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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 31 日 

上 場 会 社 名        株式会社いい生活            上場取引所  東証マザーズ 

コ ー ド 番 号         3796                           ＵＲＬ  http://www.e-seikatsu.info 

代  表  者 （役職名）代表取締役社長 CEO（氏名）中村 清高 

問合せ先責任者 （役職名）代表取締役副社長 CFO（氏名）塩川 拓行    ＴＥＬ （03）5423－7820 

配当支払開始予定日   平成－年－月－日  
 

（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 419  50.3 △57   － △55   － △16   －
19 年３月期第１四半期 279   － △66   － △65   － △36   －

19 年３月期 1,595   － 16   － 16   －  61   － 

 

 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 △248  71 －  －
19 年３月期第１四半期 △556  28 －  －

19 年３月期 923  34 807  15

平成 19 年３月期第１四半期の対前年同四半期増減率については、平成 18 年３月期第１四半期の財務諸表を作成してい
ないため、記載を省略しております。 
 
(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 1,664 1,429 85.9 21,129  84
19 年３月期第１四半期 1,518 1,339 88.2 20,301  14

19 年３月期 1,720 1,460 84.9 21,709  31

 

(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 52 △10 2 600
19 年３月期第１四半期 △111 △51 － 693

19 年３月期 △20 △287 7 556

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 
  円 銭  円 銭  円 銭

19 年 3 月期 － － 00 00

20 年 3 月期   

20 年 3 月期（予想） － － 
00 00
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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） 

第１四半期の業績は、概ね予定通り推移しており、平成 19 年 5月 10 日に公表しました業績予想の見直しは中間期 

及び通期とも変更はありません。 

（％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 935  39.0 △40   － △40   － △5   － △74     06

通     期 2,150  34.8 200   － 200   － 130 111.8 1,925     66

 
４．その他 

  

(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。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 
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、多分に不確実な要素を含

んでおります。実際の業績等は、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。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の５ページを参照してください。 
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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 

