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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　最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 （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 1,834 6.0 222 － 224 － 115 －

平成18年３月期第３四半期 1,731 7.6 △63 － △63 － △44 －

（参考）平成18年３月期 2,379  △109  △109  △78  

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 32 99 － －

平成18年３月期第３四半期 △12 84 － －

（参考）平成18年３月期 △22 59 － －

（注）①　期中平均株式数 平成19年３月期第３四半期 3,487,400株 平成18年３月期第３四半期 3,487,400株

②　平成19年３月期第３四半期及び平成18年３月期第３四半期においては、希薄化効果を有している潜在株式が存

在しておりません。

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。

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

　当社は、現在ＳＭＯ（Site Management Organization 治験施設支援機関）事業をコアビジネスとしております。

同事業は、新医薬品開発のプロセスにおいて、製薬企業の依頼を受けて臨床試験を実施する医療機関から、その業

務の一部を受託するものであります。

　ＳＭＯ業界は、製薬業界における「新薬開発の期間短縮のためには臨床試験の迅速化・効率化ならびに質の向上

が不可欠」との認識の高まりや、医療業界全般における診療報酬以外の新たな収益源の確保に対する期待などを背

景として、受注案件の増加による拡大が続いております。

　その一方で、製薬業界においては増え続ける研究開発費に対して歯止めを掛けるべく、ＳＭＯが提供するサービ

スの質、量、スピード、価格等について、従来以上の高い水準でのバランスを要求する傾向が強まっており、業界

内において激しい受注競争が続いております。

　こうした環境のもと、当社は、平成18年7月にプロジェクト管理を行う専任チームを新設するなど早期の症例獲得

と100％の症例達成率に主眼を置いたプロジェクト管理体制を構築し、コスト削減による価格競争力の強化を柱とす

る事業の建て直しに注力いたしました。
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　また、平成18年7月に臨床試験の実施に適した提携医療機関の拡充を目的とする専任チームも設置し、今後受注が

予想されるプロジェクトの実施に適した提携医療機関の拡充による受注能力の強化を図りつつ、積極的な受注活動

を行いました。その結果、当第３四半期会計期間末における提携医療機関数は、583（前年同期末比89増）となり、

そのうち病院数は224（前年同期末比38増）、診療所数は359（前年同期末比51増）となりました。当第３四半期会

計期間における受注高は26億48百万円（前年同期比38.5％増）、当第３四半期会計期間末における受注残高は33億

84百万円（前年同期末比33.9％増）となりました。

　なお、受注高につきましては、当第３四半期会計期間より、前期以前及び当第３四半期会計期間に受注したプロ

ジェクトのうち当第３四半期以降売上に計上される見込みのないものについては、期中受注高から減額しておりま

す。前年同期の受注高につきましても、同様の基準で計算し、前年同期比を算出しております。

　さらに、受注案件の増加に対しても、シフト管理や業務プロセスなどの改善を通じた既存従業員の生産性の向上

による対応を図り、当第３四半期会計期間末における臨時雇用者を含めた従業員数は224名（前年同期末比43名減）

となりました。

  以上の結果、当第３四半期会計期間における売上高は18億34百万円（前年同期期比6.0％増）、営業利益は2億22

百万円（前年同期は63百万円の営業損失）、経常利益は2億24百万円（前年同期は63百万円の経常損失）、第３四半

期純利益は1億15百万円（前年同期は44百万円の純損失）となりました。

　売上高につきましては、プロジェクト管理の強化などの効果によって通期計画に向け順調に計上することができ

ました。また、組織体制や業務プロセスの見直しなどによる総製造費用の削減効果もあり、売上総利益が5億79百万

円と前年同期比で1億69百万円増加いたしました。さらに、販売管理費及び一般管理費を3億56百万円と前年同期比

で1億16百万円削減した結果、営業利益が前年同期比で大幅に改善いたしました。 

(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

平成19年３月期第３四半期 3,060 2,141 70.0 614 3

平成18年３月期第３四半期 3,027 2,095 69.2 600 80

（参考）平成18年３月期 2,906 2,061 70.9 591 4

(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

平成19年３月期第３四半期 342 △32 △53 1,720

平成18年３月期第３四半期 △76 △50 △73 1,379

（参考）平成18年３月期 44 △76 △83 1,464
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［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

