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平成 19 年９月期  第１四半期財務・業績の概況（非連結）     

 平成19年２月７日 

 

株式会社キャリアデザインセンター （コード番号：2410 東証第２部 大阪ヘラクレスＧ） 

（ＵＲＬ http://type.jp/ir/ ）   

問 合 せ 先       代表者役職・氏名 代表取締役社長兼会長 多田弘實 （ＴＥＬ：（03）3560― 1601 ）

責任者役職・氏名  
代表取締役副社長 
経 営 企 画 本 部 長 横田和仁  

 
 
 
 
１ 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項 
 

① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ：有 

② 最近事業年度からの会計処理の方法の有無 ：無 

 

２ 平成 19 年９月期第１四半期の財務・業績概況（平成 18 年 10 月１日 ～ 平成 18 年 12 月 31 日） 

(1)経営成績の進捗状況 
 

 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９月期第１四半期 1,316 （30.6） 315 （17.9） 317 （19.4） 181 （16.9）

平成 18年９月期第１四半期 1,007 （48.1） 267 （61.5） 265 （74.0） 155 （14.2）

(参考)平成18年９月期 4,519         1,008        985         585        

 

 
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９月期第１四半期 3,055  07 2,941  93 

平成 18年９月期第１四半期 2,667  06 2,585  17 

(参考)平成18年９月期 9,973    47 9,540    09 
 
 (注)１．期中平均株式数 平成 19 年９月期第 1四半期   59,557 株   平成 18 年９月期第１四半期 58,370 株 

平成 18 年９月期         58,706 株 

   ２．平成 17 年 11 月 18 日付をもって、１株を２株に分割しております。なお、平成 18 年９月期第１四

半期の１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、当該株式分割が期

首に行われたとみなして計算しております。 

３．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。 
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(2)商品・サービス別売上高 

平成 19 年９月期 

第１四半期（当四半期）

平成 18 年９月期 

第１四半期（前年同四半期）

参考 

 前期（通期） 

 

金額 構成比 

対前年同

期増減率
金額 構成比 金額 構成比

  百万円 ％ ％ 百万円 ％ 百万円 ％

キャリア情報事業売上高 1,092 83.0 23.8 882 87.6 3,973 87.9

 Ｗｅｂ求人広告売上高 776 59.0 40.7 551 54.7 2,480 54.9

 情報誌求人広告売上高 224 17.0 △14.1 260 25.9 1,140 25.2

 その他売上高 91 7.0 31.0 69 7.0 352 7.8

人材紹介事業売上高 223 17.0 78.9 125 12.4 546 12.1

合 計 1,316 100.0 30.6 1,007 100.0 4,519 100.0

 

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等] 

