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平成 20年３月期  第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成 19年 7月 25日 

上 場 会 社 名  株式会社ドリームインキュベータ    上場取引所 東証一部 
コ ー ド 番 号  4310                            ＵＲＬ      http://www.dreamincubator.co.jp 
代 表 者  代表取締役会長 堀  紘一 
問合せ先責任者  執行役員       原田 哲郎       ＴＥＬ     (03)5773－8700 

（百万円未満切捨て）       

１．平成 20年３月期第１四半期の業績（平成 19年４月１日 ～ 平成 19年６月 30日） 
(1) 経営成績                              （％表示は対前年同四半期増減率） 

 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  ％

20年３月期第１四半期 496 31.7 49 243.9 75 41.3 47 53.1

19年３月期第１四半期 376 △71.9 14 △98.6    53 △94.7 30 △94.8

19年３月期 1,861 －    290 － 390 － 96 － 

 

 
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

20年３月期第１四半期 476  25 472  44

19年３月期第１四半期 315  66 303  13

19年３月期 981  40 951  68

 
(2) 財政状態 

 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

20年３月期第１四半期 12,377 11,864 95.9 122,187  91

19年３月期第１四半期 12,602 12,343 97.9 125,574  95

19年３月期 13,326 12,871 96.6 129,790  56

 
(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

20年３月期第１四半期 △1,048 △119 △810 1,358

19年３月期第１四半期 △1,056 △349 1,444 5,418

19年３月期 △2,683 △941 1,582 3,336

 
２．配当の状況 

 １ 株 当 た り 配 当 金 

（基準期） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期  末 年  間 
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

19 年３月期  － － － 3,000 00 3,000 00 

20 年３月期  － 

20 年３月期(予想)  － － 3,000 00
3,000 00 

 
３．平成 20年３月期の業績予想（平成 19年４月１日 ～ 平成 20年３月 31日）  【参考】 

業績予想に関しましては、平成 19 年５月 10 日に公表いたしました内容に変更はありません。 

 
４．その他 
  
(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 無 
(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
 

［（注）詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］ 

Ito Mitsushige
財務会計基準機構マーク
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 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 

[業績予想に関する留意事項] 
 この資料に記載されている次期及び将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報から得られる判断に基づ
いておりますが、リスクや不確実性を含んでおります。 
 よって、実際の業績は様々な要因により、記述されている業績予想とは大きく異なる可能性もあります。実際の業績に
与える重要な要因には、当社の事業を取り巻く経済環境、市場動向等が考えられます。 
 業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については 5ページ「３．業績予想に関
する定性的情報」をご覧下さい。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当四半期の業績は、売上高 496 百万円（前年同期比 31.7％増）、経常利益 75 百万円（同 41.3％増）、

当四半期純利益 47 百万円（同 53.1％増）となり、いずれも前年同期を上回る結果となりました。 

  

（１）コンサルティングサービス 

大企業向けコンサルティングサービス売上高につきましては、長期大型プロジェクトの受注等、

コンサルティングサービスの受注残高が堅調に推移し、前年同期を大幅に上回る338百万円（前年同

期比152.4％増）を計上いたしました。 

一方、ベンチャービジネス向けコンサルティングサービス売上高につきましては、売上高に計上

されない新株予約権を対価としたサービスの提供や純投資に活動をシフトした結果、前年同期比で

80.2％減少の17百万円となりました。 

 

（２）営業投資売上高 

当四半期において、当社の保有する営業投資有価証券を一部売却したことに加え、保有する有

価証券の受取配当金等により、営業投資売上高 139 百万円（前年同期比 6.6％減）を計上しており

ます。 

なお、当四半期末において保有する支援先株式等の「時価と取得原価との差額」は 539 百万円

（前期末における「時価と取得原価との差額」は 810 百万円）となっております。 

 

事業部門別売上高 

 

第７期 

第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日

至 平成18年６月30日)

第８期 

第１四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日)

前事業年度 

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分 金額(千円) 
構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

コンサルティングサービス

売上高 
224,939 59.7 356,904 71.9 1,444,846 77.6

 大企業 134,275 35.6 338,975 68.3 1,196,766 64.3

 ベンチャービジネス 90,664 24.1 17,929 3.6 248,080 13.3

営業投資売上高 149,520 39.7 139,655 28.1 410,352 22.0

その他売上高 2,500 0.6 － － 6,550 0.4

合 計 376,959 100.0 496,560 100.0 1,861,748 100.0
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２．財政状態に関する定性的情報 

（１）貸借対照表 

当四半期末における総資産は12,377百万円（前期末比948百万円減）、負債は513百万円（前期末比

58百万円増）、純資産は11,864百万円（前期末比1,007百万円減）となっております。前期末比での

増減理由の主なものは以下の２点であります。 

① 自己株式の取得 

平成19年６月５日開催の取締役会決議に基づき自己株式623百万円を取得し、総資産及び純資産

が623百万円減少しております。 

② 剰余金の配当 

剰余金の配当を実施した結果、利益剰余金（純資産）が297百万円減少しております。 

 

なお、営業投資実行額及び投資残高は、以下の通りであります。 
 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日至 平成19年３月31日
 ) 