　当第３四半期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、前第３四半期会計期間に比べ　3億41百

万円増加し、当第３四半期会計期間末には17億20百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次

のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は3億42百万円（前年同期は76百万円の使用）となりました。これは主に税引前第３四半期

純利益で2億24百万円、法人税等の還付額で67百万円、未成前受金の増加で49百万円、減価償却費で38百万円、売上債権の

減少で19百万円得られた一方、賞与引当金の減少で39百万円使用したことによるものです。

（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32百万円（前年同期は50百万円の使用）となりました。これは主に有価証券の償還で3億

円得られた一方、有価証券の取得で2億99百万円、無形固定資産の取得で15百万円、定期預金の預入で10百万円使用したこ

とによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は53百万円（前年同期は73百万円の使用）となりました。これは配当金の支払額で34百万

円、長期借入金の返済で18百万円使用したことによるものです。

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

前回発表予想（A） 2,600 175 96

今回修正予想（B） 2,600 265 135

増減額（B－A） 0 90 39

増減率（％） 0.0 51.4 40.6

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　38円71銭

［業績予想に関する定性的情報等］

　最近の動向を踏まえ、通期の業績予想につきましては、平成18年11月15日の中間決算発表時に公表した予想値を上記の

とおり修正いたしました。

  前述のとおりＳＭＯ業界は、厳しい受注競争が続づいているものの、受注案件の増加による拡大が続いております。

  当期におきまして、当社は積極的な受注活動に加え、ＣＲＣ（治験コーディネーター）を中心とする治験支援実施部門

の生産性向上を目的とした業務プロセスの改善及び進捗管理を柱とするプロジェクト管理の強化を図り、売上高及び売上

総利益の拡大に努めております。さらに、組織体制の見直し等により販売費及び一般管理費を削減し、ＳＭＯ事業の建て

直しに注力しております。

　その結果、前回業績予想を発表いたしました11月15日以降も、業績は順調に推移し、今般、平成19年3月期第3四半期の

業績動向を踏まえ、上記の通り前回発表予想を修正することにいたしました。

  なお、配当予想につきましては、現時点で変更はございません。

（業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社において判断したものであります。予想には様々な不

確定要素が内在しており、実際の業績は予想値と異なる場合があります。従いまして、この予想値に全面的に依拠して

投資判断を行うことはお控えください。当社は今後も四半期決算において業績の開示を行い、業績の予想につきまして

も随時見直しを行い、開示ルールに従って公表していく所存です。）

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

平成18年３月期 ― 10 10

平成19年３月期（実績） ― ― ―

平成19年３月期（予想） ― 10 10
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５．四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

科目
 

 
前第３四半期会計期間末
（平成17年12月31日現在）

当第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日現在）

前事業年度要約貸借対照表
（平成18年３月31日現在）

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 1,379,200  1,730,874  1,464,121  

２．営業未収入金 357,045  266,638  286,019  

３．有価証券 299,887  299,160  299,925  

４．未成プロジェクト支
出金

546,480  431,860  421,911  

５．その他 166,824  67,209  152,355  

流動資産合計  2,749,438 90.8  2,795,741 91.3  2,624,333 90.3

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１ 54,751  47,049  50,071  

２．無形固定資産 129,561  125,305  140,671  

３．投資その他の資産 93,289  92,819  91,520  

固定資産合計  277,602 9.2  265,174 8.7  282,264 9.7

資産合計  3,027,041 100.0  3,060,916 100.0  2,906,598 100.0
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科目
 

