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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 31 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 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                               （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３四半期 1,063   28.0 △34  △124.9 △34  △125.8 △30  △138.1 

平成 18 年３月期第３四半期 830   ― 140    ― 134    ― 79     ―

(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３四半期 △455   28 ―   ―

平成 18 年３月期第３四半期 1,329   20 ―   ―

(参考)18 年 3 月期 1,666   43 1,425   83

 (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。 

なお、平成 18 年３月期第３四半期の対前年同四半期増減率については、平成 17 年３月期第３四半期の財務諸

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３四半期会計期間における当社の経営成績につきましては次の通りであります。 

 

当社は、不動産業を営む企業を主な顧客としたＡＳＰソリューション事業のＡＳＰサービス（ＡＳＰ運用業務）の本

格的な拡販に向けて、平成18年８月より首都圏中心の営業体制から全国をカバーする営業体制に移行し、平成18年11月

より全国各地の不動産業を営む企業への全国各地でのセミナー開催を中心とした販売促進活動に注力するとともに、更

なる営業体制の強化を目的とした大阪支店の開設及び営業人員の積極的な採用・育成を行ってまいりました。 

 

売上高については、当期首より株式会社センチュリー２１・ジャパンの加盟店を中心にＡＳＰサービスの導入を推進

してきており、加えて本格的な全国営業活動を開始したこともあり、総顧客数は着実に増加し、ＡＳＰサービスの売上

高は、338,200千円（前年同期比45.4％増）となりました。また、ＡＳＰサービスの総顧客数につきましても当第３四半

期会計期間末時点で契約顧客数797社（1,063店舗）となり、前事業年度末時点より492社純増しております。 

一方、平成18年10月に生じたヤフー株式会社から受託しているYahoo!不動産「賃貸ゲートキーパー業務」における当

社のハードウェア及びシステム障害（平成18年11月９日に公表）に際して、既存のお客様への対応を 優先で取り組ん

だ為、本来の営業活動が制限され、ＡＳＰサービス拡販戦略の一環である全国営業展開の本格開始時期が先延ばしとな

りました。ＡＳＰサービス総顧客数の積増し開始時期が予定より遅れたことで、今期実現できると見込んでいた売上機

会が来期にずれ込む見通しとなりました。 
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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結果、アドヴァンストＡＳＰサービスの売上高は640,349

千円（前年同期比 17.6%増）となりました。 

この結果、当第３四半期会計期間における売上高は1,063,651千円（前年同期比 28.0%増）となりました。 

 

売上原価については、当期に予定していた「サーバ設備・システム基盤への投資」、「サービス提供用自社資産シス

テム・ソフトウェアへの開発投資」等の設備投資が完了し、減価償却費の計上を開始しており、顧客数の増加に備えた

テクニカルサポートセンターの体制強化を目的とした人員の積極的な採用に伴う人件費等の計上を開始しており、概ね

予定どおりで、676,729 千円（前年同期比 43.2%増）となりました。 

また、現行主力ＡＳＰサービス（物件情報更新管理データベース・アプリケーション）の開発及び設備投資の計画に

ついては当期が 大となる予定であり、中期目標であるＡＳＰサービス顧客数 10,000 社に対応可能となる本格的な拡販

に向けての設備及び社内体制の整備が進みました。 

 

販売費及び一般管理費については、大阪支店開設に係る費用（設備関連費用及び営業人員の積極的な採用に伴う人件

費等）及び全国規模の拡販強化とそれを支えるための社内体制の強化を目的とした人員の採用を前倒しで実現したこと

による人件費等が予定より増加し、421,834千円（前年同期比 93.6%増）となりました。 

 

特別損益及び特別損失については、当社が入居しているビルの都合による当社通信設備のビル内移動に係る固定資産

の受贈益及び除却損、税金処理に関する損害賠償金の受取りによる特別利益、及び前述した平成18年10月に生じたハー

ドウェア及びシステム障害（平成18年11月９日に公表）に伴う損害賠償金の支払いが発生した結果、特別利益は16,355

千円、特別損失は20,918千円となりました。 

 