第８期 

第１四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日至 平成19年６月30日) 

投資実行高 期末投資残高 投資実行高 期末投資残高 

 

期別  
 
 
証券種類 

金額 会社数 金額 会社数 金額 会社数 金額 会社数

株式 

千円 

1,877,100 

社 

22 

千円

4,918,355

社

56

千円

1,109,602

社 

8 

千円

5,907,969

社

61

社債 － － 185,160 1 － － 185,160 1

新株予約権等 － 5 30,459 25 － 1 30,459 24

合計 1,877,100 24 5,133,974 65 1,109,602 8 6,123,588 69

(注) １ 投資実行高には、当社からの投資実行高及び当社から投資事業組合への出資後に当該投

資事業組合が投資した先の合計を記載しております。また、期末投資残高には、当社の

期末投資残高及び当社から投資事業組合への出資後に当該投資事業組合が投資実行した

残高の合計を記載しております。 

   ２ 新株予約権は、当社コンサルティングサービスの対価として発行会社から無償で取得して

いる場合がありますが、上表においては、その際の金額をゼロとし会社数のみを記載して

おります。 

   ３ 株式、社債、新株予約権等を重複して投資を行っている会社があります。 

   ４ 時価のあるものについては、取得原価を記載しております。 

   ５ 上表には余剰資金の運用目的の有価証券及び投資有価証券は含まれておりません。 

   ６ 当社は、未公開時点では投資をしていなかったPost-IPO企業の株式をIPO後に取得する場

合がありますが、上表には当該投資金額及び会社数は含まれておりません。 

７ 事業年度末において保有している新株予約権等を全て行使した場合の株式取得価額の総

額は、以下の通りであります。 

前事業年度 当第１四半期 

682,229千円 650,419千円 
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（２）キャッシュ・フロー計算書 

当第１四半期会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前期末と比較して1,978百万

円減少し、1,358百万円となりました。これを活動別に記載しますと、以下の通りであります。 

当四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,048百万円の減少となりました。これ

は積極的な投資活動により営業投資有価証券が1,266百万円増加し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・フローは119百万円の減少となりました。これは主に、投資有価証券

の取得による支出100百万円によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは810百万円の減少となりました。これは主に、平成19年６月

５日開催の取締役会決議に基づき自己株式623百万円を取得したこと、配当金の支払いにより211百

万円を支出したことによるものであります。 

 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

大企業の既存事業の改革意欲や新規事業の立上げ意欲依然として衰えることなく一定のレベルで

推移すると考えており、またＭ＆Ａ関連のDue-Diligenceプロジェクトの需要の高まり等、大企業向

けコンサルティングサービスは堅調に推移すると考えております。 

ベンチャービジネスにつきましては、ベンチャービジネスの抱えるあらゆる課題に応えるべく、

マネジメント人材の派遣や経営管理体制構築支援等、提供するサービスの拡大により収益拡大を図

る所存であります。一方営業投資売上高につきましては、当四半期末時点で有する営業投資有価証

券の含み益の実現と、当期における支援先IPOとそれらの営業投資有価証券売却によりキャピタルゲ

インを見込んでおりますが、新興市場の株価水準によっては、当該売上高は変動する可能性があり

ます。 

 

[参 考]平成 20 年 3 月期の業績予想（平成 19 年４月１日 ～ 平成 20 年３月 31 日） 
 (％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率) 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 
１株当たり 
当期純利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中 間 期 1,260 (37.8) 270 (50.9) 330 (54.7) 160 (35.0) 1,613 37 

通   期 4,300 (131.0) 1,330 (357.4) 1,450 (271.3) 750 (676.5) 7,562 69 

 

 

４．その他 

（１）会計処理の方法における簡便な方法の採用 

  該当事項はありません。 

 

（２）最近事業年度からの会計処理の方法の変更 

  該当事項はありません。 



㈱ドリームインキュベータ（4310）平成 20年３月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

 - 6 -

５．四半期財務諸表 

（１）四半期貸借対照表 

 

第７期 

第１四半期会計期間末 

(平成18年６月30日) 

第８期 

第１四半期会計期間末 

(平成19年６月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 区分 

注記

番号
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金   5,418,551 1,358,792   1,337,554

２ 売掛金   137,130 114,894   208,221

３ 営業投資有価証券   3,938,014 7,520,059   6,441,490

４ 投資損失引当金   － △43,253   △44,714

５ 有価証券   319,302 －   1,999,288

６ 未収還付法人税等   － 347,606   347,606

７ その他   296,240 80,403   113,457

流動資産合計   10,109,238 80.2 9,378,502 75.8  10,402,903 78.1

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※１  33,429 30,048   31,694

２ 無形固定資産   45 238   45

３ 投資その他の資産     

(1)投資有価証券  － 2,800,314  2,794,433 

(2)その他  － 168,571  97,062 

投資その他の資産合計   2,459,615 2,968,886   2,891,496

固定資産合計   2,493,090 19.8 2,999,172 24.2  2,923,236 21.9

資産合計   12,602,328 100.0 12,377,674 100.0  13,326,139 100.0
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第７期 

第１四半期会計期間末 

(平成18年６月30日) 