 
前第３四半期会計期間末
（平成17年12月31日現在）

当第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日現在）

前事業年度要約貸借対照表
（平成18年３月31日現在）

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．営業未払金 1,175  535  11,499  

２．１年以内返済予定長
期借入金

29,174  12,500  25,000  

３．未払法人税等 －  77,367  －  

４．未成前受金 692,623  632,460  582,647  

５．賞与引当金 17,739  25,293  65,162  

６．未成プロジェクト損
失引当金

－  24,000  26,000  

７．その他 ※２ 151,328  111,511  102,282  

流動負債合計  892,040 29.5  883,669 28.9  812,592 28.0

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 12,500  －  6,250  

２．退職給付引当金 27,277  35,884  26,556  

固定負債合計  39,777 1.3  35,884 1.1  32,806 1.1

負債合計  931,818 30.8  919,554 30.0  845,398 29.1

（資本の部）

Ⅰ　資本金  673,427 22.2  － －  673,427 23.2

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 1,058,227  －  1,058,227  

資本剰余金合計  1,058,227 35.0  － －  1,058,227 36.4

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 500  －  500  

２．任意積立金 649  －  649  

３．第３四半期（当期）
未処分利益

362,419  －  328,396  

利益剰余金合計  363,569 12.0  － －  329,545 11.3

資本合計  2,095,223 69.2  － －  2,061,199 70.9

負債・資本合計  3,027,041 100.0  － －  2,906,598 100.0

          

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金  － －  673,427 22.0  － －

２．資本剰余金

（１）資本準備金 －  1,058,227  －  

資本剰余金合計  － －  1,058,227 34.6  － －

３．利益剰余金

（１）利益準備金 －  500  －  

（２）その他利益剰余金

　繰越利益剰余金 －  409,207  －  

利益剰余金合計  － －  409,707 13.4  － －

株主資本合計  － －  2,141,361 70.0  － －

純資産合計  － －  2,141,361 70.0  － －

負債純資産合計  － －  3,060,916 100.0  － －
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(2) 四半期損益計算書

科目
 

 
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）

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  1,731,023 100.0  1,834,878 100.0  2,379,115 100.0

Ⅱ　売上原価  1,321,521 76.3  1,255,418 68.4  1,875,622 78.8

売上総利益  409,501 23.7  579,459 31.6  503,493 21.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費  472,900 27.3  356,882 19.5  613,455 25.8

営業利益または営業
損失（△）

 △63,398 △3.6  222,577 12.1  △109,962 △4.6

Ⅳ　営業外収益 ※１  859 0.0  2,425 0.1  921 0.0

Ⅴ　営業外費用 ※２  695 0.0  196 0.0  811 0.0

経常利益または経常
損失（△）

 △63,235 △3.6  224,806 12.2  △109,852 △4.6

Ⅵ　特別利益   － －  － －  5,000 0.2

Ⅶ　特別損失 ※３  3,165 0.2  615 0.0  5,187 0.2

税引前第３四半期純
利益または税引前第
３四半期（当期）純
損失（△）

 △66,400 △3.8  224,191 12.2  △110,040 △4.6

法人税、住民税及び
事業税

5,540   73,440   8,223   

法人税等調整額 △27,179 △21,638 △1.2 35,714 109,155 5.9 △39,477 △31,254 △1.3

第３四半期純利益ま
たは第３四半期（当
期）純損失（△）

 △44,762 △2.6  115,036 6.3  △78,785 △3.3

前期繰越利益  407,182  －  407,182

第３四半期（当期）
未処分利益

 362,419  －  328,396
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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 

純資産合計
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本

合計 資本

準備金 

資本

剰余金

合計 

利益

準備金

その他利益剰余金 利益

剰余金

合計 
任意積立金

繰越利益

剰余金

 平成18年３月31日　残高（千円） 673,427 1,058,227 1,058,227 500 649 328,396 329,545 2,061,199 2,061,199

第３四半期会計期間中の変動額

 　特別償却準備金の取崩し（注）     △649 649 － － －

 　剰余金の配当（注）      △34,874 △34,874 △34,874 △34,874

 　第３四半期純利益      115,036 115,036 115,036 115,036

第３四半期会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － － △649 80,811 80,162 80,162 80,162

 平成18年12月31日　残高（千円） 673,427 1,058,227 1,058,227 500 － 409,207 409,707 2,141,361 2,141,361