当第１四半期（平成 18 年 10 月１日～平成 18 年 12 月 31 日）における我が国の経済は、個人消費に一時的

な落ち込みが見られるものの、円安や原油価格の下落などにより企業収益が改善しております。雇用情勢に

おいても、全国における有効求人倍率は 1.08 倍（平成 18 年 12 月）、また、東京都においては 1.41 倍（平成

18 年 12 月）となっており、依然と高い指標を堅持しております。 

このような雇用情勢の中、企業における求人意欲は依然として衰えておらず、各企業ともに成長加速のた

めの人材確保を行っております。各企業における採用状況は、新卒者においては活況を呈しており、その不

足を補うだけではなく新卒者にはない知識・経験を保持した優秀な中途者の確保が必至となっております。 

 当社は、いわゆる第２新卒と言われる 20 代前半ではなく、20 代後半から 30 代のキャリア志向が高く正社

員志向のある人材を対象とし、Ｗｅｂ・情報誌・適職フェア・人材紹介といった多様な商品・サービスを取

り揃えていることを特徴とした、中途採用における総合人材サービスを展開しております。 

 Ｗｅｂ求人広告については 776 百万円（前年同期増減率 40.7％）と当社の主力商品として好調に推移をし

ており、Ｗｅｂ求人広告単独では困難である、情報誌・適職フェアといったＷｅｂ媒体以外の商品・サービ

スがＷｅｂ求人広告を相互に補完することで、初めて成し得るものであります。特に情報誌については、困

難と言われるＷｅｂサイトの独自性を情報誌と連動することで可能とするだけではなく、情報誌の編集記事

に興味をもった転職意識はそれほど高くない読者を求人企業応募者へと導くことを可能としており、Ｗｅｂ

求人広告の売上高拡大を強力に推し進める販売促進ツール、と当社では位置付けて考えております。 

人材紹介事業については、前期に行いました業務改善のための施策、キャリア情報事業におけるＷｅｂサ

イト『＠type』や情報誌『type』等における登録者数向上のための広告宣伝活動が功を奏したこと等により、

人材紹介事業売上高は 223 百万円（対前年同期増減率 78.9％）と好調に推移致しました。 

以上のとおり、当社における公表いたしました業績予想の進捗状況は順調に推移しており、当第１四半期

における売上高は 1,316 百万円（対前年同期増減率 30.6%増）となり、利益面では、営業利益 315 百万円（対

前年同期増減率 17.9%増）、経常利益 317 百万円（対前年同期増減率 19.4％）となりました。 

 

 
(3)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

平成 19年９月期第１四半期 3,216 2,599 80.8 43,626  20 

平成 18年９月期第１四半期 2,574 2,094 81.3 35,874  50 

(参考)平成18年９月期 3,714 2,562 69.0 43,058  99 
（注）期末発行済株式数  平成 19 年９月期第 1四半期  59,584 株   平成 18 年９月期第１四半期 58,378 株 
             平成 18 年９月期       59,504 株 
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【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 
四 半 期 末 （ 期 末 ） 残 高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

平成 19年９月期第１四半期 △363 △35 △144 1,624 

平成 18年９月期第１四半期 85 △52 △73 1,772 

(参考)平成18年９月期 1,021 △629 △35 2,167 

 

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等] 

 当第１四半期における総資産は 3,216 百万円となり、前事業年度末と比較して 497 百万円減少しました。

この主な要因としましては、現金及び預金が 543 百万円減少したためであります。 

 負債の期末残高は 617 百万円となり、前事業年度末と比較して 534 百万円減少しました。この主な要因と

しましては、未払金が 166 百万円、未払法人税等が 325 百万円それぞれ減少したためであります。株主資本

につきましては、前事業年度末と比較して、第１四半期の利益剰余金が 33 百万円増加したこと等により、37

百万円増加しております。 
 

（キャッシュ・フロー計算書） 

 当第１四半期における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の期末残高は、1,624 百万円となり、

前事業年度末と比較して 543 百万円減少しました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて税

引前第１四半期純利益が 317 百万円であるのに対し、未払法人税等の支払が 401 百万円であること及び未払

金の減少が 154 百万円であること、投資活動によるキャッシュ･フローにおける無形固定資産の取得による支

出25百万円であること、財務活動によるキャッシュ・フローにおける配当金の支払148百万円であることが、

主な要因であります。 

 

 

３ 平成 19 年９月期の業績予想（平成 18 年 10 月１日 ～ 平成 19 年９月 30 日） 
 

 予 想 売 上 高        予想経常利益        予想当期純利益 
１ 株 当 た り 予 想
当 期 純 利 益

 百万円 百万円 百万円 円  銭

中   間   期 2,690 555 322 5,404 14

通       期 6,040 1,380 800 13,426 42

（注）１株当たり予想当期純利益の計算は、当第１四半期末の発行済株式数（59,584 株）で計算しております。 
 
[業績予想に関する定性的情報等] 