第８期 

第１四半期会計期間末 

(平成19年６月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 区分 

注記

番号
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 未払金   101,404 133,995   50,103

２ 未払法人税等   22,367 46,366   －

３ 前受金   43,402 54,704   30,654

４ 繰延税金負債   － 203,220   296,120

５ その他 ※２  45,119 75,064   49,841

流動負債合計   212,294 1.7 513,351 4.1  426,720 3.2

Ⅱ 固定負債     

１ 繰延税金負債   46,142 －   27,958

固定負債合計   46,142 0.4 － －  27,958 0.2

負債合計   258,437 2.1 513,351 4.1  454,679 3.4

     

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※３  4,519,636 35.9 － －  － －

Ⅱ 資本剰余金     

１ 資本準備金  4,560,610 －  － 

２ その他資本剰余金     

 (1)自己株式処分差益  1,141,486 －  － 

資本剰余金合計   5,702,096 45.2 － －  － －

Ⅲ 利益剰余金     

１ 第１四半期未処分利益  1,945,018 －  － 

利益剰余金合計   1,945,018 15.4 － －  － －

Ⅳ その他有価証券 

評価差額金 
  177,140 1.4 － －  － －

資本合計   12,343,891 97.9 － －  － －

負債資本合計   12,602,328 100.0 － －  － －

     

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金 ※３  4,613,182 37.3  4,598,808 34.5

２ 資本剰余金     

 (1)資本準備金   4,653,082  4,639,782 

(2)その他資本剰余金   1,141,486  1,141,486 

資本剰余金合計   5,794,569 46.8  5,781,269 43.4

３ 利益剰余金     

 (1)その他利益剰余金     

繰越利益剰余金   1,760,458  2,010,778 

利益剰余金合計   1,760,458 14.2  2,010,778 15.1

４ 自己株式   △623,707 △5.0  － －

株主資本合計   11,544,502 93.3  12,390,856 93.0

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ その他有価証券 

評価差額金 
  319,820   480,603

評価・換算差額等合計   319,820 2.6  480,603 3.6

純資産合計   11,864,323 95.9  12,871,460 96.6

負債純資産合計   12,377,674 100.0  13,326,139 100.0

     



㈱ドリームインキュベータ（4310）平成 20年３月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

 - 8 -

（２）四半期損益計算書 

 

第７期 

第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日) 

第８期 

第１四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日) 

前事業年度の 

要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 
区分 

注記

番号
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高   376,959 100.0 496,560 100.0  1,861,748 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１  177,678 47.1 288,850 58.2  880,663 47.3

売上総利益   199,281 52.9 207,709 41.8  981,085 52.7

Ⅲ 販売費及び一般管

理費 
  184,926 49.1 158,344 31.9  690,337 37.1

営業利益   14,355 3.8 49,364 9.9  290,747 15.6

Ⅳ 営業外収益 ※２  39,428 10.4 34,390 6.9  132,211 7.1

Ⅴ 営業外費用 ※３  538 0.1 8,541 1.7  32,409 1.7

経常利益   53,244 14.1 75,213 15.1  390,549 21.0

Ⅵ 特別損失 ※４  － － 3,782 0.7  － －

税引前第１四半期

(当期)純利益 
  53,244 14.1 71,431 14.4  390,549 21.0

法人税、住民税 

及び事業税 
 22,415 45,775 118,688 

法人税等調整額  － 22,415 5.9 △21,536 24,238 4.9 175,272 293,960 15.8

第１四半期(当期)

純利益 
  30,829 8.2 47,193 9.5  96,589 5.2

前期繰越利益   1,914,189 －  －

第１四半期(当期)

未処分利益 
  1,945,018 －  －
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（３）四半期株主資本等変動計算書 

当第 1四半期会計期間（自 平成 19 年４月１日  至 平成 19 年 6 月 30 日） 

株主資本 

資本剰余金 項 目 
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高（千円） 4,598,808 4,639,782 1,141,486  5,781,269 

第１四半期会計期間中の変動額  

新株の発行 14,373 13,300 －  13,300 

自己株式の取得 － － －  － 

剰余金の配当 － － － － 

第１四半期純利益 － － －  － 

株主資本以外の項目の中の第１四

半期会計期間中の変動額（純額） 
－ － － － 

第１四半期会計期間中の変動額合計

(千円) 
14,373 13,300 －  13,300 

平成19年６月30日残高（千円） 4,613,182 4,653,082 1,141,486  5,794,569 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金項 目 

繰越利益剰余金 

利益剰余金

合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

平成19年３月31日残高（千円） 2,010,778 2,010,778 － 12,390,856 

第１四半期会計期間中の変動額  

新株の発行 － － － 27,673 

自己株式の取得 － － △623,707 △623,707 

剰余金の配当 △297,513 △297,513 － △297,513 

第１四半期純利益 47,193 47,193 － 47,193 

株主資本以外の項目の中の第１四

半期会計期間中の変動額（純額） 
－ － － － 

第１四半期会計期間中の変動額合計

(千円) 
△250,319 △250,319 △623,707 △846,353 

平成19年６月30日残高（千円） 1,760,458 1,760,458 △623,707 11,544,502 

 

