
平成 19 年４月 20 日 

 
各      位 

 
会 社 名  株 式 会 社 ケ ア ネ ッ ト 

代表者名  代表取締役社長 詫 摩 直 也 

（コード番号 2150 東証マザーズ） 

問合せ先  執行役員管理部長 角 谷 芳 広           

（TEL．03－6801－0111） 
 

東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

 当社は、本日、平成 19 年４月 20 日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。今後

とも、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。 

また、以下に公表済みの資料に基づく平成 19 年３月期および平成 20 年３月期の業績予想

を記載しております。 

以  上 

                                       (単位：百万円・％) 

 

平成 20 年３月期 

(予想) 

 

平成 19 年３月期 

(予想) 

平成 19 年３月期 

第３四半期 

(平成 18 年４月１日～ 

 平成 18 年 12 月 31 日） 
(実績) 

 

平成 18年３月期

(実績) 

決算期  

 

 

項目 

 構成比 前年比  構成比 前年比  構成比  構成比

売 上 高 2,785 100.0 116.4 2,392 100.0 134.0 1,861 100.0 1,784 100.0

経 常 利 益 485 17.4 150.7 321 13.4 404.2 433 23.3 79 4.5

当期(第３四半期) 

純 利 益 
832 29.9 261.8 318 13.3 427.5 430 23.1 74 4.2

１ 株 当 た り 当 期 

(第３四半期)純利益 
16,007 円 63 銭 6,604 円 99 銭 8,963 円 35 銭 1,546 円 61 銭 

１株当たり配当金 未定 1,950 円 ― 450 円

(注)  １  当社は連結財務諸表を作成しておりません。 

２  平成 18 年３月期および平成 19 年３月期第３四半期の１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数 48,044 株 

(自己株式 2,400 株は除く。) により算出しております。また、平成 19 年３月期の１株当たり当期純利益は期中

平均発行済株式数 48,091 株 (平成 19 年２月 26 日の新株予約権行使による株式の増加 500 株を含み、自己株式

2,400 株は除く。) により算出しております。なお、平成 20 年３月期の１株当たり当期純利益は、公募予定株

式数(1,000 株)を含めた予定期末発行済み株式数 51,944 株(自己株式 2,400 株は売出し予定のため、予定期末発

行済み株式数に含む。)により算出しております。 

３  平成 19 年３月期の業績予想については、第４四半期に期末決算賞与概算額 95 百万円、医師会員獲得に関連する

追加費用等30百万円および株式会社東京証券取引所マザーズへの上場に関連する費用26百万円の発生を予定し

た業績予想となっております。 

４  平成 20 年３月期の業績予想については、繰延税金資産の計上を見込み、法人税等調整額△347 百万円の計上を

計画しております。 

 

※上記の業績予想につきましては、本資料発表時現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後

様々な要因により予想値と異なる場合があります。 
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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３月23日 

上場会社名 株式会社ケアネット  (コード番号：2150 東証マザーズ) 

（URL http://www.carenet.co.jp/）   

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長  詫摩 直也 

 責任者役職・氏名 執行役員管理部長  角谷 芳広 

    (TEL：(03)6801－0111) 
 
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が、監査意見は受けておりません。 

 

 

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 1,861 －      432 － 433 － 430 － 

平成18年３月期第３四半期 － － － － － － － － 

（参考）平成18年３月期 1,784  78  79  74  

 

 
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 8,963 36 － 

平成18年３月期第３四半期  － － 

（参考）平成18年３月期 1,546 61 － 

(注) 当社は平成19年３月期第３四半期会計期間から四半期財務諸表を作成しているため、前年同会計期間につい

ては記載しておりません。 

 

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当第３四半期会計期間において、当社は前事業年度に引き続き当社の医師会員の獲得を目的として、インターネ