上記の結果、当第３四半期会計期間においては、営業損失34,911千円（前年同期 営業利益140,480千円）、経常損失

34,817千円（前年同期 経常利益134,756千円）、四半期純損失30,173千円（前年同期 四半期純利益79,218千円）とな

りました。 

 

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 

前第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）

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）

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日）

 
売上高 

（千円） 

構成割合 

（％） 

売上高 

（千円） 

構成割合 

（％） 

対前年 

増減率 

（％） 売上高 

（千円） 

構成割合 

（％） 

ＡＳＰサービス 

（ＡＳＰ運用業務） 
232,651 28.0 338,200 31.8 45.4 321,303 26.2

アドヴァンスト

ＡＳＰサービス 

（ＡＳＰ開発業務） 

544,375 65.5 640,349 60.2 17.6 819,710 66.8

ネットワーク・ 

ソリューション 
53,967 6.5 85,101 8.0 57.7 86,189 7.0

合       計 830,993 100.0 1,063,651 100.0 28.0 1,227,202 100.0

（注）前期まで「ネットワーク・ソリューション」に含めて表示しておりました「プロキュアメント・サービス」の売上高については、

当期より、「アドヴァンストＡＳＰサービス」に含めて表示しております。それに伴い前期までにつきましては、変更後の品目

区分に組み替えて表示しております。なお、前第３四半期会計期間及び前事業年度の「プロキュアメント・サービス」の売上高

は、前第３四半期会計期間は13,318千円、前事業年度は23,993千円であります。 

 

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き、株式会社センチュリー２１・ジャパンとの協業及び平成 18 年 10 月からサービス提供を開始

しているヤフー株式会社との協業に伴う本格的な全国営業活動による総顧客数の増加に注力した結果、売上高は

338,200 千円（前年同期比 45.4%増）となりました。また、ＡＳＰサービスの総顧客数につきましても当第３四半期

会計期間末時点で契約顧客数 797 社（1,063 店舗）となり、前事業年度末時点より 492 社純増しております。 

 

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及び複数の比較的大型のシステム開発案件が完

了したこと等により、640,349 千円（前年同期比 17.6%増）となりました。 
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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、85,101 千円（前年同期比 57.7%増）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 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

平成 19 年３月期第３四半期 1,562 1,350 86.4 20,184    38

平成 18 年３月期第３四半期 768  600  78.2 9,873  88

(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３四半期 △98    △306    5     456    

平成 18 年３月期第３四半期 62  △208  154   192  

(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] 

 ① 財政状態の分析  

（資産） 

当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は 835,017 千円（前事業年度末 1,122,149 千円）となり、287,132

千円減少しました。これは主に、売上高の増加に伴う売掛金が 24,121 千円増加し、たな卸資産が 19,422 千円増加した

一方、現金及び預金が 400,033 千円減少したこと等によるものであります。 

また、当第３四半期会計期間末における固定資産の残高は727,706千円（前事業年度末 528,411千円）となり、199,294

千円増加しました。これは主に、下期以降の事業拡大に備えて先行投資を進めたことにより、有形固定資産が 49,939

千円増加し、無形固定資産が 160,244 千円増加したこと等によるものであります。 

（負債） 

 当第３四半期会計期間末における流動負債の残高は 195,161 千円（前事業年度末 274,848 千円）となり、79,687 千

円減少しました。これは主に、前受金が 18,831 千円増加した一方、未払金が 16,180 千円、未払法人税等が 80,837 千円、

未払消費税等が 20,748 千円減少したこと等によるものであります。 

また、当第３四半期会計期間末における固定負債の残高は 16,622 千円（前事業年度末なし）となり、16,622 千円増

加しました。これは、預り保証金が増加したことによるものであります。 

（純資産） 

当第３四半期会計期間末における純資産の残高は、1,350,940 千円（前事業年度末 1,375,713 千円）となり、24,772

千円減少しました。これは、新株予約権の行使による資本金及び資本準備金があわせて 5,400 千円増加しましたが、当

期純損失による繰越利益剰余金が 30,173 千円減少したことによるものであります。 

 