評価・換算差額等 

項 目 その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算差額等 

合計 

純資産合計 

平成19年３月31日残高（千円） 480,603 480,603  12,871,460 

第１四半期会計期間中の変動額     

新株の発行 － －  27,673 

自己株式の取得 － －  △623,707 

剰余金の配当 － －  △297,513 

第１四半期純利益 － －  47,193 

株主資本以外の項目の中の第１四

半期会計期間中の変動額（純額） 
△160,783  △160,783 △160,783 

第１四半期会計期間中の変動額合計

(千円) 
△160,783 △160,783  △1,007,136 

平成19年６月30日残高（千円） 319,820 319,820 11,864,323 
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前事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

株主資本 

資本剰余金 項 目 
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高（千円） 4,517,482 4,558,456 82,947 4,641,404

当会計期間中の変動額  

新株の発行 81,326 81,326 － 81,326

剰余金の配当（注） － － － －

当期純利益 － － － －

自己株式の処分 － － 1,058,538 1,058,538

株主資本以外の項目の中の 

当会計期間中の変動額（純額） 
－ － － －

当会計期間中の変動額合計(千円) 81,326 81,326 1,058,538 1,139,864

平成19年３月31日残高（千円） 4,598,808 4,639,782 1,141,486 5,781,269

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金項 目 

繰越利益剰余金 

利益剰余金

合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

平成18年３月31日残高（千円） 2,104,361 2,104,361 △548,282 10,714,966

当会計期間中の変動額  

新株の発行 － － － 162,652

剰余金の配当（注） △190,172 △190,172 － △190,172

当期純利益 96,589 96,589 － 96,589

自己株式の処分 － － 548,282 1,606,820

株主資本以外の項目の中の 

当会計期間中の変動額（純額） 
－ － － －

当会計期間中の変動額合計(千円) △93,582 △93,582 548,282 1,675,890

平成19年３月31日残高（千円） 2,010,778 2,010,778 － 12,390,856

 

評価・換算差額等 

項 目 その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算差額等 

合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高（千円） 498,006 498,006 11,212,972

当会計期間中の変動額  

新株の発行 － － 162,652

剰余金の配当（注） － － △190,172

当期純利益 －  － 96,589

自己株式の処分 － － 1,606,820

株主資本以外の項目の中の 

当会計期間中の変動額（純額） 
△17,402 △17,402 △17,402

当会計期間中の変動額合計(千円) △17,402 △17,402 1,658,487

平成19年３月31日残高（千円） 480,603 480,603 12,871,460

（注）平成 18 年６月８日開催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 

第７期 

第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日

至 平成18年６月30日)

第８期 

第１四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)
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 53,244 71,431 390,549

減価償却費 1,800 1,653 7,574

投資損失引当金の増減額（△は減少） ― △1,460 44,714

前期損益修正損 ― 3,782 ―

為替差損 ― 5,550 ―

受取利息 △32,591 △30,069 △124,897

株式交付費 50 90 742

支払手数料 ― 2,900 ―

有価証券運用損益 △6,348 ― 31,080

支払利息 ― ― 263

営業投資有価証券の増減額(△は増加) △346,837 △1,266,178 △1,930,679

売上債権の増減額(△は増加) 75,793 93,327 4,702

前払費用の増減額(△は増加) 9,699 △8,200 7,044

未収入金の増減額(△は増加) △39,275 2,690 △225

その他の資産の増減額(△は増加) 1,127 △731 6,325

未払金の増減額(△は減少) △61,713 △880 △27,538

未払費用の増減額(△は減少) △6,932 △1,110 △270

前受金の増減額(△は減少) 39,547 24,049 26,799

預り金の増減額(△は減少) 21,619 32,435 5,851

未払消費税等の増減額(△は減少) △9,287 △6,102 4,629

未払法人税等（外形標準）の増減額(△は減少) 6,457 6,781 △22,762

小  計 △293,646 △1,070,041 △1,576,094

利息の受取額 30,222 27,700 122,595

法人税等の支払額 △793,247 △6,190 △1,230,274

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,056,670 △1,048,532 △2,683,773

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 △420 ― △4,458

無形固定資産の取得による支出 ― △199 ―

投資有価証券の取得による支出 ― △100,000 △544,929

有価証券の売却による収入 161,788 ― 642,809

有価証券の取得による支出 △467,704 ― △1,037,566

敷金・保証金の預入れによる支出 ― △16,023 ―

短期貸付金の純増減額（△は増加） △43,000 ― △3,000

長期貸付金貸付による支出 ― △3,000 ―

長期貸付金回収による収入 157 163 5,439

投資活動によるキャッシュ・フロー △349,178 △119,058 △941,705

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式発行による収入 4,307 27,673 162,652

株式交付費 △50 △90 △742

      支払手数料 ― △2,900 ―

自己株式処分による収入 1,606,820 ― 1,606,820

自己株式取得による支出 ― △623,707 ―

配当金の支払額 △166,433 △211,435 △186,165

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,444,644 △810,459 1,582,564

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） 38,794 △1,978,050 △2,042,913

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,379,756 3,336,842 5,379,756

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

第１四半期末(期末)残高 
5,418,551 1,358,792 3,336,842
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（５）注記事項等 

