しております。 
 

 当社グループとしましては今後も積極的にＭ＆Ａを行っていく予定でおり、譲受代金によっては償却

費用が増加し、結果として当社の業績の変動を大きくする可能性があります。 
 また、その後の事業環境の変動により、譲受した営業権の超過収益力が著しく低下した場合には、減

損損失が発生し当社グループの事業および経営成績などに影響を与える可能性があります。 
 

(オ) 配当政策について 
 当社グループは、新規事業の展開、システム設備投資のほか、既存の事業分野においてもＭ＆Ａ等に

多額の資金を必要とするものであり、順調に展開できた場合、当分の間旺盛な資金需要が続くことにな

ります。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位置づけており、株主

への利益還元は十分考慮のうえ経営を推進するものではありますが、何よりも重要なことは当社グルー

プが持続的に成長発展を続けることであると認識しておりますので、当社は第８期まで利益処分による

配当は実施しておりません。当面は事業展開に必要な資金の確保を優先的事項として捉え、配当は実施

しない方針であります。 
 

(カ) 過年度における決算期変更の影響について 
 当社グループは、当社グループの多くの顧客ならびに保険会社の会計年度に合わせることにより、よ

り適切な業績把握を実現するため、当社の平成17年３月22日開催の臨時株主総会において、決算期を

６月末日から３月末日に変更いたしました。その結果、平成17年３月期は平成16年７月１日から平成

17年３月31日までの９ヶ月決算となっております。 
 

(キ) ストックオプションについて 
 当社グループは、当社の取締役および従業員等に対し、当社グループの業績向上に対する意欲や士気

を高めることを目的として、旧商法の規定に基づきストックオプション（新株予約権）を付与しており

ます。新株予約権による潜在株式は 31,447 株であり、発行済株式総数 137,742 株の約 23％に相当して

おります。将来的にこれらの新株予約権が行使された場合は、当社の１株当たりの株式価値が希薄化し

株価形成に影響を及ぼす可能性があります。 
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４. 中間連結財務諸表等 

(1） 中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 

  
当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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  228,455  295,385

２．受取手形及び売掛金  325,194  256,890

３．たな卸資産  3,328  4,038

４．保険代理店勘定 ※１ 299,388  387,523

５．未収入金  5,277  12,865

６．前払費用  16,589  24,486

７．繰延税金資産  25,728  35,546

８．その他  9,076  2,126

貸倒引当金      △1,970  △1,410

流動資産合計  911,068 56.2  1,017,454 58.3

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1）建物及び構築物  20,640 20,640 

減価償却累計額  10,222 10,418 9,428 11,212

(2) 工具器具備品  44,643 44,989 

減価償却累計額  29,062 15,581 26,395 18,594

有形固定資産合計  25,999 1.6  29,806 1.7

２．無形固定資産   

(1）営業権  －  211,151

(2) のれん  159,575  －

(3) ソフトウェア  272,895  218,208

(4）その他  2,431  2,492

無形固定資産合計  434,902 26.8  431,852 24.7
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当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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
（％）

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  121,172  150,716 

(2）長期貸付金  8,000  8,000 

(3）敷金保証金 ※２ 93,841  94,203 

(4）繰延ヘッジ損失  －  3,229 

(5）繰延税金資産  9,343  － 

(6)その他  17,550  9,683 

貸倒引当金         △40  △40 

投資その他の資産合計  249,866 15.4  265,793 15.3

固定資産合計  710,769 43.8  727,452 41.7

資産合計  1,621,838 100.0  1,744,906 100.0

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．短期借入金  200,000  200,000 

２．一年以内返済予定長期
借入金 

※２ 199,473  216,846 

３．未払金  69,097  55,215 

４．未払法人税等  29,465  6,599 

５．保険料預り金 ※１ 299,388  387,523 

６．繰延税金負債  －  463 

７．賞与引当金  34,613  34,948 

８．その他  85,870  72,197 

流動負債合計  917,907 56.6  973,794 55.9
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当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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
（％）

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※２ 254,580  351,243 

２．繰延税金負債  883  443 

３．金利スワップ  3,401  3,229 

４．連結調整勘定  －  7,024 

５．負ののれん  5,853  － 

６．その他  3,658  4,502 

固定負債合計  268,376 16.5  366,442 21.0

負債合計  1,186,283 73.1  1,340,237 76.9

    

