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平成 19 年３月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成 19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  代表取締役会長  堀  紘一 ＴＥＬ：（03）5773－8700 

 責任者役職・氏名  執行役員     原田 哲郎  

 

 

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      ： 無 

 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 19 年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成 18 年４月１日～平成 18 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 ％ 

19 年３月期第３四半期 1,355 △55.1 285 △83.1 352 △78.7 196 △79.7 

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 

（参考）18年３月期 4,175 85.3 1,922 195.7 1,866 188.0 1,078 190.1 

 

 
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 

19 年３月期第３四半期 2,004 17 1,938 51 

18 年３月期第３四半期 11,435 49 10,823 41 

（参考）18年３月期 12,350 50 11,700 39 

（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］ 

当四半期は、大型投資先の株式公開やコンサルティングサービスの受注が堅調に推移したものの、

株式市場の低迷等を勘案して営業投資有価証券の売却を抑制したため、売上高 1,355,736 千円（前

年同期比 55.1％減）、経常利益 352,293 千円（同 78.7％減）、当四半期純利益 196,793 千円（同 79.7%

減）と、前年同期を大きく下回る結果となりました。 

  

１．コンサルティングサービス 

コンサルティングサービス売上高につきましては、堅調に積み上がっているコンサルティング

サービス受注残高を反映しつつあり、前年同期比3.1％減の1,037,220千円となりました。 

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858,478千円（前年同期比

7.5％減）、ベンチャービジネス向けが178,742千円（同25.6％増）となっております。 

 

２．営業投資売上高 

株式市場の低迷等を勘案し、下半期においては当社の保有する営業投資有価証券を一切売却

しておらず、営業投資売上高は 311,465 千円（前年同期比 84.0％減）となっております。 

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、

1,220,419 千円であります。 

 

 事業部門別売上高 

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) 

第７期 

第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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 

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 
1,070,621 35.5 1,037,220 76.5 1,385,425 33.2

 大企業 928,360 30.8 858,478 63.3 1,155,371 27.7

 ベンチャービジネス 142,261 4.7 178,742 13.2 230,053 5.5

営業投資売上高 1,947,802 64.5 311,465 23.0 2,787,872 66.8

その他売上高 ― ― 7,050 0.5 2,000 0.0

合 計 3,018,424 100.0 1,355,736 100.0 4,175,297 100.0
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 （２）財政状態の変動状況 

 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月期第３四半期 13,658 13,180 96.5 133,138 84 

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

（参考）18年３月期 12,277 11,212 91.3 117,924 54 

 

 （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

19 年３月期第３四半期 △2,589 △738 1,548 3,599 

18 年３月期第３四半期 △469 △55 5,860 6,199 

（参考）18年３月期 872 △2,235 5,879 5,379 

 

 

［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13,658,356千円（前期末比1,380,650千円増加）、負債は478,277

千円（前期末比586,455千円減少）、純資産は13,180,079千円（前期末比1,967,106千円増加）と

なっております。前期末比での増減理由の主なものは以下の3点であります。 

① 自己株式の処分 

平成18年４月19日を払込期日として、オリックス株式会社に対し当社の保有する自己株式

3,182株を処分し、資本剰余金（自己株式処分差益）が前期末と比較して1,058,538千円増加

しております。 

② 未払法人税等の支払い 

前期末に計上した未払法人税等786,741千円、未払消費税等13,123千円の支払い等により流動

負債が減少しております。 

③ 営業投資有価証券等（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」の時価評価を行い、その他有価証券評価

差額金723,831千円を計上しております。 
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なお、営業投資実行高及び投資残高は、以下の通りであります。 
 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日至 平成18年３月31日
 ) 

第７期 

第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日至 平成18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 

1,931,248 

社

22

千円

3,212,419

社

41

千円

1,602,684

社 

17 

千円

4,778,743

社

51

社債 185,160 1 185,160 1 － － 185,160 1

新株予約権等 2,500 4 58,309 21 － 3 30,459 24

合計 2,118,908 24 3,455,888 50 1,602,684 18 4,994,362 61

(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 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。 

   ４ 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。 

   ５ 上表には余剰資金の運用目的の有価証券及び投資有価証券は含まれておりません。 

   ６ 当社は、未公開時点では投資をしていなかったPost-IPO企業に対して、IPO後に投資をする

場合がございますが、上表には当該投資金額及び会社数は含まれておりません。 

   ７ 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 

580,663千円 661,913千円 

 