項目 

第７期 
第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

第８期 
第１四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 資産の評価基

準及び評価方

法 

(1) 有価証券 

① 子会社株式 

移動平均法に基づく原価

法であります。 

(1) 有価証券 

① 売買目的有価証券 

  時価法（売却原価は移動

平均法により算定）であ

ります。 

(1) 有価証券 

① 売買目的有価証券 

  時価法（売却原価は移

動平均法により算定）

であります。 

② その他有価証券(営業投資
有価証券を含む) 

※ 時価のあるもの 

第１四半期会計期間末日

の市場価格等に基づく時

価法であります。 

  また、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

算定しております。 

※ 時価のないもの 

移動平均法に基づく原価

法であります。 

 

③ 投資事業組合出資金の会

計処理 

当社及び子会社が投資事

業組合を管理運営する場

合は、当該組合等の最近の

財産及び損益の状況に基

づいて、組合等の純資産・

収益・費用を当社の持分割

合に応じて計上しており

ます。 

② 満期保有目的の債券  

  償却原価法（利息法）で

あります。 

③  子会社株式 

移動平均法に基づく原

価法であります。 

④  その他有価証券(営業投

資有価証券を含む) 

※時価のあるもの 

当第１四半期会計期間

末日の市場価格等に基

づく時価法であります。

また、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

法により算定しており

ます。 

※時価のないもの 

移動平均法に基づく原

価法であります。 

⑤ 投資事業組合出資金の会

計処理 

当社及び子会社が投資事

業組合を管理運営する場

合は、当該組合等の最近

の財産及び損益の状況に

基づいて、組合等の純資

産・収益・費用を当社の

持分割合に応じて計上し

ております。 

② 満期保有目的の債券  

  償却原価法（利息法）

であります。 

③  子会社株式 

移動平均法に基づく原

価法であります。 

④  その他有価証券(営業

投資有価証券を含む) 

※時価のあるもの 

期末日の市場価格等に

基づく時価法でありま

す。また評価差額は全部

純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平

均法により算定してお

ります。 

※時価のないもの 

移動平均法に基づく原

価法であります。 

⑤ 投資事業組合出資金の

会計処理 

当社及び子会社が投資

事業組合を管理運営す

る場合は、当該組合等

の最近の財産及び損益

の状況に基づいて、組

合等の純資産・収益・

費用を当社の持分割合

に応じて計上しており

ます。 

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。

主な耐用年数は、建物が３

～15年、器具備品が３～20

年、車両運搬具が５年であ

ります。 

(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。

ソフトウェア(自社利用

分)については、社内にお

ける見込利用可能期間(５

年)による定額法によって

おります。 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

(2) 無形固定資産 

定額法によっております。
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項目 

第７期 
第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

第８期 
第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

３ 引当金の計上

基準 

(1) 投資損失引当金 

第１四半期末現在に有す

る営業投資有価証券の損

失に備えるため、投資会社

の実情を勘案の上、その損

失見積額を計上しており

ます。 

(1) 投資損失引当金 

同左 

(1) 投資損失引当金 

期末現在に有する営業投

資有価証券の損失に備え

るため、投資会社の実情

を勘案の上、その損失見

積額を計上しておりま

す。 

 (2) 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

収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しており

ます。ただし、当第１四半

期においては、引当の対象

となる債権はありません。

(2) 貸倒引当金 

同左 

(2) 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

収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しており

ます。ただし、当期におい

ては引当の対象となる債

権はありません。 

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 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 

税抜方式によっております。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

 (2) 役員報酬の売上原価算入 

コンサルティングサービス提

供という当社事業の性質及び

役員兼ビジネスプロデューサ

ーという実態を反映して、役員

報酬の一部をコンサルティン

グサービス売上原価に算入し

ております。 

 

 

 

 

 

(2) 役員報酬の売上原価算入

同左 

(2) 役員報酬の売上原価算入 

同左 
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

第７期 
第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

第８期 
第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

― ―  当事業年度から「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年12月９日 企

業会計基準第５号）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあり

ません。 

  なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は12,871,460千円でありま

す。 

 財務諸表等規則の改正により当事業

年度における財務諸表は、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

 



㈱ドリームインキュベータ（4310）平成 20年３月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

 - 15 -

(四半期貸借対照表関係)  

第７期 

第１四半期会計期間末 

(平成18年６月30日) 

第８期 

第１四半期会計期間末 

(平成19年６月30日) 

前事業年度末 

(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

64,324千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

71,744千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

70,097千円

※２ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺の上、流動負債「その他」

に含めて表示しております。 

※２ 消費税等の取扱い 

同左 

※２ ― 

   

 

 

(四半期損益計算書関係) 