（少数株主持分）    

少数株主持分  － －  53,187 3.0

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金  － －  87,824 5.0

Ⅱ 資本剰余金  － －  39,418 2.3

Ⅲ 利益剰余金  － －  199,771 11.4

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

 － －  24,467 1.4

資本合計  － －  351,481 20.1

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 － －  1,744,906 100.0
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当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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
（％）

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  87,824 5.4  － －

２．資本剰余金  39,418 2.4  － －

３．利益剰余金  242,333 15.0  － －

株主資本合計  369,575 22.8  － －

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価差
額金 

 16,373  － －

２．繰延ヘッジ損益  △2,011  － －

評価・換算差額等合計  14,362 0.9  － －

Ⅲ 少数株主持分  51,616 3.2  － －

純資産合計  435,554 26.9  － －

負債純資産合計  1,621,838 100.0  － －
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② 中間連結損益計算書 

  
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  916,437 100.0  1,629,656 100.0

Ⅱ 売上原価  86,715 9.5  119,059 7.3

売上総利益  829,721 90.5  1,510,596 92.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 728,364 79.5  1,417,443 87.0

営業利益  101,357 11.0  93,153 5.7

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  58 145  

２．受取配当金  594 1,025  

３．連結調整勘定償却  － 1,440  

４．負ののれん償却  1,170 －  

５．保険解約返戻金  3,537 5,100  

６．その他  273 5,634 0.6 978 8,690 0.5

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  10,667 26,040  

２．持分法による 
  投資損失 

 16,503 1,432  

３．その他  652 27,823 3.0 609 28,082 1.7

経常利益  79,169 8.6  73,761 4.5
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当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅵ 特別利益    

１．事業譲渡益  2,000 2,000 0.2 － － 

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※２ 1,526 1,526 0.1 57 57 0.0

税金等調整前中間（当
期）純利益 

 79,643 8.7  73,704 4.5

法人税、住民税及び事
業税 

 30,857 27,943  

法人税等調整額  7,795 38,653 4.2 △1,879 26,063 1.6

少数株主利益（△） 
又は少数株主損失 

 1,571 0.1  △3,503 0.2

中間（当期）純利益  42,561 4.6  44,137 2.7
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③ 連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

    連結剰余金計算書  

 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 金額（千円） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  20,000 

Ⅱ 資本剰余金増加高   

１．増資による新株の発行 6,674  

２．株式交換による増加 12,743 19,418 

Ⅲ 資本剰余金期末残高  39,418 

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  155,634 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

当期純利益 44,137 44,137 

Ⅲ 利益剰余金期末残高  199,771 

   

 

    中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 

株主資本 評価・換算差額等  

資本金
資本 

剰余金 

利益 

剰余金

株主 

資本 

合計 

その他

有価証

券評価

差額金

繰延

ヘッジ

損益 

評価・ 

換算差額

等 

合計 

少数株

主持分 

純資産 

合計 

平成18年３月31日

残高（千円） 
87,824 39,418 199,771 327,013 24,467 － 24,467 53,187 404,669

中間連結会計期間

中の変動額 
  

 
 

 中間純利益  42,561 42,561    42,561

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） 

 △8,093 △2,011 △10,105 △1,571 △11,676

中間連結会計期間

中の変動額合計  

（千円） 

－ － 42,561 42,561 △8,093 △2,011 △10,105 △1,571 30,884

平成18年９月30日

残高（千円） 
87,824 39,418 242,333 369,575 16,373 △2,011 14,362 51,616 435,554
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④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度 
（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    

税金等調整前中間（当期）純利益  79,643 73,704 

減価償却費  24,703 31,748 

連結調整勘定償却額  － △1,440 

負ののれん償却額  △1,170 － 

持分法による投資損失  16,503 1,432 

貸倒引当金の増加額  560 210 

受取利息及び受取配当金  △652 △1,171 

支払利息  10,667 26,040 

営業権償却  － 103,151 

のれん償却  51,575 － 

固定資産除却損  1,526 57 

賞与引当金の減少額  △335 △4,082 

売上債権の増加額  △68,303 △26,204 

たな卸資産の増減額（△は増加）  709 △3,882 

未収消費税等の減少額  － 4,061 

未払消費税等の増減額 
（△は減少） 

 △3,950 18,939 

その他の資産の増減額 
（△は増加） 

 8,528 △3,290 

その他の負債の増加額  29,846 29,022 

    