（キャッシュ・フロー計算書） 

当第３四半期末の現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前期末と比較して1,779,979千円減

少し、3,599,777千円となりました。これを活動別に記載しますと以下の通りであります。 

当第３四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,589,783千円の減少となりま

した。これは積極的な営業投資活動により営業投資有価証券が1,644,649千円増加したことや、

法人税等（前期末計上分及び当期に係る中間納付分）1,239,651千円の支払いによるものであり

ます。 

投資活動によるキャッシュ・フローは738,867千円の減少となりました。これは主に、余剰資

金運用等を目的とした投資有価証券取得のための支出344,929千円、売買目的有価証券取得のた

めの支出1,037,566千円とその売却による収入642,809千円によるものであります。 

一方、財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、当社の保有する自己株式3,182株

を処分したこと等により1,548,671千円の増加となりました。 
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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） 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

当第３四半期業績の通期業績予想に対する進捗率は低いものの、コンサルティングサービス受注

残高の堅調な推移や当社の保有する営業投資有価証券含み益の増加等を勘案し、通期業績予想は

修正いたしません。 

 

   [参 考]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） 

売上高 経常利益 当期純利益 

百万円 百万円 百万円

4,950 2,200 1,270 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 12,828 円 93 銭 

 

 

４．配当状況 

・現金配当 

１株当たり配当金（円）  
第 1 四半期末 中間期末 第 3四半期末 期末 年間 

18 年 3 月期 － － － 2,000.00 2,000.00 

19年 3月期(実績) － － － － 

19年3月期(予想) － － － 2,000.00 

 
2,000.00 

 



 6

５．四半期財務諸表  

（１）四半期貸借対照表 

 

第６期 

第３四半期会計期間末 

(平成17年12月31日) 

第７期 

第３四半期会計期間末 

(平成18年12月31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

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   6,199,642 1,300,653  5,379,756

２ 売掛金   274,097 289,210  212,924

３ 営業投資有価証券   5,547,007 6,568,819  4,031,087

４ 投資損失引当金   △50,000 △24,975  －

５ 有価証券   － 2,299,124  －

６ 未収法人税等   － 388,305  －

７ その他   376,718 32,038  38,221

流動資産合計   12,347,466 98.2 10,853,175 79.5  9,661,989 78.7

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１  37,223 33,662  34,810

２ 無形固定資産   48 45  45

３ 投資その他の資産    

(1)投資有価証券  － 2,591,169 2,395,280 

(2)その他  － 180,304 185,580 

投資その他の資産合計   185,776 2,771,473  2,580,860

固定資産合計   223,049 1.8 2,805,180 20.5  2,615,716 21.3

資産合計   12,570,515 100.0 13,658,356 100.0  12,277,705 100.0
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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) 

第７期 

第３四半期会計期間末 

(平成18年12月31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

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 未払金   51,572 31,980  73,635

２ 未払法人税等   585,045 －  786,741

３ 前受金   7,344 16,892  3,855

４ 繰延税金負債   484,643 366,807  73,471

５ その他 ※２  37,027 35,965  39,754

流動負債合計   1,165,634 9.3 451,646 3.3  977,457 8.0

Ⅱ 固定負債    

１ 繰延税金負債   － 26,630  87,275

固定負債合計   － － 26,630 0.2  87,275 0.7

負債合計   1,165,634 9.3 478,277 3.5  1,064,733 8.7

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※３  4,498,023 35.8 － －  4,517,482 36.8

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  4,538,997 － 4,558,456 

２ その他資本剰余金    

 (1)自己株式処分差益  82,947 － 82,947 

資本剰余金合計   4,621,944 36.8 － －  4,641,404 37.8

Ⅲ 利益剰余金    

１ 第３四半期(当

期)未処分利益 
 1,995,537 － 2,104,361 

利益剰余金合計   1,995,537 15.9 － －  2,104,361 17.1

Ⅳ その他有価証券 

評価差額金 
  837,657 6.6 － －  498,006 4.1

Ⅴ 自己株式   △548,282 △4.4 － －  △548,282 △4.5

資本合計   11,404,880 90.7 － －  11,212,972 91.3

負債資本合計   12,570,515 100.0 － －  12,277,705 100.0

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金 ※３  4,581,402 33.5  

２ 資本剰余金    

 (1)資本準備金   4,622,376  

 (2)その他資本剰余金    

 自己株式処分差益   1,141,486  

資本剰余金合計   5,763,862 42.2  

３ 利益剰余金    

 (1)その他利益剰余金    

繰越利益剰余金   2,110,982  

利益剰余金合計   2,110,982 15.5  

株主資本合計   12,456,248 91.2  

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 

評価差額金 
  723,831  

評価・換算差額等合計   723,831 5.3  

純資産合計   13,180,079 96.5  

負債純資産合計   13,658,356 100.0  
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（２）四半期損益計算書 