② キャッシュ・フローの分析 

 当第３四半期会計期間の現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、456,830 千円となり、前事業年

度末より 400,033 千円（46.7％）の減少となりました。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。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金は、当第３四半期会計期間において 98,527 千円減少（前第３四半期会計期間 62,349 千円増加）

となりました。主な収入は、減価償却費 66,457 千円、損害賠償金 17,763 千円、預り保証金の増加額 16,622 千円等であ

り、主な支出は、税引前第３四半期純損失 39,379 千円、たな卸資産の増加額 19,422 千円、未払消費税等の減少額 20,748

千円、法人税等の支払額 77,892 千円等であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金は、当第３四半期会計期間において 306,906 千円減少（前第３四半期会計期間 208,996 千円減

少）になりました。主な支出は、有形・無形固定資産の取得による支出 317,570 千円等であり、収入は、敷金・保証金

の償還による収入 26,741 千円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金は、新株予約権の行使に伴う株式の発行による収入 5,400 千円増加（前第３四半期会計期間 

154,483 千円増加）であります。 
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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） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通     期 1,550  4  0 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   0 円 0 銭 

 

 [業績予想に関する定性的情報等] 

平成19年３月期の業績予想につきましては、以下の通りであります。 

平成18年10月に生じたヤフー株式会社から受託しているYahoo!不動産「賃貸ゲートキーパー業務」における当社の

ハードウェア及びシステム障害（平成18年11月9日に公表）に際して、既存のお客様への対応を 優先で取り組んだ

為、本来の営業活動が制限され、ＡＳＰサービス拡販戦略の一環である全国営業展開の本格開始時期が先延ばしとな

りました。ＡＳＰサービス総顧客数の積増し開始時期が予定より遅れたことで、今期実現できると見込んでいた売上

機会が来期にずれ込むものと想定しております。 

平成18年12月の大阪支店開設や全国でのセミナー開催をはじめとした本格的な全国営業開始後は、ＡＳＰサービス

の総顧客数及び月次の売上高は着実に増加してきており（平成18年12月末日時点の契約顧客数797社（1,063店舗）、

平成18年3月末時点から492社の純増）、第４四半期も第３四半期と同程度の月次顧客数の伸びと売上高の増加を見越

しておりますが、開始時期の遅れを今期中に取り戻すには至らず、今期の売上高につきましては、前回発表予想額を

下回る見込みとなりました。 

また、それに加え、大阪支店開設に係る費用（設備関連費用及び営業人員の積極的な採用に伴う人件費等）及び全

国規模の拡販強化とそれを支えるための社内体制の強化を目的とした人員の採用を前倒しで実現したことによる人

件費等が予定より増加した為、経常利益及び当期純利益につきましても、前回発表予想額を下回る見込みとなりまし

た。 

平成18年11月９日に公表いたしました予想に対して、通期の業績予想を売上高1,550百万円、経常利益4百万円、当

期純利益0百万円に修正しております（前回発表 売上高1,750百万円、経常利益250百万円、当期純利益122百万円）。 

 

＜今後の方針＞ 

営業戦略については、全国展開の本格開始後、ＡＳＰサービス顧客数は着実に増加しており、全国各地でのセミナ

ー開催を中心とした販売促進活動の確かな手応えがあることから、今後も全国各地でのセミナー開催を通じた営業活

動に注力する予定であります。また、大阪支店も営業拠点として本格稼動することで、今期に全国展開の本格開始が

遅れた分については、来期の売上高に反映されてくるものと予測しております。また、新卒採用の営業人員も平成 19

年 4月に 22 名入社する予定であり、営業増員による全国規模の顧客基盤の拡大を図る方針であります。 

 