 当社を取り巻く経営環境は、各企業における業績拡大のための人材確保の動きなどにより、前事業年

度より引き続き好調に推移しております。このような経営環境の中、当社は更なる高い成長を遂げるた

めに、Ｗｅｂサイト『＠type』を中心とした既存商品・サービスの更なる強化及び女性転職事業の拡大

を主軸として、売上の拡大に努めて参ります。特にＷｅｂサイト『＠type』につきましては、サイトシ

ンボルキャラクターとしてメジャーリーグで活躍する松井秀喜選手と契約をし、「ひとつ上」の転職サイ

トとして皆様の認知度向上を図るため、平成 19 年１月より大々的な広告宣伝を展開しております。 

また、当社キャリア情報事業における営業職、人材紹介事業における営業職及びキャリアアドバイザ

ーの従業員数を拡充し、当社ならではの求人情報件数の増加、求職者に対するキメ細やかな面談を実現

致することにより、より多くの求職者のみなさまに「正社員」「ひとつ上」の転職の実現に向け努力いた

します。 

  

（注）上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在

における仮定を前提としております。実際の業績は、今後の様々な要因によって異なる可能性があります。 
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（添付資料） 

１．第１四半期財務諸表等 

（１）第１四半期貸借対照表 

 
前第１四半期会計期間末

（平成17年12月31日現在）

当第１四半期会計期間末

（平成18年12月31日現在）
増 減 

（参考） 

平成18年9月期 

区分 
金額 

（千円） 

構成比

（％）

金額 

（千円） 

構成比

（％）

金額 

（千円） 

増減率 

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％）

 (資産の部)    

Ⅰ 流動資産          

1. 現金及び預金  1,772,169 1,624,489 △147,679  2,167,674

2. 売掛金  430,875 524,857 93,981  564,309

3. たな卸資産  17,385 18,954 1,569  18,951

4. 前払費用  38,982 178,789 139,806  38,825

5. 繰延税金資産  16,908 21,034 4,125  83,887

6. その他  33 828 795  2,638

 貸倒引当金  △3,231 △4,690 △1,459  △5,043

 流動資産合計  2,273,124 88.3 2,364,265 73.5 91,140 4.0 2,871,244 77.3

Ⅱ 固定資産    

  1. 有形固定資産 ※1   

（1） 建物  65,478 77,426 11,947  80,223

（2） その他  12,658 19,539 6,881  16,870

  計  78,136 96,965 18,828  97,094

  2. 無形固定資産  131,599 152,386 20,786  142,892  

  3. 投資その他の資産    

（1） 定期性預金  － 500,000 500,000  500,000

（2） 敷金保証金  81,457 92,820 11,362  92,820

（3） その他  15,661 14,476 △1,184  14,385

 貸倒引当金  △5,142 △3,978 1,164  △3,978

  計  91,976 603,318 511,342  603,227

 固定資産合計  301,712 11.7 852,669 26.5 550,957 182.6 843,214 22.7

 資産合計  2,574,836 100.0 3,216,935 100.0 642,098 24.9 3,714,458 100.0
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前第１四半期会計期間末

（平成17年12月31日現在）

当第１四半期会計期間末

（平成18年12月31日現在）
増 減 

（参考） 

平成18年9月期 

区分 金額（千円） 
構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

金額 

（千円） 

増減率 

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％）

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

1. 支払手形 34,425 33,702 △723  39,069

2. 買掛金 25,460 21,212 △4,248  29,692

3. 未払金 157,966 231,314 73,347  397,860

4. 未払費用 50,369 63,037 12,668  71,110

5. 未払法人税等 88,460 75,852 △12,608  401,657

6. 未払消費税等 24,770 30,188 5,417  48,322

7. 賞与引当金 19,439 26,764 7,325  96,635

8. その他 65,424 120,812 55,388  52,957

 流動負債合計 466,317 18.1 602,884 18.7 136,567 29.3 1,137,306 30.6

Ⅱ 固定負債    

1. 退職給付引当金 14,237 14,627 390  14,970

 固定負債合計 14,237 0.6 14,627 0.5 390 2.7 14,970 0.4

 負債合計 480,554 18.7 617,511 19.2 136,957 28.5 1,152,276 31.0
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前第１四半期会計期間末

（平成17年12月31日現在）

当第１四半期会計期間末

（平成18年12月31日現在）
増 減 

（参考） 

平成18年９月期 

区分 
金額 

（千円） 

構成比

（％）

金額 

（千円） 

構成比

（％）

金額 

（千円） 

増減率 

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％）

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 463,237 18.0 － － △463,237 － － －

