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平成 19 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）      平成19年２月９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 （コード番号：8769 大証ヘラクレス Ｇ） 

（ＵＲＬ  http://www.armg.jp ） 

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長      鳥越 慎二 

     責任者役職・氏名 企画・管理担当取締役   菅野 潤 （ＴＥＬ：（03）5794－3800） 
 
１ 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項 

① 会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の

方法との相違の有無 
： 無 

② 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 ： 無 
③ 公認会計士又は監査法人による関与の有無 ： 無 

 
２ 平成19年３月期 第３四半期の財務・業績概況（平成18年４月１日～平成18年12月31日） 
（１）経営成績（連結）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 ％ 

平成19年３月期第３四半期 1,389 － 160 － 91 － 42 － 

平成18年３月期第３四半期 － － － － － － － － 

（参考）18年３月期 1,629 － 93 － 73 － 44 － 

 
 

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 303 94 251 82 

平成18年３月期第３四半期 － － － － 

（参考）18年３月期 334 17 － － 

 

（注） １．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期比増減率を示しております。ただし、平成 19 年

３月期第３四半期は第３四半期連結財務諸表の作成初年度であるため、平成 18 年３月期第３四半期の記載及

び平成19年３月期第３四半期に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17年３月

期が９ヶ月決算であったため、平成18年３月期の対前年同期比増減率の記載を省略しております。 

  ２．潜在株式調整後1株当たり当期純利益につきましては、平成18年３月期は、新株予約権の残高はあります

が当社株式は非上場であったため期中平均株価が算定できませんので記載しておりません。 

 

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］ 

 当第３四半期連結会計期間における当社グループは、「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よる団体長期障害所得補償保険（以下ＧＬＴＤという）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（Employee Assistance 

Programの略）」の販売を積極的に実施いたしました。 

なお、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、増益基調となっ

ておりますが、当第３四半期連結会計期間に保険金の不払問題が発生し、保険会社に対する取扱業務停止など

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いて実施されるものであり、当社グループが支

払の判断に介在することはありませんので、当該問題による当社グループへの直接的な影響はないものと考え

ております。また、当社は乗合保険会社を多数有しておりますので、特定の保険会社の取扱業務停止による重

要な影響はないものと考えておりますが、より一層顧客の立場にたち、コンプライアンスの徹底を図る所存で

あります。 
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また、当社は平成 18 年 12 月に上場いたしましたので、当第３四半期連結会計期間において、上場に関連す

る費用として株式交付費８百万円及び上場関連費用 23百万円が営業外費用に発生いたしました。 

その結果、売上高は 1,389 百万円、営業利益 160 百万円、経常利益 91 百万円、四半期純利益 42 百万円とな

りました。 

 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、当第３四半期連結会計期間におきましては、全員加入のＧ

ＬＴＤは新規で 37 団体に導入され、任意加入のＧＬＴＤは新規で 21 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。以上により、平成 18 年 12 月末現在

で、全員加入のＧＬＴＤの導入団体数が 124 団体、任意加入のＧＬＴＤの導入団体数が 119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 12 月末現在で約 45億円となり、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のみを対象に

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も開催し、地方都市での

事業展開を実施いたしました。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 577 百万円、営業利益は 99百万円となりました。 

  

（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様々な業種への導入が進んでおります。また、従業員数が 5,000

名を越える大企業だけでなく、従業員数 500 名程度の中堅企業に対しても導入が進む等、多様な企業に対し導

入が促進されております。当第３四半期連結会計期間におきましては、24 団体において新規に導入され、平成

18年 12 月末現在で 46団体に対してアドバンテッジＥＡＰが導入されております。 

 この結果、メンタルヘルスケア事業の売上高は 178 百万円、営業利益は 68百万円となりました。 

 