当社のＡＳＰサービスの損益特徴は、先行投資型の事業形態であり、投資（サービスの開発及びそのサービスを提

供するための設備等）した費用をカバーする売上になるまでには、ある程度の先行投資期間が生じるものと考えてお

ります。また、一方で、一旦投資が一巡すれば、費用の増加要因である投資費用が抑制される為、売上及び利益の増

加は、より直接的に相関するものとも考えております。 

当社の現行主力ＡＳＰサービス（物件情報更新管理データベース・アプリケーション）の開発及び設備等の投資に

おいては、当期においてほぼ一巡しており、中期目標であるＡＳＰサービス顧客数 10,000 社に対応可能な設備及び

社内体制の整備は進んだ為、来期以降の費用については、営業人員の増加による販売費は増加しますが、売上原価の

増加は抑制されるものと予測しており、業績の向上に繋がるものと考えております。なお、新サービスは順次導入を

予定しております。 

 

※上記業績予想及び来期以降の予測につきましては、発表日現在において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内容とは異なる結果となり得ることも

ご承知おきください。なお、来期業績予想につきましては、数値がまとまり次第、開示させて頂きます。 

 

４．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） － － 
－ 
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５．四半期財務諸表 

（1）四半期貸借対照表 

  
前第３四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

当第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   192,101 456,830  856,863

２．受取手形   3,636 9,263  3,480

３．売掛金   209,576 253,786  229,665

４．たな卸資産   22,751 24,407  4,985

５．前払費用   19,736 32,775  18,261

６．繰延税金資産   7,199 20,676  9,752

７．その他   1,309 40,440  1,937

８．貸倒引当金   △2,558 △3,162  △2,797

流動資産合計   453,752 59.0 835,017 53.4  1,122,149 68.0

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1)建物附属設備  26,562 35,383 24,580 

 減価償却累計額  4,206 22,356 3,509 31,873 412 24,168

(2)工具器具及び 
備品 

 113,292 271,697 131,170 

  減価償却累計額  75,965 37,326 107,824 163,872 78,219 52,950

(3)建設仮勘定   － －  68,687

有形固定資産 
合計 

  59,682 7.8 195,746 12.5  145,806 8.8

２．無形固定資産    

(1)商標権   － 1,976  －

(2)ソフトウェア   54,711 361,314  63,339

(3)ソフトウェア仮 
勘定 

  50,722 30,216  169,924

無形固定資産 
合計 

  105,433 13.7 393,508 25.2  233,264 14.1

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券   4,500 4,500  4,500

(2)敷金及び保証金   144,235 133,176  143,840

(3)長期前払費用   1,075 775  1,000

投資その他の資
産合計 

  149,810 19.5 138,451 8.9  149,340 9.1

固定資産合計   314,926 41.0 727,706 46.6  528,411 32.0

資産合計   768,679 100.0 1,562,724 100.0  1,650,561 100.0
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前第３四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

当第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．買掛金   1,206 －  －

２．未払金   55,719 135,710  151,891

３．未払法人税等   69,191 572  81,410

４．未払消費税等   16,134 －  20,748

５．前受金   15,305 36,958  18,127

６．預り金   10,218 14,300  2,670

７．賞与引当金   － 7,619  －

流動負債合計   167,774 21.8 195,161 12.5  274,848 16.7

Ⅱ 固定負債    

１．預り保証金  － 16,622 － 

固定負債合計   － － 16,622 1.1  － －

負債合計   167,774 21.8 211,783 13.6  274,848 16.7

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   347,350 45.2 － －  607,450 36.8

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金  204,150 － 697,218 

資本剰余金合計   204,150 26.6 － －  697,218 42.2

Ⅲ 利益剰余金    

第３四半期（当 
期）未処分利益 

 49,404 － 71,045 

利益剰余金合計   49,404 6.4 － －  71,045 4.3

資本合計   600,904 78.2 － －  1,375,713 83.3

負債資本合計   768,679 100.0 － －  1,650,561 100.0
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前第３四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