ット上に展開する医師会員向け医療専門サイト「CareNet.com（ケアネット･ドットコム）」の機能強化を実施いた

しました。また、当社の主力サービスである医薬情報提供サービス「ｅディテーリングⓇ」において、前事業年度の

トライアルキャンペーンなどにより製薬企業に対する「ｅディテーリングⓇ」の効果の認知度が高まり、当第３四半

期会計期間の「ｅディテーリングⓇ」実施件数14件のうち、リピートオーダー件数は11件(前事業年度のリピートオ

ーダー件数は８件)となりました。さらに、「ｅディテーリングⓇ」を中心に各サービスの売上高が全体的に伸びた

ことにより、当第３四半期会計期間の営業利益率は23.2％(前事業年度の営業利益率は4.4％)となり、業績は順調に

推移しております。 

これらの結果、当第３四半期会計期間の売上高は1,861百万円、経常利益は433百万円、四半期純利益は430百万円

となりました。 

 

サービス区分別の業績は、次のとおりであります。 

①医薬営業支援サービス 

当サービスにおいては、当社の主力である製薬企業向けの医薬情報提供サービス「ｅディテーリングⓇ」の成功

実績の積み重ねに引き続き注力いたしました。「ｅディテーリングⓇ」の視聴対象となるケアネットの医師会員数

は当第３四半期会計期間末で６万６千人に達し、「ｅディテーリングⓇ」の実施件数は当第３四半期会計期間にお

いて14件となりました。この結果、売上高は1,039百万円となりました。 

②マーケティング調査サービス 

当サービスにおいては、インターネットによる市場調査サービス「ｅリサーチ™ 」の実施件数は当第３四半期
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会計期間において114件となりました。この結果、売上高は424百万円となりました。 

③医療コンテンツサービス 

医師会員向け医療専門サイト「CareNet.com (ケアネット･ドットコム)」上において、医学生向け医師国家試験

対策コンテンツ「医学生CareNet (ケアネット)」、女性医師向け掲示板コーナー「ウーマンCareNet (ケアネッ

ト)」および、医師向け臨床情報コンテンツ「プライマリ・ケアLecture(レクチャー)」などの新規コンテンツを

開設いたしました。また「ケアネットＤＶＤ」の販売は、前期に引き続き順調に推移いたしました。この結果、

売上高は397百万円となりました。 

 

これらサービス別の売上高および売上構成比は次のとおりであります。 

(単位：百万円) 

平成19年３月期 

第３四半期 
平成18年３月期 

 

売上高 
構成比

(％) 
売上高 

構成比

(％) 

医薬営業支援サービス 1,039 55.8 877 49.1

 ｅディテーリングⓇ 701 37.7 481 27.0

 ｽﾎﾟﾝｻｰﾄﾞWebｺﾝﾃﾝﾂ制作 271 14.6 291 16.3

 その他 66 3.5 104 5.8

マーケティング調査サービス 424 22.8 431 24.2

 ｅリサーチ™  424 22.8 431 24.2

医療コンテンツサービス 397 21.4 475 26.7

 CareNetTV･ﾒﾃﾞｨｶﾙCh.Ⓡ 207 11.2 297 16.7

 ケアネットＤＶＤ 189 10.2 178 10.0

合計 1,861 100.0 1,784 100.0
  
 (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 1,881 1,553 82.6 32,344 34

平成18年３月期第３四半期 － － － － －

（参考）平成18年３月期 1,428 1,144 80.1 23,830 98

 
 (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 402 △705 △21 533 

平成18年３月期第３四半期 － － － － 

（参考）平成18年３月期 101 △41 0 857 

 
［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］  

 前事業年度末から当第３四半期会計期間末までの財政状態の主な変動としては、流動資産が1,303百万円から

1,765百万円へ462百万円増加し、流動負債が283百万円から328百万円へ44百万円増加したことがあげられます。 

これらは売上増加に伴う売掛金の増加104百万円、四半期純利益の計上による現金及び預金の増加376百万円およ

び「ＭＲPlusⓇナビゲーションボード」の年間契約料の増加に伴う前受金の増加20百万円が主な要因であります。 

 