小計  149,851 248,295 

利息及び配当金の受取額  597 1,194 

利息の支払額  △9,858 △25,547 

法人税等の支払額  △15,963 △49,049 

営業活動によるキャッシュ・フロー  124,626 174,893 
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当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度 
（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） 

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  △432 △14,662 

無形固定資産の取得による支出  △76,616 △167,664 

投資有価証券の取得による支出  △646 △61,269 

差入保証金の返還による収入  291 － 

差入保証金による支出  △116 △12,636 

貸付金の回収による収入  － 4,000 

    

投資活動によるキャッシュ・フロー  △77,520 △252,232 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の増減額  － △50,000 

長期借入金の返済による支出  △114,036 △225,542 

株式の発行による収入  － 13,349 

    

財務活動によるキャッシュ・フロー  △114,036 △262,193 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △66,930 △339,532 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  295,385 634,918 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末（期末）残高 

※１ 228,455 295,385 
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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 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (１) 連結子会社の数   ２社 

  連結子会社の名称 

㈱アドバンテッジインシュアランス

サービス 

  ㈱アイ・ビー・コーポレーション 

 

(２) 非連結子会社の名称等 

  非連結子会社の名称 

  ㈱フラッグアドバンテッジ 

  (連結の範囲から除いた理由) 

 非連結子会社は、小規模であり、総

資産、売上高、中間純損益及び利益剰

余金等は、いずれも中間連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていないためで

あります。 

 

(１) 連結子会社の数   ２社 

  連結子会社の名称 

㈱アドバンテッジインシュアランス

サービス 

  ㈱アイ・ビー・コーポレーション 

 

(２) 非連結子会社の名称等 

  非連結子会社の名称 

  ㈱フラッグアドバンテッジ 

  (連結の範囲から除いた理由) 

 非連結子会社は、小規模であり、総

資産、売上高、当期純損益及び利益剰

余金等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためであり

ます。 

２．持分法の適用に関する事

項 

（１）持分法適用の関連会社数 １社 

  持分法適用会社名 

  ㈱エフバランス 

（１）持分法適用の関連会社数 １社 

  持分法適用会社名 

  ㈱エフバランス 

 （２）持分法を適用しない非連結子会社

の名称 

  ㈱フラッグアドバンテッジ 

  (持分法を適用しない理由) 

 持分法非適用会社は、中間純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要性がない

ため、持分法の適用から除外しており

ます。 

（２）持分法を適用しない非連結子会 

社の名称 

㈱フラッグアドバンテッジ 

 (持分法を適用しない理由) 

 持分法非適用会社は、当期純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要性がない

ため、持分法の適用から除外しており

ます。  

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

すべての連結子会社の中間期の末日は、

中間連結決算日と一致しております。 

すべての連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しております。 
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項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 

 

イ 有価証券 

 ①その他有価証券 

  時価のあるもの 

中間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 

 ①その他有価証券 

  時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価法

(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) 

 

  

時価のないもの 

同 左 

４．会計処理基準に関する

事項 

(１)重要な資産の評価基準

及び評価方法 

ロ たな卸資産 

 貯蔵品 

  個別法による原価法によっておりま

す。 

ロ たな卸資産 

 貯蔵品 

  同 左 

(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 

当社及び連結子会社は定率法によっ

ております。 

（主な耐用年数） 

建物及び構築物    15年 

工具器具備品   ２～10年 

 

ロ 無形固定資産 

当社及び連結子会社は定額法によっ

ております。 

なお、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。 

 

イ 有形固定資産 

同 左 

 

（主な耐用年数） 

建物及び構築物    15年 

工具器具備品   ２～10年 

 

ロ 無形固定資産 

同 左 

 

 

 

 

 

26



 

項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（３）重要な引当金の計上基

準 

イ 貸倒引当金 

 当社及び連結子会社は、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等によ

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。 

 

ロ 賞与引当金 

 当社及び連結子会社は、従業員に

対する賞与の支給に充てるため、支

給見込額のうち当中間連結会計期間

に負担すべき金額を計上しておりま

す。 

 

イ 貸倒引当金 

同 左 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 賞与引当金 

 当社及び連結子会社は、従業員に

対する賞与の支給に充てるため、支

給見込額のうち当連結会計年度に負

担すべき金額を計上しております。  

 

（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。 

同 左 
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項目 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（５）重要なヘッジ会計の方