当第１四半期会計期間における当社の経営成績につきましては次の通りであります。 

当社は、不動産業を営む企業を主な顧客としたＡＳＰソリューションの本格的な拡販を推進しており、前事業年

度より行っている不動産会社向けの全国各地でのセミナー開催を中心とした販売促進活動に注力してまいりまし

た。また、更なる営業体制の強化を目的として 2007 年 4 月に新入社員 20 名を増員し、その早期戦力化に向けて教

育･育成を行ってまいりました。更に、ＡＳＰサービスのラインアップ拡充・機能強化に向けて、不動産業を営む

企業のシステムニーズについて継続的に調査を行い、そのニーズに応えるべく既存サービスの機能強化及び拡張を

随時行うと共に、ＡＳＰサービスの新ラインアップとなる賃貸管理システム（翌事業年度リリース予定）及びコン

テンツ・マネジメント・システム（当事業年度リリース予定）等の新商品・サービスの開発にも注力してまいりま

した。 

ＡＳＰサービスにおいては、前事業年度より引き続き株式会社センチュリー２１・ジャパンの加盟店を中心にＡ

ＳＰサービスの導入を推進しており、当社の主力サービスである「不動産物件情報更新管理データベース・システ

ム」の導入も本格的に全国展開をしてまいりました。また、ＡＳＰサービスの総顧客数につきましても当第１四半

期会計期間末時点で申込ベース 1,060 社（1,370 店舗）となり、前事業年度末時点より 143 社（153 店舗）純増し

ており、ＡＳＰサービスの売上高は、165,524 千円（前年同期比 66.6％増）となりました。 

アドヴァンストＡＳＰサービスにおいては、主にヤフー株式会社が運営する不動産情報サイトである「Yahoo！

不動産」に新築マンション及び新築一戸建て物件情報の掲載登録を行う入稿センター業務が順調に稼動してきたこ

と、ＡＳＰサービス用の標準システムを大手顧客向けにカスタマイズしたシステム開発案件が積み上がったこと等

により、売上高は 223,215 千円（前年同期比 46.6％増）となりました。 

ネットワーク・ソリューションにおいては、既存の受託運用サービス契約による売上が順調に推移した結果、売

上高は 31,102 千円（前年同期比 12.3％増）となりました。 

この結果、当第１四半期会計期間における売上高は 419,842 千円（前年同期比 50.3％増）となりました。 

売上原価については、主に前事業年度に導入したサーバ設備・システム基盤、サービス提供用自社資産システム・

ソフトウェアの減価償却費やシステム管理維持費等が計上されており、前事業年度に採用したテクニカルサポート

センターの人員増加に伴う人件費が計上された結果、274,035 千円（前年同期比 22.6％増）となりました。 

販売費及び一般管理費については、主に前事業年度に行った大阪支店開設等の営業体制の強化を目的とした中途

採用及び 2007 年 4 月の新入社員 20 名の増員に伴う人件費等が計上された結果、202,973 千円（前年同期比 66.4％

増）となりました。 

特別損益については、当社が保有する投資有価証券の一部を売却したことによる投資有価証券売却益による特別

利益 32,798 千円（前年同期比 324.1％増）、固定資産除却損による特別損失 189 千円（前年同期実績なし）となり

ました。 

上記の結果、当第１四半期会計期間においては、営業損失 57,166 千円（前年同期 営業損失 66,182 千円）、経

常損失 55,808 千円（前年同期 経常損失 65,605 千円）、四半期純損失 16,789 千円（前年同期 四半期純損失 36,690

千円）となりました。 

 

ＡＳＰソリューション事業の品目別概況は以下のとおりであります。 

品       目 

前第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）

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）

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日）

 
売上高 

（千円） 

構成割合 

（％） 

売上高 

（千円） 

構成割合 

（％） 

対前年 

増減率 

（％） 売上高 

（千円） 

構成割合 

（％） 

ＡＳＰサービス 

（ＡＳＰ運用業務） 
99,353 35.6 165,524 39.4 66.6 487,042 30.5

アドヴァンスト

ＡＳＰサービス 

（ＡＳＰ開発業務） 

152,281 54.5 223,215 53.2 46.6 991,844 62.2

ネットワーク・ 

ソリューション 
27,705 9.9 31,102 7.4 12.3 116,173 7.3

合       計 279,340 100.0 419,842 100.0 50.3 1,595,060 100.0
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当社は、当事業年度より中間期及び通期に加えて、四半期ごとの業績予想を開示しております。 

平成 20 年 3月期第１四半期における実績と見通しの比較は以下のとおりであります。 

 （実績） （見通し） 

（単位：百万円） 

平成 20 年３月期第１四半期

 （自平成 19 年４月１日 

至平成 19 年６月 30 日）

平成 20 年３月期第１四半期

(自平成 19 年４月１日 

至平成 19 年６月 30 日）

差異 

売上高 419 415 4 

営業利益 △57 △65 8 

経常利益 △55 △65 10 

当期純利益 △16 △20 4 

 

ＡＳＰサービスの総顧客数の推移は以下のとおりであります。               （単位：社数、店舗数） 

 平成 19 年３月 平成 19 年４月 平成 19 年５月 平成 19 年６月 

社数(サービス提供ベース) 885 908 943 977

社数(申込ベース） 917 955 1,008 1,060

店舗数(サービス提供ベース) 1,176 1,199 1,245 1,281

店舗数(申込ベース） 1,217 1,258 1,316 1,370

 

２．財政状態に関する定性的情報 
（資産） 

当第１四半期会計期間末における流動資産の残高は 923,544 千円（前事業年度末 956,183 千円）となり、32,639 千

円減少しました。これは主に、現金及び預金が 43,806 千円増加した一方、売掛金が 105,768 千円減少したこと等による

ものであります。また、当第１四半期会計期間末における固定資産の残高は 740,618 千円（前事業年度末 764,605 千

円）となり、23,987 千円減少しました。これは主に、無形固定資産が 10,829 千円増加した一方、有形固定資産が 15,006

千円減少し、投資その他資産が 19,809 千円減少したことによるものであります。 

 