<キャッシュ・フローの状況> 

当第３四半期会計期間においては、営業活動により獲得した現金及び現金同等物（以下、「資金」と言う。）

よりも投資活動により支出した資金が上回り、当第３四半期会計期間末における資金は前事業年度末と比較し323

百万円減少し、533百万円となりました。 

 

当第３四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況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402百万円となりました。これは、売掛金が104百万円増加したものの業績が好

調に推移し、税引前四半期純利益が433百万円計上されたことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果支出した資金は、705百万円となりました。これは、主に預入期間３ヵ月以上の定期預金700百
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万円の増加によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果支出した資金は21百万円となりました。これは配当金の支払いによるものであります。 

 

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

通期 2,392 321 318 

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期)  6,604円99銭 

なお、１株当たり予想当期純利益(通期)については、本書提出日現在の期中平均株式数48,091株(自己株式

2,400株は除く。)に基づいて算出しております。 

 
［業績予想に関する定性的情報等］ 

当事業年度においては、前事業年度に実施した「ｅディテーリングⓇ」のトライアルキャンペーンに後押しされた

同サービスの営業活動が活発化し、契約数が堅調に推移しております。また、ケアネットＤＶＤ販売数においても、

当初予想どおり順調に推移しております。ただし、第４四半期において期末決算賞与概算額95百万円、医師会員獲

得に関連する追加費用等30百万円および株式会社東京証券取引所マザーズへの上場に関連する費用26百万円の発生

を予定していることにより、経常利益321百万円、当期純利益318百万円の見込みとなっております。 

 

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を

含んでおります。実際の実績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

 

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 

平成18年３月期 0.00 450.00 450.00 

平成19年３月期(実績) 0.00 ― ― 

平成19年３月期(予想) ― 1,950.00 1,950.00 
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５ 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 前事業年度 
要約貸借対照表 

  (平成18年12月31日現在) (平成18年３月31日現在) 

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  1,233,757 857,634  

 ２ 受取手形  201 ―  

 ３ 売掛金  445,984 341,917  

 ４ たな卸資産  58,414 37,019  

 ５ その他  27,881 66,694  

    貸倒引当金  △249 △191  

   流動資産合計  1,765,990 93.8  1,303,075 91.2

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※１ 20,921 23,404  

 ２ 無形固定資産  42,283 50,130  

 ３ 投資その他の資産  52,794 52,250  

   固定資産合計  115,998 6.2  125,785 8.8

   資産合計  1,881,989 100.0  1,428,860 100.0
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  当第３四半期会計期間末 前事業年度 

要約貸借対照表 
  (平成18年12月31日現在) (平成18年３月31日現在) 

区分 注記 
番号 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  116,031 110,332  

２  未払法人税等  5,633 6,733  

 ３ 前受金  114,508 93,731  

 ４ その他  91,864 73,126  

   流動負債合計  328,037 17.4  283,925 19.9

   負債合計  328,037 17.4  283,925 19.9

    (資本の部)    

Ⅰ 資本金  ― ―  300,000 21.0

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  ― 468,587  

２ その他資本剰余金    

(1) 資本金減少差益  ― 156,534  

資本剰余金合計  ― ―  625,122 43.8

Ⅲ 利益剰余金    

１ 当期未処分利益  ― 219,813  

利益剰余金合計  ― ―  219,813 15.3

   資本合計  ― ―  1,144,935 80.1

   負債資本合計  ― ―  1,428,860 100.0
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  当第３四半期会計期間末 前事業年度 
要約貸借対照表 

  (平成18年12月31日現在) (平成18年３月31日現在) 