 

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) 

第７期 

第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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

(％)
金額(千円) 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高   3,018,424 100.0 1,355,736 100.0  4,175,297 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１  880,615 29.2 427,365 31.5  1,620,894 38.8

売上総利益   2,137,808 70.8 928,370 68.5  2,554,403 61.2

Ⅲ 販売費及び一般管

理費 
  448,197 14.8 643,267 47.5  631,763 15.2

営業利益   1,689,611 56.0 285,102 21.0  1,922,639 46.0

Ⅳ 営業外収益 ※２  1,526 0.0 98,815 7.3  1,566 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※３  37,102 1.2 31,624 2.3  57,313 1.3

経常利益   1,654,034 54.8 352,293 26.0  1,866,892 44.7

Ⅵ 特別損失 ※４  3,000 0.1 － －  18,852 0.4

税引前第３四半期

(当期)純利益 
  1,651,034 54.7 352,293 26.0  1,848,040 44.3

法人税、住民税 

及び事業税 
 705,257 77,735 900,518 

法人税等調整額  △23,437 681,819 22.6 77,763 155,499 11.5 △130,516 770,001 18.5

第３四半期(当期)

純利益 
  969,214 32.1 196,793 14.5  1,078,038 25.8

前期繰越利益   1,026,322 －  1,026,322

第３四半期(当期)

未処分利益 
  1,995,537 －  2,104,361
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（３）四半期株主資本等変動計算書 

当第３四半期会計期間（自 平成 18年４月１日 至 平成 18年 12月 31日） 

株主資本 

資本剰余金 項 目 
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高（千円） 4,517,482 4,558,456 82,947 4,641,404

第３四半期会計期間中の変動額  

新株の発行 63,919 63,919 － 63,919

自己株式の処分 － － 1,058,538 1,058,538

剰余金の配当 － － － －

第３四半期純利益 － － － －

株主資本以外の項目の中の第３四

半期会計期間中の変動額（純額） 
－ － － －

第３四半期会計期間中の変動額合計

(千円) 
63,919 63,919 1,058,538 1,122,458

平成18年12月31日残高（千円） 4,581,402 4,622,376 1,141,486 5,763,862

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金項 目 

繰越利益剰余金 

利益剰余金

合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

平成18年３月31日残高（千円） 2,104,361 2,104,361 △548,282 10,714,966

第３四半期会計期間中の変動額  

新株の発行 － － － 127,839

自己株式の処分 － － 548,282 1,606,820

剰余金の配当 △190,172 △190,172 － △190,172

第３四半期純利益 196,793 196,793 － 196,793

株主資本以外の項目の中の第３四

半期会計期間中の変動額（純額） 
－ － － －

第３四半期会計期間中の変動額合計

(千円) 
6,621 6,621 548,282 1,741,282

平成18年12月31日残高（千円） 2,110,982 2,110,982 － 12,456,248

 

評価・換算差額等 

項 目 その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算差額等 

合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高（千円） 498,006 498,006 11,212,972

第３四半期会計期間中の変動額 

新株の発行 － － 127,839

自己株式の処分 － － 1,606,820

剰余金の配当 － － △190,172

第３四半期純利益 － － 196,793

株主資本以外の項目の中の第３四

半期会計期間中の変動額（純額） 
225,824 225,824 225,824

第３四半期会計期間中の変動額合計

(千円) 
225,824 225,824 1,967,106

平成18年12月31日残高（千円） 723,831 723,831 13,180,079
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（４）四半期キャッシュ・フロー計算書 

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)

第７期 

第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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 

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 1,651,034 352,293 1,848,040