法 

イ ヘッジ会計の方法 

 原則として繰延ヘッジ処理を採用して

おります。なお、特例処理の要件を満た

している金利スワップについては特例処

理によっております。 

 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段・・・金利スワップ 

 ヘッジ対象・・・借入金の利息 

 

ハ ヘッジ方針 

 金利リスクの低減並びに金融収支改善

のため、対象債務の範囲内でヘッジを

行っております。 

 

二 ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ開始時から有効性判定時点まで

の期間において、ヘッジ対象とヘッジ手

段の相場変動の累計を比較し、両者の変

動額等を基礎にして判断しております。

 ただし、特例処理によっているスワッ

プについては、有効性の評価を省略して

おります。 

 

イ ヘッジ会計の方法 

 同 左 

 

 

 

 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同 左 

 

 

ハ ヘッジ方針 

 同 左 

 

 

 

二 ヘッジ有効性評価の方法 

 同 左 

 

(６）その他中間連結財務諸

表（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、相殺のうえ流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

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っております。 

 

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 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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） 

当連結会計年度から「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、これによる影響はありません。 

 

   

   

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号 平成17年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は385,949千円

であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連

結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部に

ついては、改正後の中間連結財務諸表規則により作成し

ております。 

   

 

 

 

 

29



   注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１ 保険会社との代理店委託契約上、代理店が保険契

約者から領収した保険料は、保険会社の所有物であ

り、同会社に帰属すると定められております。その

ため、当社の財産と明確に区分するため、領収した

保険料に関する口座残高を「保険代理店勘定」に、

また対照勘定として、「保険料預り金」に計上して

おります。 

 

※１ 同 左 

 

 

 

 

 

 

 

※２ 担保に供している資産 

   敷金保証金          70,078千円 

 上記については、長期借入金(一年以内返済予定

のものを含む) 24,420千円の担保として、当該敷

金保証金の預託先に対する返還請求権に対して質権

設定しております。 

※２ 担保に供している資産 

   敷金保証金          70,078千円 

 上記については、長期借入金(一年以内返済予定

のものを含む) 29,580千円の担保として、当該敷

金保証金の預託先に対する返還請求権に対して質権

設定しております。 

 

 

（中間連結損益計算書関係） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31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。 

   役員報酬          76,810千円 

   給与手当         241,279千円 

   賞与引当金繰入額      38,222千円 

    

 

※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。 

   役員報酬         156,308千円 

   給与手当         449,131千円 

   賞与引当金繰入額      32,413千円 

   営業権償却        103,151千円 

 

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

   工具器具備品            56千円 

     ソフトウェア        1,469千円 

 

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

   工具器具備品            57千円 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末

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 137,742 ― ― 137,742 

合計 137,742 ― ― 137,742 

自己株式 ― ― ― ― 

 普通株式 ― ― ― ― 

合計 ― ― ― ― 

 

    ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 

該当事項はありません。 

 

    ３．配当に関する事項 

 

    該当事項はありません。 

 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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 

（千円）

    現金及び預金勘定        228,455 

 

    現金及び現金同等物       228,455 

 

※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 

（千円）

    現金及び預金勘定        295,385 

 

    現金及び現金同等物       295,385 
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（リース取引関係） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31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.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） 

中間期末
残高相当
額 
（千円）

工具器具備品 6,610 4,091 2,518

合計 6,610 4,091 2,518

  

 

 
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）

工具器具備品 6,610 3,619 2,990

合計 6,610 3,619 2,990

  
(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 1,003千円

１年超 1,785千円

合計 2,789千円
  

 
１年内 979千円

１年超 2,293千円

合計 3,272千円
  

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(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 559千円

減価償却費相当額 472千円

支払利息相当額 75千円
  

 
支払リース料 1,118千円

減価償却費相当額 944千円

支払利息相当額 186千円
  

(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。 

 

 

(5) 利息相当額の算定方法 

 同 左 

 

 

 

 

 

32



（有価証券関係） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

    該当事項はありません。 

 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

 種類 
取得原価 
（千円） 

中間連結貸借
対照表計上額

（千円） 

差額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 

差額 
（千円） 

株式 33,056 60,974 27,918 32,409 73,887 41,477連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの 小計 33,056 60,974 27,918 32,409 73,887 41,477

株式 500 273 △227 500 402 △98連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの 小計 500 273 △227 500 402 △98

合計 33,556 61,247 27,691 32,909 74,289 41,379

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

 

中間連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

   

(1）その他有価証券   

    非上場株式 4,274 4,274 

合計 4,274 4,274 

 