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  300,000 16.0  ― ―

２ 資本剰余金   

(1) 資本準備金  468,587 ― 

(2) その他資本剰余金  156,534 ― 

資本剰余金合計  625,122 33.2  ―  ―

３ 利益剰余金   

(1) その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  628,829 ― 

利益剰余金合計  628,829 33.4  ― ―

株主資本合計  1,553,951 82.6  ― ―

   純資産合計  1,553,951 82.6  ― ―

   負債純資産合計  1,881,989 100.0  ― ―
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(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 
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
(％)

Ⅰ 売上高  1,861,875 100.0  1,784,956 100.0

Ⅱ 売上原価  935,299 50.2  1,122,493 62.9

   売上総利益  926,576 49.8  662,462 37.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費  493,934 26.6  584,203 32.7

   営業利益  432,642 23.2  78,259 4.4

Ⅳ 営業外収益 ※１ 810 0.1  1,270 0.1

   経常利益  433,453 23.3  79,529 4.5

Ⅴ 特別利益 ※２ 32 0.0  75 0.0

Ⅵ 特別損失 ※３ ― ―  1,499 0.1

   税引前第３四半期 
(当期)純利益  433,485 23.3  78,105 4.4

   法人税、住民税 
   及び事業税  2,850 2,850 0.2 3,800 3,800 0.2

   第３四半期(当期) 
純利益  430,635 23.1  74,305 4.2

前期繰越利益  ―  145,508 

当期未処分利益  ―  219,813 
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ファイル名:03四半期株主資本等変動計算書 更新日時:2007/02/27 11:30 印刷日時:2007/04/1817:47 

(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
その他資本
剰余金 

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） 300,000 468,587 156,534 625,122 219,813 219,813 1,144,935 1,144,935

第３四半期会計期間中の変動額    

剰余金の配当（注） ―    ― ―    ― △21,619 △21,619 △21,619 △21,619

第３四半期純利益 ―    ― ―    ― 430,635 430,635 430,635 430,635

第３四半期会計期間中の変動額合
計（千円） 

―    ― ―    ― 409,015 409,015 409,015 409,015

平成18年12月31日残高（千円） 300,000 468,587 156,534 625,122 628,829 628,829 1,553,951 1,553,951

（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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ファイル名:04四半期ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ計算書・注記事項 更新日時:2007/02/28 11:33 印刷日時:2007/04/1817:47 

(4) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

  当第３四半期会計期間 前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 

  (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) 

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  

税引前第３四半期(当期)純利益  433,485 78,105

減価償却費  17,937 23,127

受取利息および受取配当金  △634 △883

投資有価証券評価損  ― 1,499

売上債権の増加額  △104,268 △14,973

たな卸資産の増加額  △21,394 △19,818

仕入債務の増加額  5,698 41,456

未払金の増加額  8,215 16,775

未払消費税等の増加額  21,844 2,287

未払費用の増減額（△は減少）  △9,607 5,604

前受金の増加額  20,776 32,750

その他  34,035 △61,037

    小計  406,088 104,893

利息および配当金の受取額  200 886

法人税等の支払額  △3,800 △3,800

営業活動によるキャッシュ・フロー  402,488 101,980

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  △700,000 ―

投資有価証券の取得による支出  ― △101,500

投資有価証券の償還による収入  ― 100,000

有形固定資産の取得による支出  △2,253 △7,462

無形固定資産の取得による支出  △2,907 △32,107

その他  ― △162

投資活動によるキャッシュ・フロー  △705,161 △41,232

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額  △21,204 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー  △21,204 △3

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 
(△は減少)  △323,877 60,744

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  857,634 796,889

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期末 
(期末)残高 ※１ 533,757 857,634
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ファイル名:04四半期ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ計算書・注記事項 更新日時:2007/02/28 11:33 印刷日時:2007/04/1817:47 

(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 

 

 