（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、近年保険の募集を行っていなかった

企業に対しても再度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。当該事業における既存契約から

えられる手数料収入につきましては、一定の解約があるものの、順調に推移しております。一方、独立ＦＰ

（Financial Plannerの略）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Ｆ

Ｐネットワークに関しましては、当初計画より売上の立ち上がりが遅れました。 

 この結果、パーソナルリスク事業の売上高は 480 百万円、営業利益は 258 百万円となりました。 

 なお、ＦＰネットワークに関しましては、平成18年 12 月現在で約 60名の登録がなされており、当該事業を

今後展開するための基盤が整いつつあります。また、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 12 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ていることから、前期同様に新規の契約を獲得することだけ
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でなく、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ます。当第３四半期連結会計

期間におきましては、主要な顧客の一部にその属する業界の環境変化が生じたため、当該顧客との年間取引額

の維持に不確実な要素が発生いたしました。しかしながら、当該顧客への様々な提案活動や新規の取引先への

多様な保険商品の提案活動等により、既存契約の維持及び新規契約の獲得に努めております。 

 この結果、ビジネスリスク事業の売上高は 153 百万円、営業利益は 40百万円となりました。 

 
 
（２）財政状態（連結）の変動状況                        （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 1,868 694 34.7 4,258 86 

平成18年３月期第３四半期 － － － － － 
（参考）18年３月期 1,744 351 20.1 2,551 74 

（注） １．平成19年３月期第３四半期は第３四半期連結財務諸表の作成初年度であるため、平成18年３月期第３四半期

の記載を省略しております。 
  
・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

の期末残高 
 百万円 百万円 百万円 百万円 

平成19年３月期第３四半期 247 △135 90 498 

平成18年３月期第３四半期 － － － － 
（参考）18年３月期 174 △252 △262 295 

（注） １．平成19年３月期第３四半期は第３四半期連結財務諸表の作成初年度であるため、平成18年３月期第３四半期

の記載を省略しております。 
 
［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］ 

① 資産、負債及び資本の状況 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末より 123百万円増加し、1,868 百万円となりまし

た。流動資産は 141 百万円増加し、1,159 百万円となりました。これは主に、上場等により現金及び預金が増

加したことによるものです。固定資産は 18 百万円減少し、709 百万円となりました。これは主に、設備投資

によりソフトウェアが増加する一方で、のれん償却によりのれんが減少したこと及び保有株式の市場価格の

下落・持分法による投資損失の計上等により投資有価証券が減少したことによるものです。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債は前連結会計年度末より166百万円減少し、1,173百万円となりました。

流動負債は 20 百万円減少し、953 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 145百万円減少し、220 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。 

 当第３四半期連結会計期間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

290 百万円増加し、694 百万円となりました。これは主に、上場に伴う新株発行により資本金及び資本剰余金

が増加したことによるものです。 

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料預り金とし

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41.9％となります。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期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
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203 百万円増加し、498 百万円となりました。 

 当第３四半期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 247 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四半期純利益が92百万円となったことや、

のれん償却 77百万円、その他の負債の増加額 65百万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 135 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 138 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） 

 財務活動の結果得られた資金は 90百万円となりました。 

 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 170 百万円となったこと及び上場に伴う株

式の発行による収入が 261 百万円となったことによるものです。 

  

 

３ 平成 19年３月期の連結業績予想（平成 18年４月 1日から平成 19年３月 31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 

通     期 2,006 165 108 709 40 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

 当第３四半期の業績に関しましては、計画に対し若干下回っておりますが、平成 18年 11 月 10日に発表した

数値と現時点では、変更ありません。 

 

(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。 
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４ 四半期連結財務諸表 

(１) 四半期連結貸借対照表 

  
当第３四半期連結会計期間末 

（平成18年12月31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   498,423   295,385  

２．受取手形及び売掛金   281,958   256,890  

３．たな卸資産   3,372   4,038  

４．保険代理店勘定 ※１  322,488   387,523  

５．未収入金   4,730   12,865  

６．前払費用   15,413   24,486  

７．繰延税金資産   3,861   35,546  

８．その他   30,706   2,126  

貸倒引当金   △1,690   △1,410  

流動資産合計   1,159,267 62.0  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  10,619 10,021  9,428 11,212  