   

 

（デリバティブ取引関係） 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 

至平成18年３月31日） 

 

当社グループにおけるデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されているため該当事項はありません。 

 

 

 

（ストック・オプション等関係） 

当中間連結会計期間中にストック・オプション等の付与は行っておりませんので、該当事項はありません。 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 
就業障害者
支援事業 
（千円） 

メンタル
ヘルスケア

事業 
（千円）

パーソナル
リスク事業
（千円）

ビジネス
リスク事業
（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 401,614 111,507 310,032 93,281 916,437 － 916,437

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － － －

計 401,614 111,507 310,032 93,281 916,437 － 916,437

営業費用 313,159 71,956 148,219 78,140 611,476 203,603 815,079

営業利益(又は営業損失) 88,455 39,550 161,813 15,141 304,961 (203,603) 101,357

  

前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 
就業障害者
支援事業 
（千円） 

メンタル
ヘルスケア

事業 
（千円）

パーソナル
リスク事業
（千円）

ビジネス
リスク事業
（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 622,210 128,489 593,727 285,229 1,629,656 － 1,629,656

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

513 － － － 513 (513) －

計 622,723 128,489 593,727 285,229 1,630,169 (513) 1,629,656

営業費用 546,403 78,316 342,719 187,546 1,154,985 381,516 1,536,502

営業利益(又は営業損失) 76,320 50,172 251,007 97,683 475,183 (382,029) 93,153

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、サービスの内容を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品・サービス 

就業障害者支援事業・・・・・ＧＬＴＤ保険の代理店業、保険事務アウトソース、 

              就業障害者復職支援、就業障害者雇用仲介 

   メンタルヘルスケア事業・・・精神疾患による休業者を減らすための予防プログラム（ＥＡＰ） 

                 の提案・運用 

   パーソナルリスク事業・・・・個人向け損害保険、生命保険の代理店業、 

                 ファイナンシャルプランニング 

   ビジネスリスク事業・・・・・法人向け損害保険、生命保険の代理店業 

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   

 当中間連結会計期

間（千円） 

前連結会計年度

（千円） 
主な内容 

消去又は全社の項

目に含めた配賦不

能営業費用の金額 

203,603 381,516 

当社の総務・経理部門等の管理部門に

係る費用であります。 
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 【所在地別セグメント情報】 

 当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月

１日 至平成18年３月31日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店が

ないため、該当事項はありません。 

 

 

 【海外売上高】 

 当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月

１日 至平成18年３月31日）において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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 2,787.37円 

１株当たり中間純利益金額 309.00円 

  

 

１株当たり純資産額 2,551.74円 

１株当たり当期純利益金額 334.17円 

  
 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、新株予約権は有しておりますが、当社株式は中

間会計期間末現在、非上場であり、期中平均株価を把握

できませんので記載しておりません。 

 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、新株予約権は有しておりますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価を把握できませんので記載し

ておりません。 

 （注） １株当たり中間（当期）純損益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

中間（当期）純利益（千円） 42,561 44,137 

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） （ －） （ －） 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（千円） 
42,561 44,137 

期中平均株式数（株） 137,742 132,080 

希薄化効果を有しないため、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  

(新株予約権の数41,058個)。 

これらの詳細は「第４ 提出会社

の状況 １ 株式等の状況（２）

新株予約権等の状況」に記載のと

おりであります。 

 

同 左 
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（重要な後発事象） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

   （公募増資の件） 

 平成18年11月10日及び平成18年11月24日開催の当社取

締役会において、次のとおり、公募による新株式の発行

を行うことを決議しました。 
   

(1) 株式の種類及び株数  普通株式 14,500株 

(2) 発行価格        １株につき20,000円 

(3) 発行価額      １株につき18,400円 

(4) 発行価額の総額   266,800千円 

(5) 資本組入額     １株につき9,200円 

(6) 資本組入額の総額   133,400千円 

(7) 払込期日          平成18年12月12日 

(8)  資金の使途 

手取金については、当社の設備資金、子会社

の設備資金および借入金の返済に充当する予定

です。 

 

   

  

 

(2）その他 

 該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

37



 