Ⅱ 資本剰余金   

1. 資本準備金 665,885 － △665,885  －

2. その他資本剰余金 69,305 － △69,305  －

 資本剰余金合計 735,190 28.5 － － △735,190 － － －

Ⅲ 利益剰余金   

 
第１四半期（当期） 

未処分利益 
895,853 －  △895,853  －

 利益剰余金合計 895,853 34.8 － － △895,853 － － －

 資本合計 2,094,281 81.3 － － △2,094,281 － － －

 負債・資本合計 2,574,836 100.0 － － △2,574,836 － － －

    

（純資産の部）     

Ⅰ 資本金 － － 484,300 15.1 484,300 － 482,275 13.0

Ⅱ 資本剰余金   

1. 資本準備金 － 686,947 686,947  684,922

2. その他資本剰余金 － 69,305 69,305  69,305

 資本剰余金合計 － － 756,253 23.5 756,253 － 754,228 20.3

Ⅲ 利益剰余金   

1. 
その他利益 

剰余金 
  

 繰越利益剰余金 － 1,358,869 1,358,869  1,325,678

 利益剰余金合計 － － 1,358,869 42.2 1,358,869 － 1,325,678 35.7

 株主資本合計 － － 2,599,423 80.8 2,599,423 － 2,562,182 69.0

 純資産額合計 － － 2,599,423 80.8 2,599,423 － 2,562,182 69.0

 負債純資産額合計 － － 3,216,935 100.0 3,216,935 － 3,714,458 100.0
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（２）第１四半期損益計算書 

 
前第１四半期会計期間 

（自 平成17年10月１日 

  至 平成17年12月31日） 

当第１四半期会計期間

（自 平成18年10月１日 

  至 平成18年12月31日）

増 減 
（参考） 

平成18年9月期 

区分 
金額 

（千円） 

百分比

（％）

金額 

（千円） 

百分比

（％）

金額 

（千円） 

増減率 

（％） 

金額 

（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高  1,007,769 100.0 1,316,163 100.0 308,393 30.6 4,519,713 100.0

Ⅱ 売上原価  166,374 16.5 180,700 13.7 14,326 8.6 721,545 16.0

 売上総利益  841,395 83.5 1,135,462 86.3 294,067 34.9 3,798,167 84.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費  573,594 56.9 819,820 62.3 246,226 42.9 2,789,853 61.7

 営業利益  267,800 26.6 315,641 24.0 47,841 17.9 1,008,314 22.3

Ⅳ 営業外収益  151 0.0 1,617 0.1 1,466 967.4 3,441 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※1 2,241 0.2 51 0.0 △2,189 △97.7 26,382 0.6

 経常利益  265,711 26.4 317,208 24.1 51,497 19.4 985,373 21.8

Ⅵ 特別利益          － － 353 0.0 353 － － －

Ⅶ 特別損失 ※2 － － － － － － 11,149 0.2

 
税引前第１四半期 

（当期）純利益 
 265,711 26.4 317,561 24.1 51,850 19.5 974,223 21.6

 
法人税、住民税及び 

事業税 
 85,403 8.5 72,618 5.5 △12,784 △15.0 430,751 9.5

 法人税等調整額  24,631 2.4 62,991 4.8 38,360 155.7 △42,030 △0.9

 
第１四半期（当期） 

純利益 
 155,676 15.5 181,950 13.8 26,274 16.9 585,502 13.0

 前期繰越利益  740,176 － △740,176  －

 
第１四半期（当期） 

未処分利益 
 895,853 － △895,853  －
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（３）第１四半期株主資本等変動計算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 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 
その他 

資本剰余金
資本剰余金

合計 繰越利益 
剰余金 

株主 
資本 
合計 

平 成 1 8 年 ９ 月 3 0 日 残 高 482,275 684,922 69,305 754,228 1,325,678 2,562,182

第１四半期会計期間中の変動額   

新 株 の 発 行 2,025 2,025 2,025  4,050

剰 余 金 の 配 当  △148,760 △148,760

当 期 純 利 益  181,950 181,950

株主資本以外の項目の第１四半
期会計期間中変動額 (純額 )   