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) たな卸資産 

① 製品 

総平均法による原価法を採用し

ております。 

② 仕掛品 

個別法による原価法を採用して

おります。 

(1) たな卸資産 

① 製品 

同左 

② 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、耐用年数は建物が15年～18

年、器具及び備品が２年～15年で

あります。 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

ソフトウェア 

社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法を採用しておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

同左 

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 

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 

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

金およ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

カ月以内に満期日および償還期限

の到来する短期投資からなってお

ります。 

同左 

６ その他四半期財務諸表

(財務諸表)作成のため

の基本となる重要な事

項 

 

(1) 消費税等の会計処理 

消費税および地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。なお、仮払消費税等および仮

消費税等は、相殺のうえ、金額的

重要性が乏しいため、流動負債の

「その他」に含めて表示しており

ます。 

(1) 消費税等の会計処理 

消費税および地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。 
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ファイル名:05会計処理の変更 更新日時:2007/02/28 18:58 印刷日時:2007/04/1817:48 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要事項 

 

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))および「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」(企業会計基準第５号 平成

17年12月９日)および「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該当する金額は、

1,553,951千円であります。 

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。 

 

――――――――――――― 

(ストック・オプション等に関する会計基準等) 

当第３四半期会計期間から、「ストック・オプション

等に関する会計基準」(企業会計基準第８号 平成17年12

月27日)および「ストック・オプション等に関する会計

基準の適用指針」(企業会計基準摘要指針第11号 平成18

年５月31日)を適用しております。なお、これによる損

益に与える影響はありません。 

 

―――――――――――― 
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ファイル名:06注記事項(貸借対照表関係)07(損益計算書関係) 更新日時:2007/02/16 20:44 印刷日時:2007/04/1817:48 

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日現在) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日現在) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

           55,587千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

           50,850千円  

 

(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 営業外収益のうち主なもの 

受取利息                  634千円  

 

※１営業外収益のうち主なもの 

有価証券利息                 801千円 

受取利息                   82千円 

※２ 特別利益のうち主なもの 

貸倒引当金戻入益               32千円 

※２ 特別利益のうち主なもの 

貸倒引当金戻入益               75千円 

※３                     ※３ 特別損失のうち主なもの 

投資有価証券評価損         1,499千円 

４ 減価償却実施額 

(千円) 

有形固定資産                4,736 

無形固定資産               10,387 

４ 減価償却実施額 

(千円) 

有形固定資産                7,708 

無形固定資産               10,840 
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ファイル名:08注記事項(株主資本等変動計算書関係)09(ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ計算書関係)更新日時:2007/02/27 11:31 印刷日時:2007/04/1817:48 

(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ならびに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３四半期会計 

期間増加株式数(株)

当第３四半期会計 

期間減少株式数(株) 

当第３四半期会計 

期間末株式数(株) 

発行済株式     

普通株式 50,444 ― ― 50,444

合計 50,444 ― ― 50,444

自己株式  

普通株式 2,400 ― ― 2,400

合計 2,400 ― ― 2,400

 

２ 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

会計期間期末

残高(千円) 

提出

会社 

ストック・オプ 

ションとしての 

新株予約権 

普通株式 － －

 

３ 配当に関する事項 

配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たりの 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 21,619 450 平成18年３月31日 平成18年６月29日

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

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 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 

（平成18年12月31日現在）

(千円)

現金及び預金勘定                   1,233,757 

預入期間が３ヵ月を超える定期預金    △700,000 

現金及び現金同等物                    533,757 

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成18年３月31日現在）

(千円)

現金及び預金勘定                     857,634 

現金及び現金同等物                   857,634 
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ファイル名:10注記事項(ﾘｰｽ取引関係) 更新日時:2007/02/28 11:33 印刷日時:2007/04/1817:48 

(リース取引関係) 

 

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) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(借主側) 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額および第３四半期末残

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）

器具及び備品 
(有形固定資産) 

2,853 1,763 1,089

合計 2,853 1,763 1,089

 

 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(借主側) 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額および期末残高相当額 

 