(2) 工具器具備品  44,870   44,989   

減価償却累計額  30,783 14,086  26,395 18,594  

有形固定資産合計   24,108 1.3  29,806 1.7 

２．無形固定資産        

(1）営業権   －   211,151  

(2) のれん   133,787   －  

(3) ソフトウェア   318,798   218,208  

(4）その他   2,401   2,492  

無形固定資産合計   454,987 24.4  431,852 24.7 
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当第３四半期連結会計期間末 

（平成18年12月31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   105,485   150,716  

(2）長期貸付金   4,000   8,000  

(3）敷金保証金 ※２  93,447   94,203  

(4）繰延ヘッジ損失   －   3,229  

(5）繰延税金資産   9,967   －  

(6)その他   17,229   9,683  

貸倒引当金   △20   △40  

投資その他の資産合計   230,110 12.3  265,793 15.3 

固定資産合計   709,206 38.0  727,452 41.7 

資産合計   1,868,473 100.0  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  188,058   216,846  

３．未払金   83,053   55,215  

４．未払法人税等   26,011   6,599  

５．保険料預り金 ※１  322,488   387,523  

６．繰延税金負債   －   463  

７．賞与引当金   16,204   34,948  

８．その他   117,314   72,197  

流動負債合計   953,130 51.0  973,794 55.9 
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当第３四半期連結会計期間末 

（平成18年12月31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  209,180   351,243  

２．繰延税金負債   198   443  

３．金利スワップ   2,673   3,229  

４．連結調整勘定   －   7,024  

５．負ののれん   5,268   －  

６．その他   3,236   4,502  

固定負債合計   220,555 11.8  366,442 21.0 

負債合計   1,173,686 62.8  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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当第３四半期連結会計期間末 

（平成18年12月31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   221,224 11.8  － － 

２．資本剰余金   172,818 9.2  － － 

３．利益剰余金   241,956 13.0  － － 

株主資本合計   635,999 34.0  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差
額金 

  13,958   －  

２．繰延ヘッジ損益   △1,580   －  

評価・換算差額等合計   12,378 0.7  － － 

Ⅲ 少数株主持分   46,409 2.5  － － 

純資産合計   694,787 37.2  － － 

負債純資産合計   1,868,473 100.0  － － 
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(２) 四半期連結損益計算書 

  
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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   1,389,481 100.0  1,629,656 100.0 

Ⅱ 売上原価   136,881 9.9  119,059 7.3 

売上総利益   1,252,600 90.1  1,510,596 92.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,092,322 78.6  1,417,443 87.0 

営業利益   160,277 11.5  93,153 5.7 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  76   145   

２．受取配当金  965   1,025   

３．連結調整勘定償却  －   1,440   

４．負ののれん償却  1,756   －   

５．保険解約返戻金  3,537   5,100   

６．その他  547 6,883 0.5 978 8,690 0.5 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  15,440   26,040   

２．持分法による 
  投資損失 

 28,431   1,432   

３．株式交付費  8,449   －   

４．上場関連費用  23,629   －   

５．その他  － 75,950 5.4 609 28,082 1.7 

経常利益   91,210 6.6  73,761 4.5 
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当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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  3,180 3,180 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 

税金等調整前四半期
（当期）純利益 

  92,865 6.7  73,704 4.5 

法人税、住民税及び事
業税 

 28,093   27,943   

法人税等調整額  29,364 57,458 4.2 △1,879 26,063 1.6 

少数株主利益（△） 
又は少数株主損失 

  6,778 0.5  △3,503 0.2 

四半期（当期）純利益   42,185 3.0  44,137 2.7 
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(３) 連結剰余金計算書及び四半期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 
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 四半期連結株主資本等変動計算書 

当第３四半期連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年12月31日） 

 

株主資本 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 

第３四半期連結会

計期間中の変動額 
      

 
  