平成 19 年３月期         個別中間財務諸表の概要            平成 18 年 12 月 13 日 

上 場 会 社 名        株式会社アドバンテッジリスクマネジメント   上場取引所    大阪証券取引所ヘラクレス市場 

コ ー ド 番 号          ８７６９                                  本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.armg.jp   ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長    氏名 鳥越 慎二 
問合せ先責任者 役職名 管理・企画担当取締役 氏名 菅野 潤   ＴＥＬ （03)5794－3800 
決算取締役会開催日 平成 18 年 12 月 13 日             配当支払開始日 平成 －年 －月 －日 
単元株制度採用の有無            有(１単元 10 株)   
 

１． 19 年３月中間期の業績(平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日) 

(1) 経営成績 

 売 上 高     営業利益 経常利益又は経常損失（△）

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

19 年３月中間期 

18 年３月中間期 

363      －

－     －

 65     －

－    －

 112    －

－    －

18 年３月期 561   110.9 2    － △7    －
 
 

中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

 百万円    ％ 円   銭

19 年 3 月中間期 

18 年 3 月中間期 

75    － 

－    － 

547   96 

－   － 

19 年 3 月期 22    － 169   96 

 

 

 (注)①期中平均株式数 19 年３月中間期  137,742 株  18 年 3 月中間期  － 株  18 年 3 月期   132,080 株 
     ②会計処理の方法の変更   無 

③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年同期比増減率であります。なお、平成

19 年３月中間期より中間財務諸表の作成しておりますので、平成 19 年３月中間期おける対前年同期比増減率の記載を省略し

ております。また、平成 18 年３月期における営業利益、経常利益、当期純利益につきましては、17 年３月期が営業損失、経

常損失、当期純損失であったため、対前年同期比増減率の記載を省略しております。 

 

 (2)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

19 年 3 月中間期 

18 年 3 月中間期 

645 

－ 

214

－

33.2 

－ 

1,556   32

－   －

19 年 3 月期 608 138 22.8 1,008   35

 (注)①期末発行済株式数 19 年 3 月中間期 137,742 株  18 年 3 月中間期  －  株   18 年 3 月期  137,742 株 

②期末自己株式数  19 年 3 月中間期     － 株  18 年 3 月中間期  － 株    18 年 3 月期      － 株 
 

２．19 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) 

 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通   期 808 179 109

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 715 円 97 銭 

(注) 1 株当たり予想当期純利益（通期）につきましては、公募予定株数(14,500 株)を含めた予定期末発行済株式数 152,242 株により

算出しております。 
 
３．配当状況 

・現金配当 1 株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18 年 3 月期 － － － 

19 年 3 月期（実績） － － 

19 年 3 月期（予想） － － 
－ 

※ 上記の予想は、現時点において入手可能な情報に基づき作成されたものです。実際の業績は、今後様々な要因により、予想値と

異なる結果となる可能性があります。
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１ 中間財務諸表等  

(1） 中間財務諸表  

① 中間貸借対照表 

  
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
前事業年度 

（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  89,717  59,218

２．売掛金  12,686  18,743

３．未収入金  6,065  9,644

４．貯蔵品  313  815

５．前渡金  50  50

６．前払費用  6,505  6,264

７．短期貸付金  80,000  40,000

８．仮払税金  8,180  －

９．繰延税金資産  3,663  24,728

10．その他  314  372

貸倒引当金    △ 550  △ 350

流動資産合計  206,947 32.1  159,487 26.2

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1)建物  8,437 8,437 

減価償却累計額  4,049 4,387 3,714 4,722

(2)工具器具備品  20,636 20,982 

減価償却累計額  13,368 7,268 12,533 8,449

有形固定資産合計  11,655 1.8  13,172 2.1
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当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
前事業年度 

（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
（％）

２．無形固定資産   

(1)商標権  916  977

(2)ソフトウェア  92,052  89,190

(3)その他  1,514  1,514

無形固定資産合計  94,484 14.6  91,682 15.1

３．投資その他の資産   

(1)投資有価証券  1,468  1,468

(2)関係会社株式  255,688  255,688

(3)長期貸付金  8,000  8,000

(4)敷金保証金 ※１ 78,527  78,818

(5)その他  396  358

(6)繰延税金資産  8,138  －

株式評価引当金  △ 20,000  －

貸倒引当金  △   40  △ 40

投資その他の資産合計  332,178 51.5  344,293 56.6

固定資産合計  438,318 67.9  449,147 73.8

資産合計  645,265 100.0  608,635 100.0

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．短期借入金  260,000  310,000

２．１年以内返済予定の 
  長期借入金 

※１ 46,520  46,520

３．未払金  46,558  34,949

４．未払費用  7,594  6,466

５．未払法人税等  1,202  604

６．預り金  5,588  3,065

７．前受収益  25,794  13,032

８．賞与引当金  7,941  7,251

９．その他  8,895  3,792

流動負債合計  410,094 63.6  425,682 69.9
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当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
前事業年度 