 
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）

器具及び備品 
(有形固定資産) 

4,772 3,086 1,686

ソフトウェア 
(無形固定資産) 

2,390 2,363 26

合計 7,162 5,450 1,712

 

 

(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 

                                     (千円)   

１年以内                      565 

１年超                      1,305 

合計                      1,870 

(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  

                                     (千円)   

１年以内                      738 

１年超                      1,730 

合計                      2,468 

 

(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、支払利息相当額および減損損失 

                                  (千円) 

支払リース料                       579 

減価償却費相当額                   622 

支払利息相当額                      47 
 

 

(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、支払利息相当額および減損損失 

                                    (千円) 

支払リース料                     3,705 

減価償却費相当額                 1,896 

支払利息相当額                     110 
 

(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、定率法によって残存

価額を10％として求められた償却費に10／９を乗

じる方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 

(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 

(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 
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ファイル名:11注記事項(有価証券関係)～14(持分法損益等） 更新日時:2007/03/02 18:09 印刷日時:2007/04/1817:49 

(有価証券関係) 

当第３四半期会計期間末(平成18年12月31日) 

該当事項はありません。 

前事業年度末(平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 

 

(デリバティブ取引関係) 

当第３四半期会計期間末(平成18年12月31日) 

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

前事業年度末(平成18年３月31日) 

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

(ストック・オプション等関係) 

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

 

１ ストック・オプションに係る当第３四半期会計期間における費用計上額および科目名 

該当事項はありません。 

 

２ 当第３四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容 

当第３四半期会計期間において付与したストック・オプションの付与による影響が、財政状態および経営成績

にとって重要でないため、記載を省略しております。 

 

(持分法損益等) 

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) 

当社には関連会社がないため、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) 

当社には関連会社がないため、該当事項はありません。 

 

―  ― 15



ファイル名:15(1株当たり情報)（重要な後発事象) 更新日時:2007/03/05 15:59 印刷日時:2007/04/1817:49 

(１株当たり情報) 

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    32,344円34銭 

 

１株当たり純資産額 23,830円98銭 

 

１株当たり第３四半期純利益金額    8,963円35銭 

 

１株当たり当期純利益金額    1,546円61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、新株予約権の残高があり潜在株式が存在

するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が

把握でき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、新株予約権の残高があり潜在株式が存在するも

のの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握で

きないため記載しておりません。 

（注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 
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） 

純資産の部の合計額（千円） 1,553,951 － 

純資産の部の合計額から控除する金額
（千円） 

－ － 

普通株式に係る第３四半期末（期末）

の純資産額（千円） 
1,553,951 － 

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た第３四半期末（期末）の普通株式の

数（株） 

48,044 － 

２ 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、次のとおりであります。 

 

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) 

四半期損益計算書(損益計算書)上の第

３四半期（当期）純利益 (千円) 
430,635 74,305 

普通株主に帰属しない金額 (千円) － － 

普通株式に係る第３四半期（当期） 

純利益 (千円) 
430,635 74,305 

普通株式の期中平均株式数 (株) 48,044 48,044 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり第３四半期(当期)純

利益の算定に含めなかった潜在株式の

概要 

株式会社ケアネット・インター

ナショナルとの合併に伴い引継

いだ新株予約権 500個 

平成16年６月29日開催定時株主

総 会 決 議 に よ る 新 株 予 約 権 

3,940個 

平成18年６月29日開催定時株主

総会決議による新株予約権 600

個 

株式会社ケアネット・インター

ナショナルとの合併に伴い引継

いだ新株予約権 500個 

平成16年６月29日開催定時株主

総 会 決 議 に よ る 新 株 予 約 権 

4,070個 
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ファイル名:15(1株当たり情報)（重要な後発事象) 更新日時:2007/03/05 15:59 印刷日時:2007/04/1817:49 

(重要な後発事象) 

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) 

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) 

該当事項はありません。 
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