第１四半期会計期間中の変動額合計 2,025 2,025 － 2,025 33,190 37,240

平成 18 年 12 月 31 日残高 484,300 686,947 69,305 756,253 1,358,869 2,599,423

 

 

 
純資産 

合計 

平 成 1 8 年 ９ 月 3 0 日 残 高 2,562,182 

第１四半期会計期間中の変動額  

新 株 の 発 行 4,050 

剰 余 金 の 配 当 △148,760 

当 期 純 利 益 181,950 

株主資本以外の項目の第１四半
期会計期間中変動額 (純額 )  

第１四半期会計期間中の変動額合計 37,240 

平成 18 年 12 月 31 日残高 2,599,423 
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（４）第１四半期キャッシュ・フロー計算書 

 
前第１四半期会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

（参考） 
平成18年９月期 

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１四半期（当期）純利益 265,711 317,561 974,223 

 減価償却費 10,138 13,786 49,015 

 貸倒引当金の増減額 499 △353 1,147 

 賞与引当金の増減額 △50,446 △69,870 26,749 

 退職給付引当金の増減額 320 △342 1,052 

 受取利息 － － △572 

 無形固定資産除却損 － － 3,203 

 有形固定資産除却損 － － 4,189 

 売上債権等の増減額 △9,274 39,452 △141,544 

 たな卸資産の増加額 △2,823 △2 △4,389 

 仕入債務の増減額 △5,355 △13,847 3,519 

 未払消費税等の増減額 △11,776 △18,134 11,775 

 未払金の増減額 △79,025 △154,733 151,069 

 その他 44,795 △75,172 60,426 

小計 162,762 38,343 1,139,866 

 利息の受取額 － － 572 

 法人税等の支払額 △77,534 △401,657 △119,379 

営業活動によるキャッシュ・フロー 85,227 △363,313 1,021,059 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

 定期預金の預入による支出 － － △500,000 

 有形固定資産の取得による支出 △475 △9,834 △31,719 

 無形固定資産の取得による支出 △51,356 △25,130 △86,166 

 敷金保証金の支払による支出 － － △11,362 

 その他 △170 △121 △486 

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,002 △35,085 △629,734 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

 配当金の支払額 △72,962 △148,784 △72,962 

 株式発行に伴う支出 △1,371 △51 △2,041 

 ストックオプション行使による収入 1,000 4,050 39,075 

財務活動によるキャッシュ・フロー △73,333 △144,785 △35,928 

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 △40,108 △543,184 355,396 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,812,277 2,167,674 1,812,277 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末

(期末)残高 
1,772,169 1,624,489 2,167,674 
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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 

項目 
前第１四半期会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

１．資産の評価基

準及び評価

方法 

（1）有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

（1）有価証券 

その他有価証券 

   時価のないもの 

同 左 

（1）有価証券 

その他有価証券 

   時価のないもの 

同 左 

 （2）デリバティブ取引 

時価法 

（2）デリバティブ取引 

    同 左 

（2）デリバティブ取引 

    同 左 

 （3）たな卸資産 

仕掛品 

個別法による原価法を採

用しております。 

（3）たな卸資産 

仕掛品 

同 左 

（3）たな卸資産 

仕掛品 

同 左 

２．固定資産の減

価償却の方法 

（1）有形固定資産 

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

建物     10～18年 

工具器具備品 4～10年 

 

（2）無形固定資産 

定額法を採用しております。

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)に基づいてお

ります。 

（1）有形固定資産 

同 左 

 

 

 

 

 

（2）無形固定資産 

      同 左 

 

 

 

（1）有形固定資産 

同 左 

 

 

 

 

 

（2）無形固定資産 

      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。 

 