第７期 
第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

第８期 
第１四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ ― ※１ 営業投資売上原価 

   売上原価の中には、投資損失引当

金戻入額1,460千円が含まれてお

ります。 

※１ 営業投資売上原価 

   営業投資売上原価の中には、営業

投資有価証券評価損123,934千円

及び投資損失引当金繰入額

44,714千円が含まれております。

※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息 32,591千円

有価証券売却益 6,837千円
 

※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息 30,069千円

雑収入 3,609千円
 

※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息 124,897千円

有価証券利息 6,267千円
 

※３ 営業外費用の主要項目 

有価証券評価損 488千円
 

※３ 営業外費用の主要項目 

為替差損 5,550千円

支払手数料 2,900千円

株式交付費 90千円
 

※３ 営業外費用の主要項目 

有価証券運用損 31,080千円

株式交付費 742千円
 

※４ 特別損失の主要項目 

    ― 

※４ 特別損失の主要項目 

前期損益修正損 3,782千円
 

※４ 特別損失の主要項目 

 ― 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,800千円
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,646千円

無形固定資産 6千円
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 7,574千円
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(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19年４月１日  至 平成19年６月30日) 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 
第１四半期 
会計期間末 

普通株式(株) 99,171 393 － 99,564

（変動事由の概要） 

増加はストックオプション行使によるものであります。 

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 
第１四半期 
会計期間末 

普通株式(株) ― 2,465 ― 2,465

（変動事由の概要）  

増加は、会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づき、平成 19 年 6 月 5 日開催の取締役会決議に基づきに実

施した自己株式の取得によるものであります。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数（株） 

会社名 内訳 
目的となる

株式の種類 前事業 

年度末 
増加 減少 

第１四半期 

会計期間末 

第１四半期 
会計期間末 
 残高（千円）

平成12年6月新株予約権 普通株式 627.70 － 193.00 434.70 －

平成12年12月新株予約権 普通株式 4.44 － － 4.44 － 

平成13年6月新株予約権 普通株式 35.99 － － 35.99 － 

平成14年6月新株予約権 普通株式 591.00 － 100.00 491.00 － 

平成15年6月新株予約権 普通株式 1,736.00 － 100.00 1,636.00 － 

平成16年6月新株予約権 普通株式 2,284.00 － － 2,284.00 － 

提出会社 

平成17年6月新株予約権 普通株式 2,520.00 － － 2,520.00 － 

合 計 7,799.13 － 393.00 7,406.13 －

（注）１．目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

   ２．目的となる株式の数の変動理由の概要 

    平成 12 年６月新株予約権の減少 193 株、平成 14 年６月新株予約権の減少 100 株、平成 15 年６月新株予約権

の減少 100 株は、権利行使によるものであります。 

 

４．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株当たり配当額
(円) 

基準日 効力発生日 

平成19年５月10日 

取締役会 
普通株式 297,513 3,000 平成19年３月31日 平成19年６月６日
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前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 
株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 98,268 903 ― 99,171
 

（変動事由の概要） 

増加はストックオプション行使によるものであります。 

 

２ 自己株式に関する事項 
株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 3,182 ― 3,182 ―
 

（変動事由の概要） 

減少は、平成18年４月19日に実施した自己株式の処分によるものであります。 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数（株） 

会社名 内訳 
目的となる

株式の種類 前事業 

年度末 
増加 減少 

当事業 

年度末 

当事業 
年度末残高 
（千円） 

平成12年6月新株予約権 普通株式 627.70 － － 627.70 － 

平成12年12月新株予約権 普通株式 4.44 － － 4.44 － 

平成13年6月新株予約権 普通株式 35.99 － － 35.99 － 

平成14年6月新株予約権 普通株式 926.00 － 335.00 591.00 － 

平成15年6月新株予約権 普通株式 1,906.00 － 170.00 1,736.00 － 

平成16年6月新株予約権 普通株式 2,761.00 － 477.00 2,284.00 － 

提出会社 

平成17年6月新株予約権 普通株式 2,167.00 613.00 260.00 2,520.00 － 

合 計 8,428.13 613.00 1,242.00 7,799.13 －

（注）１．目的となる株式の数の変動理由の概要 

       平成 17 年６月新株予約権の増加は、平成 18 年４月 28 日開催の取締役会において付与したものであります。 

       平成 15年６月新株予約権の減少 39株、平成 16年６月新株予約権の減少 40株、平成 17年６月新株予約権の減少 260株は、

従業員の退職に伴い失権したものであります。 

       平成 14 年６月新株予約権の減少 335 株、平成 15 年６月新株予約権の減少 131 株、平成 16 年６月新株予約権の減少 437 株

は、権利行使によるものであります。 

   ２．平成 17 年６月新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

 
４ 配当に関する事項 
 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月８日 
定時株主総会 

普通株式 190,172 2,000 平成18年３月31日 平成18年６月８日

 
 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
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19年５月10日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 297,513 3,000 平成19年３月31日 平成19年６月６日
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

第７期 
第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

第８期 
第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

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

る科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 5,418,551千円

現金及び 

現金同等物 
5,418,551千円

 

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

る科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,358,792千円

現金及び 

現金同等物 
1,358,792千円

 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

現金及び預金勘定 1,337,554千円

有価証券勘定 1,999,288千円

現金及び 

現金同等物 
3,336,842千円
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（リース取引関係） 

第７期 
第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

第８期 
第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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

相当額及び第1四半期末残高相当額

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

相当額及び期末残高相当額 

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

相当額及び第1四半期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

第1四半期
末残高 
相当額 
(千円) 

器具備品 14,499 4,833 9,666 

合計 14,499 4,833 9,666 
 

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

第1四半期
末残高
相当額
(千円)