（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
（％）

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金 ※１ 20,800  44,060

固定負債合計  20,800 3.2  44,060 7.3

負債合計  430,894 66.8  469,742 77.2

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  －  87,824 14.4

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金  － 49,327 

資本剰余金合計  －  49,327 8.1

Ⅲ 利益剰余金   

１．当期未処分利益  － 1,741 

利益剰余金合計  －  1,741 0.3

資本合計  －  138,893 22.8

負債資本合計  －  608,635 100.0
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当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
前事業年度 

（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
（％）

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  87,824 13.6  － －

２．資本剰余金   

(1）資本準備金  49,327 － 

資本剰余金合計  49,327 7.6  － －

３．利益剰余金   

(1）その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  77,219 － 

利益剰余金合計  77,219 12.0  － －

株主資本合計  214,371 33.2  － －

純資産合計  214,371 33.2  － －

負債純資産合計  645,265 100.0  － －
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② 中間損益計算書  

  
当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  363,109 100.0  561,668 100.0

Ⅱ 売上原価  33,045 9.1  48,166 8.6

売上総利益  330,064 90.9  513,502 91.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費  264,489 72.8  510,805 90.9

営業利益  65,574 18.1  2,697 0.5

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  792 367 

２．受取配当金  52,500 － 

３．ソフトウェア貸与収入  14,400 9,600 

４．その他  117 67,810 18.7 876 10,843 1.9

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  5,446 10,724 

２．貸与ソフトウェア 
  維持管理費用 

 14,532 9,663 

３．その他  892 20,871 5.8 549 20,937 3.7

経常利益又は 
経常損失（△） 

 112,513 31.0  △7,395 △1.3

Ⅵ 特別利益   

１．貸倒引当金戻入益  40 － 

２．事業譲渡益  － 40 0.0 25,000 25,000 4.4

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産除却損  1,526 57 

２．株式評価引当金繰入額  20,000 21,526 5.9 － 57 0.0

税引前中間（当期） 
純利益 

 91,027 25.1  17,546 3.1

法人税、住民税及び 
事業税 

 2,622 605 

法人税等調整額  12,927 15,549 4.3 △5,507 △4,902 △0.9

中間（当期）純利益  75,477 20.8  22,449 4.0

前期繰越損失  －  20,707

当期未処分利益  －  1,741
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③ 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９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 繰越利益

剰余金 

利益剰余

金合計 

株主資本 

合計 

純資産 

合計 

平成18年３月31日残高 

（千円） 
87,824 49,327 49,327 1,741 1,741 138,893 138,893

中間会計期間中の変動額    

 中間純利益  75,477 75,477 75,477 75,477

中間会計期間中の変動額合計

（千円） 
－ － － 75,477 75,477 75,477 75,477

平成18年９月30日残高 

（千円） 
87,824 49,327 49,327 77,219 77,219 214,371 214,371
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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 
当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日    
    至 平成18年９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 

 子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法 

 

 その他有価証券 

  時価のないもの 

   移動平均法による原価法 

(１)有価証券 

 子会社株式及び関連会社株式 

   同 左 

 

 その他有価証券 

    時価のないもの 

   同 左 

 (２）たな卸資産 

  貯蔵品 

   個別法による原価法 

(２）たな卸資産 

  貯蔵品 

   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。 

 

  主な耐用年数 

  建物     15年 

  工具器具備品 ３～10年 

 

(２）無形固定資産 

  定額法によっております。 

 なお、自社利用のソフトウェアは、

社内における利用可能期間(５年)に

基づいております。 

 

(１)有形固定資産 

  同 左 

 

  主な耐用年数 

  建物     15年 

  工具器具備品 ３～10年 

 

(２)無形固定資産 

  同 左 

 

 

 

 

8



 

項目 
当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日    
至 平成18年９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） 

３．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

等により、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。 

 

(１)貸倒引当金 

 同 左 

 

 

 (２）賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に充てる

ため、支給見込額のうち当中間会計期

間に負担すべき金額を計上しておりま

す。 

 

(２)賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に充てる

ため、支給見込額のうち当事業年度に

負担すべき金額を計上しております。

（３）   

   