減価償却費 7,314 5,606 9,731

投資損失引当金の増減額（△は減少） ― 24,975 △50,000

役員退職慰労金 3,000 ― 3,000

受取利息 △1,384 △94,827 △1,079

上場関連費用 23,066 － 23,066

新株発行費 14,036 257 34,247

有価証券運用損 ― 31,080 ―

支払利息 ― 263 ―

営業投資有価証券の増減額(△は増加) △1,399,475 △1,644,649 △654,471

売上債権の増減額(△は増加) △117,373 △76,286 △56,200

前払費用の増減額(△は増加) 2,071 5,550 △8,477

未収入金の増減額(△は増加) △352,996 163 1,352

その他の資産の増減額(△は増加) 357 3,331 △5,852

未払金の増減額(△は減少) 22,741 △46,094 44,804

未払費用の増減額(△は減少) 2,809 △2,376 5,463

前受金の増減額(△は減少) 7,344 13,037 3,855

預り金の増減額(△は減少) 3,270 1,158 3,093

未払消費税等の増減額(△は減少) 1,207 △2,447 1,456

その他の負債の増減額(△は減少) 24,721 △13,131 32,656

小  計 △108,254 △1,442,095 1,234,685

利息の受取額 476 91,963 1,079

法人税等の支払額 △350,635 △1,239,651 △352,135

役員退職慰労金の支払額 △11,000 ― △11,000

営業活動によるキャッシュ・フロー △469,413 △2,589,783 872,628

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 ― △4,458 ―

投資有価証券の取得による支出 ― △344,929 △2,180,792

有価証券の売却による収入 ― 642,809 ―

有価証券の取得による支出 ― △1,037,566 ―

敷金・保証金の返却による収入 300 ― 300

短期貸付金の純増減額（△は増加） 293 ― 293

長期貸付金貸付による支出 △56,160 ― △56,160

長期貸付金回収による収入 457 5,276 613

投資活動によるキャッシュ・フロー △55,109 △738,867 △2,235,745

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 5,717,126 127,839 5,756,045

新株発行費 △14,036 △257 △34,247

上場関連費用 △23,066 － △23,066

 自己株式処分による収入 180,646 1,606,820 180,646

 配当金支払額 ― △185,731 ―

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,860,669 1,548,671 5,879,378

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） 5,336,147 △1,779,979 4,516,261

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 863,494 5,379,756 863,494

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

第３四半期末(期末)残高 
6,199,642 3,599,777 5,379,756
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（５）注記事項等 

項目 

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) 

第７期 
第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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 

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 売買目的有価証券 

  時価法（売却原価は移動

平均法により算定） 

(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。 

② 満期保有目的の債券  

  償却原価法（利息法） 

③  子会社株式 

移動平均法に基づく原

価法 

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 

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) 

※ 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。 

④  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 

当第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。 

 

③ 投資事業組合出資金の会

計処理 

当社及び子会社が投資事

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。 

⑤ 投資事業組合出資金の会

計処理 

当社及び子会社が投資

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 

当社及び子会社が投

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。 

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) 

第７期 
第３四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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) 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 

当第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

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 

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。 

(1) 消費税等の会計処理 

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 

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。 

 

 

 

 

 

(2) 役員報酬の売上原価算入

同左 

(2) 役員報酬の売上原価算入 

同左 
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

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) 

第７期 

第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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。 

 当第３四半期会計期間から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）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

委員会 平成17年12月９日 企業会計

基準適用指針第８号）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。 

  なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は13,180,079千円でありま

す。 

 中間財務諸表等規則の改正により、当

第３四半期会計期間における四半期財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等規則

により作成しております。 

 

 当期から「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。 

 

表示方法の変更 
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) 

第７期 
第３四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18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。 

― 
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(四半期貸借対照表関係)  

第６期 

第３四半期会計期間末 

(平成17年12月31日) 

第７期 

第３四半期会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前事業年度末 

(平成18年３月31日) 

※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

68,130千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

62,523千円

※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 ― 

※３ ― ※３ 会社が発行する株式の総数 

    普通株式 288,000株 

   発行済株式総数 

普通株式  98,995株 

※３ 会社が発行する株式の総数 

    普通株式 288,000株 

   発行済株式総数 

    普通株式  98,268株 

 

 

(四半期損益計算書関係) 

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) 

第７期 

第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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 ― ※１ 営業投資売上原価 