（負債） 

当第１四半期会計期間末における流動負債の残高は 204,898 千円（前事業年度末 221,926 千円）となり、17,028 千

円減少しました。これは主に、預り金が 13,298 千円増加した一方、賞与引当金が 24,172 千円減少し、未払法人税等が

16,651 千円減少したこと等によるものであります。 

 また、当第１四半期会計期間末における固定負債の残高は 29,450 千円（前事業年度末 38,042 千円）となり、8,591

千円減少しました。これは、預り保証金が 2,601 千円増加し、繰延税金負債が 11,193 千円減少したことによるものであ

ります。 

 

（純資産） 

当第１四半期会計期間末における純資産の残高は、1,429,813 千円（前事業年度末 1,460,819 千円）となり、31,005

千円減少しました。これは、新株予約権の行使による資本金及び資本準備金があわせて 2,100 千円増加し、繰越利益剰

余金が 16,789 千円減少し、その他有価証券評価差額金が 16,316 千円減少したこと等によるものであります。 

 

 キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間の現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、600,277 千円となり、前事業年度

末より 43,806 千円（7.9％）の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次の通りであり

ます。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金は、当第１四半期会計期間において 52,311 千円の増加（前第１四半期会計期間 111,472 千円の

減少）となりました。主な収入は、減価償却費 38,968 千円、売上債権の減少額 102,232 千円等であり、主な支出は、投

資有価証券売却益 32,798 千円、賞与引当金の減少額 24,172 千円、税引前第１四半期純損失 23,200 千円、法人税等の支

払額 14,882 千円等であります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金は、当第１四半期会計期間において 10,604 千円の減少（前第１四半期会計期間 51,406 千円の減少）

となりました。主な支出は、有形・無形固定資産の取得による支出 35,627 千円等であり、収入は投資有価証券の売却に

よる収入 33,548 千円であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金は、新株予約権の行使に伴う株式の発行による収入 2,100 千円の増加（前第１四半期会計期間は無

し）となりました。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

当社は、当事業年度より中間期及び通期に加えて、四半期ごとの業績予想を開示しております。 

当社の当第１四半期会計期間における業績は、概ね想定通り推移しており、平成 19 年 5 月 10 日に公表しました業績

予想については中間期及び通期共に変更はありません。 

当第２四半期会計期間以降につきましては、引き続きＡＳＰサービスの提供社数及び店舗数を増大することを最重要

課題と位置づけ、拡販営業体制の拡充及びＡＳＰサービスにおける新サービスの開発に注力する方針であります。 

本書提出日現在、不動産業界特有の季節変動要因（毎年１月から３月が繁忙期）で抑制されていたシステムへの投資

ニーズは、平成 19 年４月以降徐々に高まりつつあり、ＡＳＰサービス総顧客数の積み増しによる売上高への効果は、想

定どおり夏以降になるものと予想しており、引き続き全国各地でのセミナー開催に注力し、顧客化速度（営業効率）を

向上させていく計画であります。また、平成 19 年８月には、九州地区のお客様のための営業・サービス拠点としての機

能、ソフトウェア及び Web インターフェイス開発機能、技術サポート・サービス機能等を備えた総合拠点として福岡支

店を開設する予定であり、東京本社、大阪支店と合わせて３拠点体制とし、事業の拡大を図ってまいります。 

開発につきましても引き続き、顧客の満足度及び単価の向上を目的として、当社既存のソフトウェアと連動する賃貸

管理システム（翌事業年度リリース予定）及びコンテンツ・マネジメント・システム（当事業年度リリース予定）等の

当社ＡＳＰサービスにおけるラインアップの拡充に向けて注力してまいります。 

 経費につきましては、福岡支店の新設にかかる費用がありますが、業績予想に盛り込み済みであります。 

なお、本予想数値については、ある一定期間に営業一人が獲得できる顧客数、単価及び活動可能な市場規模から総合

的に判断しており、獲得する顧客及び単価が計画どおりに達成できない場合や新サービスの開始時期等が計画どおりに

進捗しなかった場合は、当社の業績見通しに影響を与える可能性があります。 

 