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 四半期キャッシュ・フロー計算書

科目  

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３四半期純利
益又は税引前第３四半
期（当期）純損失
（△）

 △66,400 224,191 △110,040

減価償却費  27,212 38,856 36,433

賞与引当金の増減額
（△は減少額）

 △53,491 △39,868 △6,067

退職給付引当金の増減
額（△は減少額）

 11,040 9,328 10,318

未成プロジェクト損失
引当金の増減額（△は
減少額）

 － △2,000 26,000

受取利息及び受取配当
金

 △153 △395 △197

支払利息  574 196 687

賃貸借解約損  － 191 －

オフィス移転費用  － － 315

売上債権の増減額（△
は増加額）

 84,257 19,381 155,282

たな卸資産の増減額
（△は増加額）

 18,967 △9,948 143,535

仕入債務の増減額（△
は減少額）

 365 △10,964 10,689

未成前受金の増減額
（△は減少額）

 122,313 49,813 12,337

未払消費税等の増減額
（△は減少額）

 △19,343 △5,310 △14,202

固定資産除却損  － 423 －

役員賞与支払額  △18,000 － △18,000

その他  8,520 6,311 △10,194

小計  115,863 280,206 236,898

利息及び配当金の受取
額

 190 211 197

利息の支払額  △504 △177 △600

法人税等の還付額  － 67,208 －

法人税等の支払額  △191,957 △4,701 △191,958

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △76,408 342,747 44,537
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科目  

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）

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

 － △10,000 －

有価証券の取得による
支出

 － △299,160 －

有価証券の償還による
収入

 － 300,000 －

有形固定資産の取得に
よる支出

 △9,620 △7,338 △9,979

無形固定資産の取得に
よる支出

 △37,884 △15,782 △63,438

長期前払費用の取得に
よる支出

 △2,482 △566 △2,160

保証金の返還による収
入 

 － 347 －

保証金の預入による支
出

 △664 △332 △664

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △50,651 △32,832 △76,243

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

長期借入金の返済によ
る支出

 △38,748 △18,750 △49,172

配当金の支払額  △34,564 △34,413 △34,573

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △73,312 △53,163 △83,745

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 （△は減少額）

 △200,372 256,752 △115,451

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 1,579,572 1,464,121 1,579,572

Ⅶ　現金及び現金同等物の第
３四半期末（期末）残高

※ 1,379,200 1,720,874 1,464,121
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(5）注記事項等

（四半期財務諸表作成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．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

同左

(1）有価証券

その他有価証券

同左

(2）たな卸資産

未成プロジェクト支出金

　個別法による原価法によってお

ります。

(2）たな卸資産

未成プロジェクト支出金

同左

(2）たな卸資産

未成プロジェクト支出金

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。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　　３～15年

器具備品　　　　　３～15年

(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。

　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。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

　定額法によっております。

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権等の貸倒損失に備える

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

上することとしております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

　売上債権等の貸倒損失に備える

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

上することとしております。

　なお、当第３四半期末の貸倒引

当金残高はありません。

 　なお、当期末の貸倒引当金残高

はありません。

(2）賞与引当金

　従業員の賞与金の支払に備えて、

賞与支給見込額の当第３四半期負

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

　従業員の賞与金の支払に備えて、

賞与支給見込額の当期負担額を計

上しております。

(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

務の見込み額に基づき、当第３四

半期末に発生していると認められ

る額を計上しております。

　なお、退職給付債務の算定にあ

たっては、簡便法を採用しており

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、

当期末における退職給付債務に基

づき計上しております。

　なお、退職給付債務の算定にあ

たっては、簡便法を採用しており

ます。
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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）未成プロジェクト損失引当金