株式交付費 

同 左 

株式交付費 

同 左 

（追加情報） 

（繰延資産の会計処理に関する当

面の取扱い） 

 当事業年度より、「繰延資産の

会計処理に関する当面の取扱い

（企業会計基準委員会 平成18

年８月11日 実務対応報告第19

号）を適用しております。 

  前事業年度において営業外費用

の内訳としていた「新株発行費」

は、当事業年度より「株式交付費」

として表示する方法に変更してお

ります。 

４.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

は貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については

個別に債権の回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上し

ております。 

（1）貸倒引当金 

同 左 

（1）貸倒引当金 

同 左 
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項目 
前第１四半期会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

 （2）賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備え

るため、将来の支給見込額のう

ち当期負担額を計上しており

ます。 

（2）賞与引当金 

同 左 

（2）賞与引当金 

    同 左 

 （3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当第１四半期会計期間末

における退職給付債務の見込

額に基づき計上しております。

（3）退職給付引当金 

同 左 

（3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務の見込額に基づ

き計上しております。 

５．リース取引の

処理方法 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によって

おります。 

 

同 左 

 

同 左 

６．ヘッジ会計の

方法 

イ．ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によってお

ります。ただし、金利スワッ

プについて特例処理の要件を

充たしている場合には、特例

処理を採用しております。 

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 

ハ． ヘッジ方針 

金利リスクの低減のためヘ

ッジを行っております。 

ニ．ヘッジ有効性の評価の方法

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

いる金利スワップについて

は、有効性の評価を省略して

おります。 

 

ヘッジ会計が適用される取引はあ

りません。 

 

 

同 左 

７．四半期キャッ

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 

四半期キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金同

等物）は、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 

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。 
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項目 
前第１四半期会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

８．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 

   税抜方式によっております。

 

消費税等の会計処理 

同 左 

 

消費税等の会計処理 

同 左 

 

 

会計処理方法の変更 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

  当事業年度より固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会

計審議会平成14年８月９日）及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平成

15年10月31日）を適用しております。こ

れによる損益に与える影響はありませ

ん。 

 

 

 

（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） 

  当事業年度より、「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2,562,182千円であります。 

  なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度は、改正後の財務諸表等規則

により作成しております。 

 

 

注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第１四半期会計期間末 
（平成17年12月31日現在） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年12月31日現在） 

前事業年度末 
（平成18年９月30日現在） 

※１有形固定資産の減価償却累計額 

            38,779千円 

 

※１有形固定資産の減価償却累計額

            49,165千円

 

※１有形固定資産の減価償却累計額

            44,236千円
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（四半期損益計算書関係） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

※１ 営業外費用の主要項目 

    新株発行費  2,041千円 

 

※１ 営業外費用の主要項目 

株式交付費      51千円 

 

※１ 営業外費用の主要項目 

公開関連費用 24,000千円 

株式交付費   2,041千円 

※２ 

  

※２  

    

 

※２ 特別損失 

   固定資産除却損 11,149 千円 

 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産 3,578千円 

無形固定資産 6,559千円 

   ３ 減価償却実施額 

    有形固定資産  4,929 千円 

        無形固定資産  8,857 千円 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産 17,669千円 

無形固定資産 31,346 千円 

 

(四半期株主資本等変動計算書関係) 

当第１四半期会計期間（自 平成 18 年 10 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並び自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 

株式数（株） 

当第１四半期 

会計期間増加 

株式数（株） 

当第１四半期 

会計期間減少 

株式数（株） 

当第１四半期 

会計期間株式数（株）

普通株式     

 普通株式（注） 59,504 80 － 59,584

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加 80 株の内訳は以下になります。 

        ストックオプションの行使  80 株 

 

 ２．配当に関する事項 

決議 株式の種類 
配当金額の 

総額（千円） 

１株あたり 

配当金額（円）
基準日 効力発生日 

平成 18 年 12 月 22 日 

定時株主総会 
普通株式 148,760 2,500 平成 18 年 9月 30 日 平成18年12月25日

 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

１ 現金及び現金同等物の第１四半期

末残高と四半期貸借対照表に掲記さ

れている科目及び金額との関係 

(平成17年12月31日現在) 