 ご参考と致しまして、平成 20 年３月期における四半期単位業績の実績及び見通しは以下のとおりであります。 

 （実績） （見通し) （見通し） （見通し） 

（単位：百万円） 

平成 20 年３月期第１四半期 

(自平成 19 年４月１日 

至平成 19 年６月 30 日） 

平成 20 年３月期中間期 

（自平成 19 年４月１日 

至平成 19 年９月 30 日） 

平成 20 年３月期第３四半期 

（自平成 19 年４月１日 

至平成 19 年 12 月 31 日） 

平成 20 年３月期通期 

（自平成 19 年４月１日 

至平成 20 年３月 31 日） 

売上高 419 935 1,490 2,150 

営業利益 △57 △40 35 200 

経常利益 △55 △40 35 200 

当期純利益 △16 △5 35 130 

（注）上記に記載した予想数値は、発表日現在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。実際の業績等は、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。 

 



㈱いい生活 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 

  
前第１四半期会計期間末 
（平成18年６月30日） 

当第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  
 
 

693,984 600,277  556,470

２．受取手形   3,802 5,273  2,146

３．売掛金   174,531 234,534  340,302

４．たな卸資産    9,407 16,661  7,336

５．前払費用   31,679 40,253  32,003

６．繰延税金資産   31,506 29,319  21,961

７．未収入金   7,733 33  1

８．未収消費税等   4,097 －  －

９．その他   1,090 152  71

10．貸倒引当金   △2,232 △2,961  △4,110

流動資産合計   955,601 62.9 923,544 55.5  956,183 55.6

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1)建物附属設備  26,378 35,383 35,383 

 減価償却累計額  1,367 25,011 6,020 29,362 4,853 30,530

(2)工具器具及び 
備品 

 208,655 275,621 278,340 

  減価償却累計額  83,028 125,626 136,021 139,600 124,901 153,439

有形固定資産 
合計 

  150,638 9.9 168,962 10.1  183,969 10.7

２．無形固定資産    

(1)商標権   1,433 1,872  1,924

(2)ソフトウェア   182,801 384,524  387,208

(3)ソフトウェア仮 
勘定 

  105,078 42,882  29,317

無形固定資産 
合計 

  289,313 19.1 429,279 25.8  418,449 24.3

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券   4,500 －  28,260

(2)敷金及び保証金   117,099 141,061  133,226

(3)長期前払費用   925 1,315  700

投資その他の資
産合計 

  122,524 8.1 142,376 8.6  162,186 9.4

固定資産合計   562,475 37.1 740,618 44.5  764,605 44.4

資産合計   1,518,076 100.0 1,664,162 100.0  1,720,788 100.0
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前第１四半期会計期間末 
（平成18年６月30日） 

当第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   146,767 125,895  122,009

２．未払法人税等   1,801 2,671  19,322

３．前受金   18,203 33,439  33,847

４．預り金   5,826 21,828  8,530

５．賞与引当金   6,456 10,416  34,589

６．その他   － 10,646  3,627

流動負債合計   179,054 11.8 204,898 12.3  221,926 12.9

Ⅱ 固定負債    

１．預り保証金   － 29,450  26,848

２．繰延税金負債   － －  11,193

固定負債合計   － － 29,450 1.8  38,042 2.2

負債合計   179,054 11.8 234,348 14.1  259,969 15.1

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   607,450 40.0 － －  － －

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金  697,218 － － 

資本剰余金合計   697,218 45.9 － －  － －

Ⅲ 利益剰余金    

第１四半期  
未処分利益 

 34,354 － － 

利益剰余金合計   34,354 2.3 － －  － －

資本合計   1,339,022 88.2 － －  － －

負債資本合計   1,518,076 100.0 － －  － －
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前第１四半期会計期間末 
（平成18年６月30日） 

当第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
（％）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １．資本金   － － 612,200 36.8  611,150 35.5

２．資本剰余金    

(1)資本準備金  － 701,968 700,918 

資本剰余金合計   － － 701,968 42.2  700,918 40.7

３．利益剰余金    

(1)その他利益剰余 
   金 

   

繰越利益剰余金  － 115,644 132,434 

利益剰余金合計   － － 115,644 6.9  132,434 7.7

株主資本合計   － － 1,429,813 85.9  1,444,503 83.9

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評 

価差額金 
  － － － －  16,316 1.0

評価・換算差額等合 

計 
  － － － －  16,316 1.0

純資産合計   － － 1,429,813 85.9  1,460,819 84.9

負債純資産合計   － － 1,664,162 100.0  1,720,788 100.0
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（2）四半期損益計算書 