   売上原価の中には、営業投資有価

証券評価損29,049千円、投資損失

引当金繰入額24,975千円が含ま

れております。 

※１ 営業投資売上原価 

   営業投資売上原価の中には、営業

投資有価証券評価損238,413千円

（うち、DI1号投資事業組合にお

いて計上した営業投資有価証券

評価損の当社持分相当額：

228,013千円）、投資損失引当金繰

入額24,500千円（うち、DI1号投

資事業組合において計上した投

資損失引当金繰入額の当社持分

相当額：24,500千円）及び投資損

失引当金戻入額50,000千円が含

まれております。 

※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息 1,384千円

 
 

※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息 94,827千円

有価証券利息 3,749千円
 

※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息 1,079千円

雑収入 486千円
 

※３ 営業外費用の主要項目 

上場関連費用 23,066千円

新株発行費 14,036千円
 

※３ 営業外費用の主要項目 

有価証券運用損 31,080千円

支払利息 263千円

新株発行費 257千円
 

※３ 営業外費用の主要項目 

上場関連費用 23,066千円

新株発行費 34,247千円
 

※４ 特別損失の主要項目 

役員退職慰労金 3,000千円
 

※４      ― ※４ 特別損失の主要項目 

役員退職慰労金 3,000千円

前期損益修正損 15,852千円
 

５ 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
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 5,606千円

無形固定資産 ― 千円
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 9,665千円

無形固定資産 65千円
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(四半期株主資本等変動計算書関係)  

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 
第３四半期 
会計期間末 

普通株式(株) 98,268株 727株 － 98,995株

（変動事由の概要） 

 増加はストックオプション行使によるものであります。 

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 
第３四半期 
会計期間末 

普通株式(株) 3,182株 － 3,182株 －

（変動事由の概要） 

 減少は、平成 18 年４月 19 日に実施した自己株式の処分によるものであります。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数（株） 

会社名 内訳 
目的となる 

株式の種類 前事業 

年度末 
増加 減少 

第3四半期 

会計期間末 

第３四半期 
会計期間末 
 残高（千円）

平成12年6月新株予約権 普通株式 627.70 － － 627.70 －

平成12年12月新株予約権 普通株式 4.44 － － 4.44 － 

平成13年6月新株予約権 普通株式 35.99 － － 35.99 － 

平成14年6月新株予約権 普通株式 926.00 － 289.00 637.00 － 

平成15年6月新株予約権 普通株式 1,906.00 － 104.00 1,802.00 － 

平成16年6月新株予約権 普通株式 2,761.00 － 413.00 2,348.00 － 

提出会社 

平成17年6月新株予約権 普通株式 2,167.00 613.00 145.00 2,635.00 － 

合 計 8,428.13 613.00 951.00 8,090.13 －

（注）１．目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

   ２．目的となる株式の数の変動理由の概要 

   ・平成 17 年６月新株予約権の増加は、平成 18 年４月 28 日開催の取締役会において付与したものであります。 

   ・平成 15 年６月新株予約権の減少 39 株、平成 16 年６月年新株予約権の減少 40 株、平成 17 年６月新株予約権の減

少 145 株は、従業員の退職に伴い失権したものであります。 

   ・平成 14 年６月新株予約権の減少 289 株、平成 15 年６月新株予約権の減少 65 株、平成 16 年６月新株予約権の減

少 373 株は、権利行使によるものであります。 

   ３．平成 17年６月新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

 

４．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額
(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年６月８日 

定時株主総会 
普通株式 190,172 2,000 平成18年３月31日 平成18年６月８日
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

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) 

第７期 

第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18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 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 1,300,653千円

有価証券勘定 2,299,124千円

現金及び 

現金同等物 
3,599,777千円

 

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 5,379,756千円

現金及び 

現金同等物 
5,379,756千円
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(リース取引関係) 
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) 

第７期 

第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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 

（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、減損損失累計額

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、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)

第3四半期
末残高
相当額
(千円)

器具備品 18,259 7,437 10,821

合計 18,259 7,437 10,821
 

 
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 22,632 11,277 11,355

ソフトウ
ェア 3,406 3,349 56

合計 26,038 14,626 11,411
 

(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) 未経過リース料第３四半期末残高

相当額等 

  未経過リース料第３四半期末残高

相当額 

一年内 5,586千円

一年超  5,321千円

合計 10,908千円
 

(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 

 

 

一年内 5,382千円

一年超 6,124千円

合計 11,506千円
 

(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、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 4,497千円