 新株の発行 133,400 133,400  266,800     266,800 

 四半期純利益   42,185 42,185     42,185 

株主資本以外の

項目の第３四半

期連結会計期間

中の変動額（純

額） 

    △10,508 △1,580 △12,089 △6,778 △18,867 

第３四半期連結会

計期間中の変動額

合計  （千円） 

133,400 133,400 42,185 308,985 △10,508 △1,580 △12,089 △6,778 290,117 

平成18年12月31日

残高（千円） 
221,224 172,818 241,956 635,999 13,958 △1,580 12,378 46,409 694,787 
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(４) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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 
四半期（当期）純利益 

 92,865 73,704 

減価償却費  42,900 31,748 

連結調整勘定償却額  － △1,440 

負ののれん償却額  △1,756 － 

持分法による投資損失  28,431 1,432 

貸倒引当金の増加額  260 210 

受取利息及び受取配当金  △1,042 △1,171 

支払利息  15,440 26,040 

株式交付費  8,449 － 

営業権償却  － 103,151 

のれん償却  77,363 － 

固定資産除却損  1,526 57 

賞与引当金の減少額  △18,743 △4,082 

売上債権の増加額  △25,067 △26,204 

たな卸資産の増減額 
（△は増加） 

 665 △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） 

 △4,526 18,939 

その他の資産の増減額 
（△は増加） 

 6,523 △3,290 

その他の負債の増加額  65,763 29,022 

    

小計  289,052 248,295 

利息及び配当金の受取額  1,753 1,194 

利息の支払額  △16,353 △25,547 

法人税等の支払額  △26,667 △49,049 

営業活動によるキャッシュ・フロー  247,786 174,893 
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当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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  △659 △14,662 

無形固定資産の取得による支出  △138,568 △167,664 

投資有価証券の取得による支出  △972 △61,269 

差入保証金の返還による収入  591 － 

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 4,000 

    

投資活動によるキャッシュ・フロー  △135,724 △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  △170,851 △225,542 

株式の発行による収入  261,827 13,349 

    

財務活動によるキャッシュ・フロー  90,976 △262,193 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 
  （△は減少） 

 203,037 △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 
  四半期末（期末）残高 

※１ 498,423 295,385 
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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、四半期純損益及び利益

剰余金等は、いずれも四半期連結財務

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、四半期純損益

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。 

（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．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項 

すべての連結子会社の四半期の末日は、

四半期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 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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 

四半期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 
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項目 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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

給見込額のうち第３四半期連結会計

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 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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）その他四半期連結財務

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。 

５．四半期連結キャッシュ・

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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   四半期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 

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

 当第３四半期連結会計期間より、「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649,958千円

であります。 
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   注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成18年12月31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) 21,840千円の担保として、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。 

 

 

（四半期連結損益計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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          115,090千円 

   給与手当          355,423千円 

   賞与引当金繰入額       15,291千円 

    

 

※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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（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間（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） 

第３四半期連結会

計期間増加株式数

（株） 

第３四半期連結会

計期間減少株式数

（株） 

第３四半期連結会

計期間末株式数 

（株） 

発行済株式     

 普通株式 137,742 14,500 ― 152,242 

合計 137,742 14,500 ― 152,242 

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。 

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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第３四半期末残高と四半期

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        498,423 

 

    現金及び現金同等物       498,423 

 

※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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（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 

当第３四半期連結会計期間 
（平成18年12月31日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

 種類 
取得原価 
（千円） 

四半期 
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 33,381 57,230 23,848 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 33,381 57,230 23,848 32,409 73,887 41,477 

株式 500 258 △241 500 402 △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 500 258 △241 500 402 △98 

合計 33,881 57,489 23,607 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 

当第３四半期連結会計期間 
（平成18年12月31日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

 

四半期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） 

当第３四半期連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年12月31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） 

当第３四半期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】 

当第３四半期連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年12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 577,541 178,571 480,111 153,255 1,389,481 － 1,389,481 