当第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
（％）

(純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １．資本金   － － 610,150 39.0  － －

２．資本剰余金    

(1)資本準備金  － 699,918 － 

資本剰余金合計   － － 699,918 44.8  － －

３．利益剰余金    

(1)その他利益剰余 
    金 

   

繰越利益剰余金  － 40,872 － 

利益剰余金合計   － － 40,872 2.6  － －

株主資本合計   － － 1,350,940 86.4  － －

純資産合計   － － 1,350,940 86.4  － －

負債純資産合計   － － 1,562,724 100.0  － －
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（2）四半期損益計算書 

  
前第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） 

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） 

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   830,993 100.0 1,063,651 100.0  1,227,202 100.0

Ⅱ 売上原価   472,671 56.9 676,729 63.6  718,371 58.5

売上総利益   358,322 43.1 386,922 36.4  508,830 41.5

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

  217,841 26.2 421,834 39.7  299,726 24.4

営業利益又は 
営業損失（△） 

  140,480 16.9 △34,911 △3.3  209,104 17.1

Ⅳ 営業外収益 ※1  36 0.0 94 0.0  134 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※2  5,761 0.7 － －  19,036 1.6

経常利益又は 
経常損失（△） 

  134,756 16.2 △34,817 △3.3  190,202 15.5

Ⅵ 特別利益 ※3  8,352 1.0 16,355 1.5  8,352 0.7

Ⅶ 特別損失 ※4  635 0.1 20,918 1.9  27,514 2.2

税引前第３四半
期（当期）純利
益又は純損失
(△) 

  142,473 17.1 △39,379 △3.7  171,041 14.0

法人税、住民税及
び事業税 

 67,533 1,717 77,013 

法人税等調整額  △4,277 63,255 7.6 △10,923 △9,206 △0.9 △6,830 70,182 5.7

第３四半期（当
期）純利益又は
純損失（△） 

  79,218 9.5 △30,173 △2.8  100,859 8.3

前期繰越損失   29,813 －  29,813

第３四半期（当
期）未処分利益 

  49,404 －  71,045
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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 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) 607,450 697,218 697,218 71,045 71,045 1,375,713 1,375,713

第3四半期会計期間中の変動額    

新株の発行 2,700 2,700 2,700  5,400 5,400

第 3 四半期純利益  △30,173 △30,173 △30,173 △30,173

第3四半期会計期間中の変動額

合計（千円） 2,700 2,700 2,700 △30,173 △30,173 △24,772 △24,772

平成 18 年 12 月 31 日 残高 

（千円） 610,150 699,918 699,918 40,872 40,872 1,350,940 1,350,940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10

（4）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  

前第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） 

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） 

前事業年度の要約キャッシ

ュ・フロー計算書 

（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） 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）

純利益又は純損失(△) 
 142,473 △39,379 171,041 

減価償却費  24,569 66,457 34,627 

固定資産受贈益  △8,352 △8,260 △8,352 

受取損害賠償金  － △8,095 － 

固定資産除却損  269 3,154 11,768 

損害賠償金  － 17,763 － 

貸倒引当金の増加額  1,405 365 1,644 

賞与引当金の増加額  － 7,619 － 

受取利息及び受取配当金  △8 △59 △3 

新株発行費  917 － 5,297 

売上債権の増加額  △109,714 △11,072 △126,826 

たな卸資産の減少額 

（△増加額） 
 △178 △19,422 17,586 

仕入債務の増加額  △20,486 － △21,693 

未払消費税等の増加額 

（△減少額） 
 11,272 △20,748 15,886 

預り保証金の増加額  － 16,622 － 

その他  20,970 △15,608 39,228 

小計  63,135 △10,664 140,203 

利息及び配当金の受取額  8 59 3 

法人税等の支払額  △795 △77,892 △795 

損害賠償金の受取額  － 7,733 － 

損害賠償金の支払額  － △17,763 － 

営業活動によるキャッシ・ 

フロー 
 62,349 △98,527 139,411 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ・ 