──────

(4）未成プロジェクト損失引当金

　当第3四半期会計期間末の仕掛

プロジェクトのうち、当第3四半

期会計期間以降損失が発生すると

見込まれ、かつ、当第3四半期会

計期間末時点で当該損失額を合理

的に見積ることが可能なプロジェ

クトについては、当該見積額を計

上しております。

(追加情報） 

　前事業年度末より、受注環境の

変化により、受注プロジェクトの

損失発生に備え財務の健全化を図

るため、上記引当金を計上してお

ります。この結果、当第3四半期

会計期間における営業利益、経常

利益及び税引前第3四半期純利益

がそれぞれ24,000千円減少してお

ります。   

(4）未成プロジェクト損失引当金

　当事業年度末の仕掛プロジェク

トのうち、当事業年度以降損失が

発生すると見込まれ、かつ当事業

年度末時点で当該損失額を合理的

に見積もることが可能なプロジェ

クトについては、当該見積額を計

上しております。

(追加情報） 

　当事業年度より、受注環境の変

化により、受注プロジェクトの損

失発生に備え財務の健全化を図る

ため、上記引当金を計上しており

ます。この結果、営業損失、経常

損失及び税引前当期純損失がそれ

ぞれ26,000千円増加しております。

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 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か月以内に

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．その他の財務諸表作成の

ための基本となる重要な

事項

消費税等の会計処理

　税抜方法によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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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

損にか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。

 これまでの資本の部の合計に相当する

金額は2,141,361千円であります。

　なお、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、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則によ

り作成しております。 

　(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。 

 

──────

（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）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

75,686千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

    61,057千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

      75,633千円

※２．仮払消費税及び仮受消費税等は相殺の上、

当該金額11,771千円を流動負債の「その

他」に含めて表示しております。

※２．仮払消費税及び仮受消費税等は相殺の上、

当該金額11,602千円を流動負債の「その

他」に含めて表示しております。

　　　　────────────　
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（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．営業外収益の主なもの ※１．営業外収益の主なもの ※１．営業外収益の主なもの

雑収入 705千円 法人税等還付加算

金

1,828千円 雑収入 723千円

※２．営業外費用の主なもの ※２．営業外費用の主なもの ※２．営業外費用の主なもの

支払利息 574千円 支払利息 196千円 支払利息 687千円

※３．特別損失の主なもの ※３．特別損失の主なもの ※３．特別損失の主なもの

オフィス移転費用 2,360千円 固定資産除却損    423千円

賃借契約解約損 191千円

オフィス移転費用 2,360千円

４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額

有形固定資産 13,594千円

無形固定資産 12,455千円

有形固定資産 11,126千円

無形固定資産 26,976千円

有形固定資産 18,214千円

無形固定資産 16,643千円

（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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項  

　　 株式の種類 前事業年度末株式数
当第３四半期

会計期間増加株式数
当第３四半期

会計期間減少株式数
当第３四半期

会計期間末株式数

発行済株式     

普通株式（株） 3,487,400 － － 3,487,400

合計 3,487,400 － － 3,487,400

自己株式     

普通株式（株） － － － －

合計  － － － －

２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項  

新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

 　   　新株予約権の目的となる株式の数（株）

当第３四半期
会計期間末残高

(千円）
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

平成16年６月29日定時株主

総会決議　第１回
 普通株式 76,800 － － 76,800 －

平成16年６月29日定時株主

総会決議　第２回
 普通株式 23,200 － － 23,200 －

 合計  普通株式 100,000 － － 100,000 －

 （注）上記の新株予約権は、当第３四半期会計期間中に権利行使期間の初日が到来しております。

３.配当に関する事項  

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27日

定時株主総会
 普通株式 34,874 10  平成18年3月31日  平成18年6月27日
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（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17年12月31日現在） （平成18年12月31日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,379,200千円

現金及び現金同等物 1,379,200千円

現金及び預金勘定 1,730,874千円

預入期間が3ヶ月を超え

る定期預金 △10,000千円

現金及び現金同等物  1,720,874千円

現金及び預金勘定 1,464,121千円

現金及び現金同等物 1,464,121千円

（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）

器具備品 36,983 13,194 23,789

ソフト
ウェア

26,690 4,447 22,243

合計 63,673 17,641 46,032

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 25,593 10,037 15,555

ソフト
ウェア

25,563 9,494 16,069

合計 51,157 19,532 31,624

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 36,983 15,489 21,493

ソフト
ウェア

26,690 6,013 20,676

合計 63,673 21,503 42,169

２．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 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 14,235千円