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － － － 

計 577,541 178,571 480,111 153,255 1,389,481 － 1,389,481 

営業費用 478,527 109,783 221,338 113,163 922,813 306,390 1,229,203 

営業利益(又は営業損失) 99,014 68,788 258,773 40,091 466,667 (306,390) 160,277 

  

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   

 当第３四半期連結

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 

306,390 381,516 

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】 

 当第３四半期連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年12月31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】 

 当第３四半期連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年12月31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） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31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 4,258.86円 

１株当たり四半期純利益金額 303.94円 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期純利益金額 

251.82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株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（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。 

 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年12月31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株当たり四半期（当期）純利益金額   

 四半期（当期）純利益（千円） 42,185 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） （ －） （ －） 

 普通株式に係る四半期（当期）純利益 

 （千円） 
42,185 44,137 

 期中平均株式数（株） 138,797 132,080 

   

潜在株式調整後 

１株当たり四半期（当期）純利益金額 
  

 四半期（当期）純利益調整額（千円） － － 

 普通株式増加数（株） 28,728 － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり四半期（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)。 
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平成 19 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（個別）      平成19年２月９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 （コード番号：8769 大証ヘラクレス Ｇ） 

（ＵＲＬ  http://www.armg.jp ） 

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長      鳥越 慎二 

     責任者役職・氏名 企画・管理担当取締役   菅野 潤 （ＴＥＬ：（03）5794－3800） 
 
１ 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項 

① 会計処理の方法の最近事業年度における認識の方法

との相違の有無 
： 無 

② 公認会計士又は監査法人による関与の有無 ： 無 
 
２ 平成19年３月期 第３四半期の財務・業績概況（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 経常利益又は 
経常損失（△） 

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 559 － 105 － 118 － 73 － 

平成18年３月期第３四半期 － － － － － － － － 

（参考）18年３月期 561 － 2 － △7 － 22 － 

 
 

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 526 12 435 90 

平成18年３月期第３四半期 － － － － 

（参考）18年３月期 169 69 － － 

 

（注） １．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期比増減率を示しております。ただし、平成 19 年

３月期第３四半期は第３四半期財務諸表の作成初年度であるため、平成 18 年３月期第３四半期の記載及び平

成19年３月期第３四半期に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17年３月期が

９ヶ月決算であったため、平成18年３月期の対前年同期比増減率の記載を省略しております。  

 ２．潜在株式調整後1株当たり当期純利益につきましては、平成18年３月期は、新株予約権の残高はあります

が当社株式は非上場であったため期中平均株価が算定できませんので記載しておりません。 

 

（２）財政状態の変動状況                            （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 935 478 51.2 3,144 45 

平成18年３月期第３四半期 － － － － － 
（参考）18年３月期 608 138 22.8 1,008 35 

（注） １．平成19年３月期第３四半期は第３四半期財務諸表の作成初年度であるため、平成18年３月期第３四半期の記

載を省略しております。 
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３ 平成 19年３月期の業績予想（平成 18年４月 1日から平成 19年３月 31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 

通     期 808 179 109 715 97 

(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。 
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４ 四半期財務諸表  

(１) 四半期貸借対照表 

  
当第３四半期会計期間末 
（平成18年12月31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   318,570   59,218  

２．売掛金   25,018   18,743  

３．未収入金   3,739   9,644  

４．貯蔵品   374   815  

５．前渡金   50   50  

６．前払費用   4,703   6,264  

７．短期貸付金   120,000   40,000  

８．仮払税金   7,040   －  

９．繰延税金資産   2,022   24,728  

10．その他   6,112   372  

貸倒引当金   △870   △ 350  

流動資産合計   486,761 52.0  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  4,217 4,219  3,714 4,722  

(2)工具器具備品  20,863   20,982   

減価償却累計額  14,173 6,689  12,533 8,449  

有形固定資産合計   10,909 1.2  13,172 2.1 

 



 

 
 

 

4 

 

 

  
当第３四半期会計期間末 
（平成18年12月31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   886   977  