器具備品 18,259 10,230 8,029

合計 18,259 10,230 8,029
 

 
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 18,259 8,834 9,425

合計 18,259 8,834 9,425
 

(2) 未経過リース料第１四半期末残高

相当額等 

  未経過リース料第１四半期末残高

相当額 

一年内 4,825千円

一年超  4,909千円

合計 9,735千円
 

(2) 未経過リース料第１四半期末残高

相当額等 

  未経過リース料第１四半期末残高

相当額 

一年内 5,637千円

一年超  2,490千円

合計 8,127千円
 

(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 

 

 

一年内 5,611千円

一年超 3,909千円

合計 9,521千円
 

(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 

支払リース料 1,819千円

減価償却費相当額 1,745千円

支払利息相当額 49千円
 

(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 

支払リース料 1,438千円

減価償却費相当額 1,396千円

支払利息相当額 45千円
 

(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 

支払リース料 5,935千円

減価償却費相当額 5,746千円

支払利息相当額 191千円
 

(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

額をゼロ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） 

同左 

（減損損失について） 

同左 
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(有価証券関係) 

前第１四半期会計期間末（平成18年６月30日） 

 

１ 時価のあるその他有価証券 

 種類 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

差額 
（千円） 

営業投資有価証券に属するもの  

株式 48,430 239,574 191,143

新株予約権 ― 18,000 18,000

営業出資金 ― ― ―

投資有価証券に属するもの  

  株式 180,792 294,192 113,400

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

計 229,222 551,766 322,543

営業投資有価証券に属するもの  

株式 14,324 8,510 △5,814

営業出資金 104,929 86,869 △18,060

貸借対照表計上額が 
取得原価を下回るもの 

計 119,254 95,379 △23,874

合計 348,476 647,145 298,668

(注) 新株予約権については本源的価値により評価しております。 

 

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成18年４月１日 至平成18年６月30日） 

 売却額（千円） 
売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額 
（千円） 

営業投資有価証券に属するもの  

株式 149,148 141,948 ― 

営業出資金 ― ― ― 

計 149,148 141,948 ― 

 

３ 時価のないその他有価証券 

内容 貸借対照表計上額(千円) 

営業投資有価証券に属するもの  

  非上場株式(店頭登録株式を除く) 1,899,132 

  新株予約権等 0 

営業出資金 1,685,928 

投資有価証券に属するもの  

  社債 2,000,000 

 

なお、当事業年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年６月 30 日)における子会社株式で時

価のあるものはありません。 
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当第１四半期会計期間末（平成19年６月30日) 

１ 時価のあるその他有価証券 

種類 
取得原価 
（千円） 

四半期貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

営業投資有価証券に属するもの  

株式 820,990 1,738,606 917,615

投資有価証券に属するもの  

  投資信託受益証券 300,000 302,162 2,162

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

計 1,120,990 2,040,768 919,778

営業投資有価証券に属するもの  

株式 1,497,482 1,146,099 △351,382

投資有価証券に属するもの  

株式 180,792 151,632 △29,160

貸借対照表計上額が 
取得原価を下回るもの 

計 1,678,274 1,297,731 △380,542

合計 2,799,264 3,338,500 539,235

 

２ 当第1四半期会計期間に売却したその他有価証券(自平成19年4月1日 至平成19年6月30日) 

種類 
売却額 

（千円） 

売却益の合計額 

（千円） 

売却損の合計額 

（千円） 

営業投資有価証券に属するもの  

株式 130,854 17,209 ―

合計 130,854 17,209 ― 

 

３ 時価のない主な有価証券 

種類 四半期貸借対照表計上額(千円) 

（１）その他有価証券  

営業投資有価証券に属するもの  

非上場株式 3,946,262 

社債 185,160 

新株予約権等 30,459 

営業出資金 473,471 

   投資有価証券に属するもの  

     社債 2,000,000 

     投資信託受益証券 346,520 

 

４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 
 

(千円) (千円) (千円) (千円) 

投資有価証券に属するもの   

債券   

社債 －  2,000,000 － － 

合計 －  2,000,000 － － 

なお、当第１四半期会計期間末（平成 19 年 6 月 30 日）における子会社株式で時価のあるものは

ありません。 
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前事業年度末(平成19年３月31日) 

 

１ 売買目的有価証券 

貸借対照表計上額（千円） 当事業年度の損益に含まれた評価差額（千円） 

  ― △13,236

 

２ 保有目的を変更した有価証券 

 当事業年度において、営業方針変更のため、売買目的有価証券を営業投資目的（その他目的）に変更し

ております。この結果、変更前の方法によった場合と比較して、経常利益及び税引前当期純利益が13,900

千円減少しております。また、営業投資有価証券が363,290千円増加し、有価証券が同額減少しており、そ

の他有価証券評価差額金が12,747千円増加しております。 

 

３ 時価のあるその他有価証券 

区分 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

差額 
（千円） 

営業投資有価証券に属するもの  

株式 1,289,952 2,227,740 937,787

投資有価証券に属するもの  

  株式 180,792 248,832 68,040

  投資信託受益証券 200,000 200,671 671

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

計 1,670,744 2,677,244 1,006,499

営業投資有価証券に属するもの  

株式 764,124 567,949 △196,174

  