フロー 
    

有形固定資産の取得によ

る支出 
 △23,171 △125,975 △63,557 

無形固定資産の取得によ 

る支出 
 △71,226 △191,595 △192,322 

敷金・保証金の差入による

支出 
 △117,099 △16,077 △117,099 

敷金・保証金の償還による

収入 
 2,500 26,741 2,894 

投資活動によるキャッシュ・

フロー 
 △208,996 △306,906 △370,084 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ・ 

フロー 
    

株式の発行による収入  154,483 5,400 903,270 

財務活動によるキャッシュ・

フロー 
 154,483 5,400 903,270 
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前第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） 

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） 

前事業年度の要約キャッシ

ュ・フロー計算書 

（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）      金額（千円）       金額（千円） 

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 
 7,835 △400,033 672,597 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首 

残高 
 184,265 856,863 184,265 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３ 

四半期末（期末）残高 
 192,101 456,830 856,863 
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 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 

前第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） 

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） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

(1）有価証券 

 その他有価証券 

(1）有価証券 

同左 

(1） 有価証券 

同左 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

 

  

 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

  ①商品 

  個別法による原価法 

 ②仕掛品 

  個別法による原価法 

 

同左 同左 

 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法 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   ６～15年

  工具器具及び備品 ４～８年

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 ３～15年

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

 (2）無形固定資産 (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。 

  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。 

同左 同左 

 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 (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 

 

同左 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 

前第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） 

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） 

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 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。 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

貸倒引当金 

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３四半期会計期間に帰

属する額を計上しております。

（追加情報） 

賞与に関する規程の改定に伴

い、当第３四半期会計期間より賞

与引当金を計上しております。こ

の変更に伴い、営業損失、経常損

失及び税引前第３四半期純損失

は、7,619千円増加しております。

 

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 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 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 

消費税等の会計処理 

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

費税等は相殺の上、未払消費税等

に含めて表示しております。 

 

消費税等の会計処理 

  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

税等は相殺の上、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。

 

消費税等の会計処理 

  消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前第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） 

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） 

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） 

 当第３四半期会計期間より、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。 

 

────── 

 

（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。 

 

────── 

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等） 

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。

従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

1,350,940千円であります。 

なお、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貸借対照

表の純資産の部については、改正後の中間財

務諸表等規則により作成しております。 

 

────── 
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 （5）注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第３四半期会計期間末 
(平成17年12月31日) 

当第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) 

該当事項はありません。 同左 同左 

 
（四半期損益計算書関係） 

前第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） 

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） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

    雑収入                   27千円 

受取利息                 ８千円 

     

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

    雑収入                   34千円

受取利息                 59千円

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息          ３千円

 

※２ 営業外費用の内訳 

    上場関連費用      4,844千円 

    新株発行費        917千円 

 

────── ※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 

※３ 特別利益の内訳 

    固定資産受贈益        

      工具器具及び備品   8,260千円

受取損害賠償金        8,095千円

※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 

工具器具及び備品   269千円 

本社移転費用          365千円 

 

※４ 特別損失の内訳 

     固定資産除却損 

工具器具及び備品    3,154千円

損害賠償金       17,763千円

 

※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

本社移転費用      15,745千円

５ 減価償却実施額 

      有形固定資産    13,711千円 

      無形固定資産    10,643千円 

 

５ 減価償却実施額 

      有形固定資産    33,174千円 

      無形固定資産    33,058千円 

 

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 

 

 
（四半期株主資本等変動計算書関係） 

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） 

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項 
 
 