現金及び預金勘定 1,772,169千円 

現金及び現金同等物 1,772,169千円 
 

１ 現金及び現金同等物の第１四半期

末残高と四半期貸借対照表に掲記さ

れている科目及び金額との関係 

(平成18年12月31日現在)

現金及び預金勘定 1,624,489千円

現金及び現金同等物 1,624,489千円
 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目及

び金額との関係 

(平成18年９月30日現在)

現金及び預金勘定 2,167,674千円

現金及び現金同等物 2,167,674千円
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（リース取引関係） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30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 

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） 

期末残高

相当額 

（千円） 

工具器

具備品 
45,776 23,159 22,617 

ソフト

ウェア 
15,961 9,465 6,495 

合計 61,738 32,624 29,113 
 

 

 

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
55,025 26,341 28,684

ソフト

ウェア
15,961 9,465 6,495

合計 70,987 35,807 35,180
 

 

 

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
55,025 22,435 32,589

ソフト

ウェア
15,961 8,468 7,493

合計 70,987 30,904 40,083
 

２．未経過リース料期末残高相当額等 ２．未経過リース料期末残高相当額等 ２．未経過リース料期末残高相当額等 
 

１年内 16,781 千円

１年超 13,843 千円

合計 30,624 千円
  

 
１年内  19,859千円

１年超  16,957千円

合計  36,816千円
  

 
１年内 19,871 千円

１年超 21,808 千円

合計 41,680 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 4,661 千円

減価償却費相当額 4,202 千円

支払利息相当額 462 千円
  

 
支払リース料 5,428 千円

減価償却費相当額 4,902 千円

支払利息相当額 564 千円
  

 
支払リース料 20,657 千円

減価償却費相当額 18,593 千円

支払利息相当額 2,588 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 

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。 

 同   左 同   左 

 

 

（有価証券関係） 

前第１四半期会計期間末（平成 17 年 12 月 31 日現在）、当第 1 四半期会計期間年度末（平成 18 年 12 月 31 日現在）及

び前事業年度末（平成 18 年９月 30 日現在） 

該当事項はありません。 
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（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

前第１四半期会計期間末 
（平成17年12月31日現在） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年12月31日現在） 

前事業年度末 
（平成18年９月30日現在） 

（1）取引の内容 

変動金利による借入金に係る支払

利息が、将来の金利上昇から受ける影

響を回避する目的で金利スワップ取

引を利用しております。なお、デリバ

ティブ取引についてはヘッジ会計を

行っております。 

ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。ただし、金利スワップ取引につ

いて特例処理の要件を充たす場合

には特例処理を採用しております。 

ヘッジ手段及びヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・金利スワップ取引 

ヘッジ対象・・・借入金 

なお、当第１四半期会計期間末で

はヘッジ対象を有していないため、ヘ

ッジ手段を時価評価しております。 

（2）取引に対する取組方針 

将来の金利の変動によるリスク回

避を目的としており、投機的な取引は

行わない方針であります。 

（3）取引に係るリスクの内容 

当社が利用しているデリバティブ

取引は投機目的ではないため、当該取

引に係る市場リスクはほとんどない

と判断しております。また、デリバテ

ィブ取引の相手先を信用度の高い金

融機関に限定することにより信用リ

スクの最小化を図っております。 

（4）取引に係るリスク管理体制 

取引の実行及び管理は、社内規程に

従い、「職務権限規程」に定める決裁

権者により承認された取引権限枠等

に基づき、経営企画部が行っておりま

す。なお、多額の借入金等は、取締役

会の専決事項でありますので、それに

伴う金利スワップ契約の締結等は、同

時に取締役会で決定されることとな

ります。 

（1）取引の内容 

    変動金利による借入金に係る支払

利息が、将来の金利上昇から受ける

影響を回避する目的で金利スワップ

取引を利用しておりましたが、対象

となる借入金を繰り上げ返済したた

め、当該取引は時価で評価しており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）取引に対する取組方針 

         

 

 

（3）取引に係るリスクの内容 

         

 