貸借対照表計上額が 
取得原価を下回るもの 

計 764,124 567,949 △196,174

合計 2,434,868 3,245,193 810,325

 

４ 当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

区分 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

営業投資有価証券に属するもの  

 株式 398,194 344,016 －

合計 398,194 344,016 －
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５ 時価のない主な有価証券 

区分 貸借対照表計上額（千円） 

（１）満期保有目的の債券  

 有価証券に属するもの  

  コマーシャルペーパー 1,999,288 

（２）その他有価証券  

営業投資有価証券に属するもの  

  非上場株式 2,962,438 

  社債 185,160 

  新株予約権等 30,459 

    営業出資金 467,741 

 投資有価証券に属するもの  

  社債 2,000,000 

   投資信託受益証券 344,929 

 

６ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 

 
 (千円) (千円) (千円) (千円) 

投資有価証券に

属するもの 
 

債券  

  社債 － 2,000,000 － －

合計 － 2,000,000 － －

 

なお、当事業年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日)における子会社株式で時価のあるものはあ

りません。 
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(デリバティブ取引関係) 

第７期 
第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

第８期 
第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当社はデリバティブ取引を全く利用し

ていないので、該当事項はありません。 

同左 同左 

 

 

(持分法損益等) 

第７期 
第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

第８期 
第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第１四半期会計期間において、他の会

社の議決権の100分の20以上、100分の50

以下を自己の計算において所有してい

るにも拘らず関連会社としていない当

該他の会社がありますが、当社の主たる

営業目的であるインキュベーション事

業のために取得したものであり、営業、

人事、資金その他の取引を通じて投資先

会社の支配を目的とするものではない

ため、該当事項はありません。 

同左 当期において、他の会社の議決権の100

分の20以上、100分の50以下を自己の計

算において所有しているにも拘らず関

連会社としていない当該他の会社があ

りますが、当社の主たる営業目的である

インキュベーション事業のために取得

したものであり、営業、人事、資金その

他の取引を通じて投資先会社の支配を

目的とするものではないため、該当事項

はありません。 
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(１株当たり情報) 

項目 

第７期 
第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

第８期 
第１四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 125,574円95銭 122,187円91銭 129,790円56銭 

１株当たり 

第１四半期(当期)純利益 
315円66銭 476円25銭 981円40銭 

潜在株式調整後１株当たり 

第１四半期(当期)純利益 
303円13銭 472円44銭 951円68銭 

 
（注）算定上の基礎 
１．１株当たり純資産額 

項目 

第７期 
第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日)

第８期 
第１四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

四半期貸借対照表（貸借対照表）

の純資産の部の合計額（千円） 
                  ― 11,864,323 12,871,460 

普通株式に係る純資産額(千円)                   ― 11,864,323 12,871,460 

差額の主な内訳（千円）                   ―                  ― ― 

普通株式の発行済株式数（株）                   ― 99,564 99,171 

普通株式の自己株式数（株）                   ― 2,465 ― 

１株当たり純資産額の算定に用

いられた普通株式の数（株） 
                  ― 97,099 99,171 

 
２．１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 

項目 

第７期 
第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日)

第８期 
第１四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

四半期損益計算書（損益計算書）

上の第１四半期(当期)純利益(千

円) 

30,829 47,193 96,589 

普通株式に係る 

第１四半期(当期)純利益(千円) 
30,829 47,193 96,589 

普通株主に帰属しない金額                   ―                  ― ― 

普通株式の期中平均株式数 

(株) 
97,665 99,093 98,420 

第1四半期(当期)純利益調整額                   ―                  ― ― 

潜在株式調整後１株当たり第１

四半期(当期)純利益の算定に用

いられた普通株式増加数の主要

な内訳(株) 

   

 新株予約権 4,039 799    3,073 

普通株式増加数(株) 4,039 799 3,073 

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１四半期(当期)純利益の 

算定に含まれなかった潜在株式

の概要 

新株予約権 

①株主総会の特別決議日

  平成17年６月20日 

 

②新株予約権の数 

    613個 

新株予約権 

①株主総会の特別決議日 

  平成17年６月20日 

 

②新株予約権の数 

    3,320個       

新株予約権 

①株主総会の特別決議日 

  平成17年６月20日 

 

②新株予約権の数 

    2,725個 
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(重要な後発事象) 

第７期 
第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

第８期 
第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

― 

 

― 自己株式の取得について 

 当社は、平成19年６月５日開催の取締

役会において、会社法第165条第２項の

規定による定款の定めに基づき、経営環

境の変化に対応した機動的な資本政策

の遂行のため、自己株式の取得を決議い

たしました。 

 

(1)取得する株式の種類 

 普通株式 

(2)取得の方法 

 東京証券取引所における市場買付 

(3)取得する株式の総数 

 5,000株（上限） 

(発行済株式総数に対する割合 5.02%）

(4)株式の取得価額の総額 

 1,000,000千円（上限） 

(5)取得する期間 

 平成19年６月７日から 

平成19年８月31日まで 
 
 

（その他） 

該当事項はありません。 