減価償却費相当額 4,349千円  

支払利息相当額 139千円 ― 
 

(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 

支払リース料 9,280千円

減価償却費相当額 8,788千円

支払利息相当額 280千円
 

(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 

 （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。 

（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。 
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(有価証券関係) 

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、第３四半期会計期間末（平成 17 年 12 月 31 日）における子会社株式で時価のあるものはあ

りません。 
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当第３四半期会計期間末（平成18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 1,182,666 2,503,567 1,320,900

投資有価証券に属するもの  

  株式 180,792 246,240 65,448

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

計 1,363,458 2,749,807 1,386,348

営業投資有価証券に属するもの  

株式 763,505 601,594 △161,911

営業出資金 29,851 25,833 △4,017

貸借対照表計上額が 
取得原価を下回るもの

計 793,356 627,427 △165,929

合計 2,156,814 3,377,234 1,220,419

 

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18年4月1日 至平成18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 306,514 292,255 ―

合計 306,514 292,255 ― 

 

３ 時価のない主な有価証券 

種類 四半期貸借対照表計上額(千円) 

（１）満期保有目的の債券  

有価証券に属するもの  

コマーシャルペーパー 2,299,124 

    投資有価証券に属するもの  

社債 2,000,000 

（２）その他有価証券  

営業投資有価証券に属するもの  

非上場株式 2,702,861 

社債 185,160 

新株予約権等 30,459 

営業出資金 519,342 

   投資有価証券に属するもの  

     投資信託受益証券 344,929 

 

なお、当第３四半期会計期間末（平成 18 年 12 月 31 日）における子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18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 55,480 589,023 533,542

新株予約権 ― 81,000 81,000

営業出資金 75,380 91,924 16,543

投資有価証券に属するもの  

  株式 180,792 395,280 214,488

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

計 311,652 1,157,227 845,574

営業投資有価証券に属するもの  

株式 14,324 12,395 △1,929

営業出資金 29,549 25,572 △3,977

貸借対照表計上額が 
取得原価を下回るもの

計 43,873 37,967 △5,906

合計 355,526 1,195,194 839,667

(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 当事業年度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18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 1,993,248 1,911,596 ― 

営業出資金 782,549 186,723 ― 

計 2,775,797 2,098,320 ― 

 

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(店頭登録株式を除く) 1,544,950 

  新株予約権等 0 

営業出資金 1,686,222 

投資有価証券に属するもの  

  社債 2,000,000 

 

なお、当事業年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日）における子会社株式で時

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) 

第７期 

第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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) 

第７期 

第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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) 

第７期 

第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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 120,214円62銭 133,138円84銭 117,924円54銭 

１株当たり 

第３四半期(当期)純利益 
11,435円49銭 2,004円17銭 12,350円50銭 

潜在株式調整後１株当たり 

第３四半期(当期)純利益 
10,823円41銭 1,938円51銭 11,700円39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) 

第７期 

第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日) 

 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18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) 

969,214 196,793 1,078,038 

普通株式に係る 

第３四半期(当期)純利益(千円)
969,214 196,793 1,078,038 

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) 
84,755 98,192 87,287 

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 4,793 3,326    4,850 

普通株式増加数(株) 4,793 3,326 4,850 

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17年６月20日 

 

②新株予約権の数 

    2,725個       

―  
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(重要な後発事象) 

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) 

第７期 

第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

― 

 

― 自己株式の処分について 

 当社は、平成18年４月３日開催の取

締役会決議に基づき、平成18年４月19

日に自己株式の処分を実施いたしまし

た。 

(1) 処分する株式の種類及び数 
普通株式 3,182株 

(2) 処分の価額 
1株につき504,972円 

(3) 処分価額の総額 
1,606,820千円 

(4) 処分先 
オリックス株式会社 

 

新株予約権の発行について 

 当社は、平成17年６月20日開催の第５

回定時株主総会及び平成18年４月28日

開催の取締役会において、商法第280条

ノ20及び第280条ノ21に規定するストッ

クオプションを目的とする新株予約権

（ストックオプション）の付与を行って

おります。 

 

(1) 新株予約権の数 
613個 

(2) 新株予約権の発行価額 
無償 

(3) 目的となる株式の種類及び数 
普通株式 613株 

(4) 株式の発行価格（行使価格） 
579,000円 

(5) 新株予約権の行使期間 
平成19年６月21日から平成27年６

月20日まで 
 
 

（その他） 

該当事項はありません。 

 

 

（６）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。 

 

 