１年超 32,184千円

合計 46,419千円

１年内 11,133千円

１年超 21,050千円

合計 32,184千円

１年内 13,274千円

１年超 29,347千円

合計 42,621千円

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 7,379千円

減価償却費相当額 6,909千円

支払利息相当額 547千円

支払リース料 11,206千円

減価償却費相当額 10,545千円

支払利息相当額 768千円

支払リース料 11,491千円

減価償却費相当額 10,771千円

支払利息相当額 860千円

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。

（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）

前第３四半期会計期間末（平成17年12月31日現在）

時価評価されていない主な有価証券の内容

第３四半期貸借対照表上計上額（千円）

その他の有価証券

割引金融債（ワリショー） 299,887

当第３四半期会計期間末（平成18年12月31日現在）

時価評価されていない主な有価証券の内容

第３四半期貸借対照表上計上額（千円）

その他の有価証券

割引金融債（ワリショー） 299,160

前事業年度末（平成18年３月31日現在）

時価評価されていない主な有価証券の内容

前事業年度要約貸借対照表計上額（千円）

その他の有価証券

割引金融債（ワリショー） 299,925

（デリバティブ取引）

前第３四半期会計期間末（平成17年12月31日現在）

　当社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。

当第３四半期会計期間末（平成18年12月31日現在）

　当社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。

前事業年度末（平成18年３月31日現在）

　当社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、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日現在）

　該当事項はありません。

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日現在）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日現在）

　該当事項はありません。
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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 600.80円

１株当たり第３四半期

純損失金額
12.84円

１株当たり純資産額      614.03円

１株当たり第３四半期

純利益金額
      32.99円

１株当たり純資産額 591.04円

１株当たり当期純損失

金額
 22.59円

　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

株式が存在するものの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。

　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、希薄

化効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在するものの１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

　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。

　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。

　当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の１株当たり情報につい

ては、以下のとおりとなります。

 　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、以下

のとおりとなります。

前第３四半
期会計期間

前事業年度

１株当た
り純資産
額

604.96円 623.63円

１株当た
り第３四
半期（当
期）純利
益金額

26.30円 44.98円

前事業年度

１株当たり純資産額
623.63円

１株当たり当期純利益金額
44.98円

　なお、潜在株式調整後１株当たり第

３四半期（当期）純利益金額について

は、希薄化効果を有している潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　（注）　１株当たり第３四半期純利益金額又は１株当たり第３四半期（当期）純損失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３四半期純利益又は第３四半期（当

期）純損失（△）（千円）
△44,762 115,036 △78,785

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３四半期純利益又は

普通株式に係る第３四半期（当期）純

損失（△）（千円）

△44,762 115,036 △78,785

期中平均株式数（千株） 3,487 3,487 3,487

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３四半期純利益又

は潜在株式調整後１株当たり第３四半

期（当期）純損失の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

平成16年６月29日定時株

主総会決議による新株予

約権方式のストックオプ

ション（株式の数100千

株）

平成16年６月29日定時株

主総会決議による新株予

約権方式のストックオプ

ション（株式の数100千

株）

平成16年６月29日定時株

主総会決議による新株予

約権方式のストックオプ

ション（株式の数100千

株）
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(6) 事業別売上高

当第３四半期会計期間における販売実績を事業別に示すと次のとおりであります。

    （単位：千円）

 前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 前事業年度 

事業別

（自 平成17年４月１日　

　至 平成17年12月31日）

 

（自 平成18年４月１日　

　至 平成18年12月31日）

 

（自 平成17年４月１日　　

至 平成18年３月31日）

 

 金  額 構成比（％） 金  額 構成比（％） 金　額 構成比（％）

SMO事業 1,713,114 99.0 1,783,226 97.2 2,339,265 98.3

その他の事業 17,909 1.0 51,651 2.8 39,849 1.7

合　　　計 1,731,023 100.0 1,834,878 100.0 2,379,115 100.0

(注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当第３四半期会計期間から売上高を事業別に表示しております。
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