 (３) 株式評価引当金 

関係会社への投資により発生が見込

まれる評価減に備えるため、その資産

内容等を検討して計上しております。

 
   

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 

消費税等の会計処理 

 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、相殺のうえ流動負債の「その

他」に含めて表示しております。 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

 

５．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 
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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 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９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） 

   

   

   

当事業年度から「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、これによる影響はありません。 

  

   

   

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は214,371千円

であります。 
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   注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ 担保に供している資産 

  担保に供している資産は次のとおりであります。 

   敷金保証金      70,078千円 

 上記については、長期借入金(一年以内返済予定の

ものを含む) 24,420千円の担保として、当該敷金保

証金の預託先に対する返還請求権に対して質権設定し

ております。 

 

※１ 担保に供している資産 

  担保に供している資産は次のとおりであります。 

   敷金保証金      70,078千円 

 上記については、長期借入金(一年以内返済予定の

ものを含む) 29,580千円の担保として、当該敷金保

証金の預託先に対する返還請求権に対して質権設定し

ております。 

 

２． 偶発債務 

   債務保証 

  次の子会社について、リース取引に対し債務保証

を行っております。 

 

保証先 
金額 

（千円） 
内容 

㈱アドバンテッジ

インシュアランス

サービス 

1,233 
未経過 

リース料 

計 1,233 － 
 

２． 偶発債務 

   債務保証 

  次の子会社について、リース取引に対し債務保証

を行っております。 

 

保証先 
金額 

（千円） 
内容 

㈱アドバンテッジ

インシュアランス

サービス 

1,433 
未経過 

リース料 

計 1,433 － 
 

  

 

 

（中間損益計算書関係） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９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. 減価償却実施額 

  有形固定資産           1,892千円  

  無形固定資産           12,300千円 

１. 減価償却実施額 

  有形固定資産          4,932千円 

   無形固定資産          16,206千円 
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   （リース取引関係） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９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.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） 

中間期末
残高相当
額 
（千円）

工具器具備品 6,610 4,091 2,518

合計 6,610 4,091 2,518

  

 

 
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）

工具器具備品 6,610 3,619 2,990

合計 6,610 3,619 2,990

  
(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 1,003千円

１年超 1,785千円

合計 2,789千円
  

 
１年内 979千円

１年超 2,293千円

合計 3,272千円
  

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(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 559千円

減価償却費相当額 472千円

支払利息相当額 75千円
  

 
支払リース料 1,118千円

減価償却費相当額 944千円

支払利息相当額 186千円
  

(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。 

 

 

(5) 利息相当額の算定方法 

 同 左 

 

 

（有価証券関係） 

 当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）及び前事業年度（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日）において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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（１株当たり情報） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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 1,556.32円 

１株当たり中間純利益金額 547.96円 

  

 

１株当たり純資産額 1,008.35円 

１株当たり当期純利益金額 169.96円 

  
 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、新株予約権は有しておりますが、当社株式は中

間期末時点で非上場であり、期中平均株価を把握できま

せんので記載しておりません。 

 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、新株予約権は有しておりますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価を把握できませんので記載し

ておりません。 

 （注） １株当たり中間（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。 

 
当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９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) 

中間（当期）純利益（千円） 75,477 22,449 

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） （ －） （ －） 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（千円） 
75,477 22,449 

期中平均株式数（株） 137,742 132,080 

希薄化効果を有しないため、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  

(新株予約権の数41,058個) 

これらの詳細は「第４ 提出会社

の状況 １ 株式等の状況（２）

新株予約権等の状況」に記載のと

おりであります。 

 

 

 同 左 
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（重要な後発事象） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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） 

（公募増資の件） 

 平成18年11月10日及び平成18年11月24日開催の当社取

締役会において、次のとおり、公募による新株式の発行

を行うことを決議しました。 

(1) 株式の種類及び株数  普通株式 14,500株 

(2) 発行価格        １株につき20,000円 

(3) 発行価額      １株につき18,400円 

(4) 発行価額の総額   266,800千円 

(5) 資本組入額     １株につき9,200円 

(6) 資本組入額の総額   133,400千円 

(7) 払込期日          平成18年12月12日 

(8)  資金の使途 

手取金については、当社の設備資金、子会社

の設備資金および借入金の返済に充当する予定

です。 

 

   

  

 

 

(2）その他 

 

該当事項はありません。 
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