 

 

 

 

 

（4）取引に係るリスク管理体制 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）取引の内容 

    

同    左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）取引に対する取組方針 

 

 

 

（3）取引に係るリスクの内容 

  

     

 

 

 

 

 

（4）取引に係るリスク管理体制 

  

     

    

 

 

２．取引の時価等に関する事項 

     重要性が乏しいため、前第１四半期会計期間末（平成 17 年 12 月 31 日現在）及び当第１四半期会計期間末（平

成 18 年 12 月 31 日現在）においては、評価損益の算定を省略しております。また、前事業年度末の（平成 18 年

９月 30 日現在）の注記の記載は省略しております。 
 
 

（持分法損益等） 

前第１四半期会計期間（自平成 17 年 10 月１日 至平成 17 年 12 月 31 日）、当第１四半期会計期間（自平成 18 年

10 月１日 至平成 18 年 12 月 31 日）及び前事業年度（自平成 17 年 10 月 1 月 至平成 18 年９月 30 日） 

当社は関連会社を有していないため､該当事項はありません｡ 
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（１株当たり情報） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

 

１株当たり純資産額 35,879.42円 

１株当たり第１四半期純利益 2,667.06円 

潜在株式調整後１株当
たり第１四半期純利益 

2,585.17円 

 

１株当たり純資産額 43,626.20円 

１株当たり第１四半期純利益 3,055.07円 

潜在株式調整後１株当
たり第１四半期純利益

2,941.93円 

 

１株当たり純資産額 43,058.99円 

１株当たり当期純利益 9,973.47円 

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益 

9,540.09円 

 

当社は、平成17年５月20日付で株式１株

につき２株の株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前第１四半期会計期間

における１株当たり情報については、それ

ぞれ以下のとおりとなっております。 

 

当社は、平成17年11月18日付で株式１株

につき２株の株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前第１四半期会計期間

及び前事業年度における１株当たり情報

については、それぞれ以下のとおりとなっ 

ております。 
 

１株当たり純資産額 55,901.14円 

１株当たり第１四半期純利益 4,733.20円 

潜在株式調整後１株当

たり第１四半期純利益 
4,472.42円 

前第１四半期会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

27,950.57円 34,445.22円 

１株当たり第１

四半期純利益 

１株当たり当期純

利益 

2,366.60円 8,811.92円 

潜在株式調整後

１株当たり第１

四半期純利益 

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益 

2,236.21円 8,342.32円 

 

   

 

当社は、平成17年11月18日付で株式１株

につき２株の株式分割を行っております。

なお、当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前事業年度における１

株当たり情報については、それぞれ以下の

とおりとなっております。 

１株当たり純資産額  34,445.22円 

 

１株当たり当期純利益  8,811.92円 

 

潜在株式調整後１株当 

たり当期純利益     8,342.32円 
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 (注)１株当たり第１四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）純利益の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。 

 

 

 

（重要な後発事象） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

    

 

  前第１四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 

至 平成17年12月31日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年10月１日 

至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
  至 平成18年９月30日）

1 株当たり第１四半期（当期）純利益 

金額 
   

第 1 四半期（当期）純利益 (千円) 155,676 181,950 585,502 

普通株主に帰属しない金額 (千円) － － － 

普通株式に係る第 1 四半期

（当期）純利益 
(千円） 155,676 181,950 585,502 

期中平均株式数 （株） 58,370 59,557 58,706 

     

潜在株式調整後１株当たり第１四半期

（当期）純利益金額 
   

第１四半期（当期）純利益調

整額 
(千円) － － － 

普通株式増加数 （株） 1,849 2,291 2,667 

（うち新株引受権（株））  （333） (106) (207) 

（うち新株予約権（株））  （1,516） (2,185) (2,460) 

 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要 

 

 

 

 

平成 18 年４月ストック・オプ

ション（株式の数 267 株） 

 

平成 18 年４月ストック・オプ

ション（株式の数 267 株） 

なお、これらの詳細は、「スト

ック・オプション等関係」に記

載のとおりであります。 

 