(2)ソフトウェア   113,412   89,190  

(3)その他   1,514   1,514  

無形固定資産合計   115,813 12.4  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   4,000   8,000  

(4)敷金保証金 ※１  78,527   78,818  

(5)繰延税金資産   12,207   －  

(6)その他   415   358  

株式評価引当金   △30,000   －  

貸倒引当金   △20   △ 40  

投資その他の資産合計   322,286 34.4  344,293 56.6 

固定資産合計   449,008 48.0  449,147 73.8 

資産合計   935,770 100.0  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  44,170   46,520  

３．未払金   55,856   34,949  

４．未払費用   10,515   6,466  

５．未払法人税等   1,803   604  

６．預り金   7,470   3,065  

７．前受収益   51,656   13,032  

８．賞与引当金   4,610   7,251  

９．その他   9,450   3,792  

流動負債合計   445,533 47.6  425,682 69.9 
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当第３四半期会計期間末 
（平成18年12月31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  11,520   44,060  

固定負債合計   11,520 1.2  44,060 7.3 

負債合計   457,053 48.8  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 

        

 



 

 
 

 

6 

 

 

  
当第３四半期会計期間末 
（平成18年12月31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   221,224 23.7  － － 

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  182,727   －   

資本剰余金合計   182,727 19.5  － － 

３．利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  74,765   －   

利益剰余金合計   74,765 8.0  － － 

株主資本合計   478,716 51.2  － － 

純資産合計   478,716 51.2  － － 

負債純資産合計   935,770 100.0  － － 

        

 

 



 

 
 

 

7 

 

(２) 四半期損益計算書  

  
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） 

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   559,707 100.0  561,668 100.0 

Ⅱ 売上原価   50,747 9.1  48,166 8.6 

売上総利益   508,959 90.9  513,502 91.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   403,777 72.1  510,805 90.9 

営業利益   105,182 18.8  2,697 0.5 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  1,486   367   

２．受取配当金  52,500   －   

３．ソフトウェア貸与収入  20,250   9,600   

４．その他  384 74,621 13.4 876 10,843 1.9 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  7,810   10,724   

２．貸与ソフトウェア 
  維持管理費用 

 20,491   9,663   

３．株式交付費  8,449   －   

４．上場関連費用  23,629   －   

５．その他  460 60,841 10.9 549 20,937 3.7 

経常利益又は 
経常損失（△） 

  118,962 21.3  △7,395 △1.3 

Ⅵ 特別利益        

１．事業譲渡益  － － － 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  30,000 31,526 5.7 － 57 0.0 

税引前四半期（当期） 
純利益 

  87,436 15.6  17,546 3.1 

法人税、住民税及び 
事業税 

 3,913   605   

法人税等調整額  10,499 14,412 2.6 △5,507 △4,902 △0.9 

四半期（当期）純利益   73,023 13.0  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) 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） 
87,824 49,327 49,327 1,741 1,741 138,893 138,893 

第３四半期会計期間中の 

変動額 
       

 新株の発行 133,400 133,400 133,400 - - 266,800 266,800 

 四半期純利益    73,023 73,023 73,023 73,023 

第３四半期会計期間中の変動

額合計（千円） 
133,400 133,400 133,400 73,023 73,023 339,823 339,823 

平成18年12月31日残高 

（千円） 
221,224 182,727 182,727 74,765 74,765 478,716 478,716 
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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 
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．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 

 



 
 

 

10

 

項目 
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） 

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、支給見込額のうち第３四半期会

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 
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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 

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） 

 当第３四半期会計期間より、「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478,716千円

であります。 
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   注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

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） 

※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) 21,840千円の担保として、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 

1,133 
未経過 

リース料 

計 1,133 － 
 

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 － 
 

  

 

 

（四半期損益計算書関係） 

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） 

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           2,865千円  

  無形固定資産           19,599千円 

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 

 

 

  

（有価証券関係） 

 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）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。 

 

 