前事業年度末株式数 
（株） 

当四半期会計期間増加 
株式数（株） 

当四半期会計期間減少 
株式数（株） 

当四半期会計期間末 
株式数（株） 

発行済株式  

  普通株式（注） 65,958 972 － 66,930

合計 65,958 972 － 66,930

（注）普通株式の発行済株式総数の増加 972 株は、新株予約権の行使による増加であります。 
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２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる株

式の種類 

前事業年

度末 

当第 3四

半期会計

期間増加

当第 3四

半期会計

期間減少

当第 3四

半期会計

期間末 

当第3四半期会計期

間末残高 

（千円） 

提出会社 第４回新株予約権（平成 17 年） 普通株式 1,500 － － 1,500 －

合計 － 1,500 － － 1,500 －

 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 
（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第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） 

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） 

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四半期期末残高と四 

半期貸借対照表に掲記されている科目の金 

額との関係 

（平成17年12月31日現在） 

現金及び預金勘定      192,101千円 

現金及び現金同等物     192,101千円 

現金及び現金同等物の四半期期末残高と四

半期貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

（平成18年12月31日現在）

現金及び預金勘定     456,830千円 

現金及び現金同等物    456,830千円 

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 

 

（平成18年３月31日現在）

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） 

前第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） 

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） 

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

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３四半期末残高相当額 

(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

額及び第３四半期末残高相当額 

(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３四
半期末
残高相
当額 
(千円) 

工具器具及び
備品 

49,061 13,474 35,587 

合計 49,061 13,474 35,587 

  

  

 

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)

工具器具及び
備品 

49,061 23,852 25,208

合計 49,061 23,852 25,208

  

  

 

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 

(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 

(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 10,075千円

１年超 26,631千円

合計 36,707千円
  

 
１年内 10,121千円

１年超 16,510千円

合計 26,631千円
  

 
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 

(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 8,871千円

減価償却費相当額 7,783千円

支払利息相当額 1,678千円
  

  
支払リース料 8,871千円

減価償却費相当額 7,783千円

支払利息相当額 1,261千円
  

  
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 (4）減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (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。 

同左 

 

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） 

同左 

 

 

（減損損失について） 

同左 
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（有価証券関係） 
時価評価されていない主な有価証券の内容 

前第３四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

当第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） 

四半期貸借対照表計上額（千円） 四半期貸借対照表計上額（千円） 四半期貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式  4,500 

その他有価証券 

非上場株式  4,500 

その他有価証券 

非上場株式  4,500 

 
（デリバティブ取引関係） 
前第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） 

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） 

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 同左 

 

（ストック・オプション等関係） 

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） 

当社は、当第３四半期会計期間において、ストック・オプションを付与しなかったため、該当事項はありません。 

 
（持分法損益等） 

前第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） 

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） 

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 同左 
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（１株当たり情報） 

前第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） 

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） 

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 9,873円88銭 

１株当たり第３四半期 

純利益金額 
1,329円20銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり第３

四半期純利益金額については、潜在株式

は存在しますが、当社の株式は非上場で

あるため期中平均株価が把握できません

ので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 

１株当たり純資産額 20,184円38銭

１株当たり第３四半期

純損失金額 
△455円28銭

 

なお、潜在株式調整後１株当たり第３四

半期純利益金額については、潜在株式は存

在するものの１株当たり第３四半期純損

失であるため記載しておりません。 

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

  

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３四半期（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。 

 
前第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） 

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） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

第３四半期（当期）純利益 

（千円） 
79,218  △30,173 100,859 

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３四半期（当

期）純利益（千円） 
79,218  △30,173 100,859 

期中平均株式数（株） 59,599    66,274 60,524 

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額 
   

当期純利益調整額（千円） －    －   － 

普通株式増加数（数）              － － 100,213 

（うち新株予約権分） （－）    （－） （100,213） 

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３四

半期(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） 

 

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 245 個 4,410 株）

平成 15 年 6月 24 日 

(新株予約権 102 個 1,836 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） 

該当事項はありません。 

 

 

 