  
前第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） 

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） 

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   279,340 100.0 419,842 100.0  1,595,060 100.0

Ⅱ 売上原価   223,544 80.0 274,035 65.3  995,790 62.4

売上総利益   55,795 20.0 145,806 34.7  599,270 37.6

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

  121,978 43.7 202,973 48.3  583,222 36.6

営業利益又は 
営業損失（△） 

  △66,182 △23.7 △57,166 △13.6  16,048 1.0

Ⅳ 営業外収益 ※1  577 0.2 1,357 0.3  364 0.0

経常利益又は 
経常損失（△） 

  △65,605 △23.5 △55,808 △13.3  16,413 1.0

Ⅴ 特別利益 ※2  7,733 2.8 32,798 7.8  107,136 6.7

Ⅵ 特別損失 ※3  － － 189 0.0  20,918 1.3

税引前第１四半
期（当期）純利
益又は純損失
(△) 

  △57,871 △20.7 △23,200 △5.5  102,631 6.4

法人税、住民税及
び事業税 

 572 947 53,450 

法人税等調整額  △21,753 △21,180 △7.6 △7,357 △6,410 △1.5 △12,208 41,242 2.6

第１四半期（当
期）純利益又は
純損失（△） 

  △36,690 △13.1 △16,789 △4.0  61,389 3.8

前期繰越利益   71,045 －  －

第１四半期未処
分利益 

  34,354 －  －
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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 評価・換算差額等 

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 

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) 611,150 700,918 700,918 132,434 132,434 1,444,503 16,316 16,316 1,460,819

第 1 四半期会計期間中の変動額     

新株の発行（千円） 1,050 1,050 1,050 2,100   2,100

第 1 四半期純利益（千円）   △16,789 △16,789 △16,789   △16,789

株主資本以外の項目の第 1 四半期

会計期間中の変動額（純額） 

（千円） 
  △16,316 △16,316 △16,316

第 1 四半期会計期間中の変動額合計

（千円） 
1,050 1,050 1,050 △16,789 △16,789 △14,789 △16,316 △16,316 △31,005

平成 19 年６月 30 日 残高（千円） 612,200 701,968 701,968 115,644 115,644 1,429,813 － － 1,429,813

 

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 評価・換算差額等 

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 

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) 607,450 697,218 697,218 71,045 71,045 1,375,713 － － 1,375,713

事業年度中の変動額     

新株の発行（千円） 3,700 3,700 3,700 7,400   7,400

当期純利益（千円）   61,389 61,389 61,389   61,389

株主資本以外の項目の事業年度中

の変動額（純額） 

（千円） 
  16,316 16,316 16,316

事業年度中の変動額合計（千円） 3,700 3,700 3,700 61,389 61,389 68,790 16,316 16,316 85,106

平成 19 年３月 31 日 残高（千円） 611,150 700,918 700,918 132,434 132,434 1,444,503 16,316 16,316 1,460,819
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（4）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  

前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成18年６月30日） 

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） 

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 
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１四半期（当期）

純利益又は純損失(△) 
 △57,871 △23,200 102,631 

減価償却費  10,568 38,968 106,426 

固定資産受贈益  － － △8,260 

投資有価証券売却益  － △32,798 △90,600 

受取損害賠償金  △7,733 － △8,276 

固定資産除却損  － 189 3,154 

損害賠償金  － － 17,763 

貸倒引当金の増加額 

（△減少額） 
 △565 △1,149 1,313 

賞与引当金の増加額 

（△減少額） 
 6,456 △24,172 34,589 

受取利息及び受取配当金  － － △325 

売上債権の減少額 

（△増加額） 
 54,888 102,232 △93,582 

たな卸資産の増加額  △4,421 △9,325 △2,350 

未払消費税等の減少額  △24,846 △3,377 △17,371 

預り保証金の増加額  － 2,601 26,848 

その他  △11,199 17,223 32,487 

小計  △34,724 67,193 104,447 

利息及び配当金の受取額  － － 325 

法人税等の支払額  △76,747 △14,882 △115,318 

損害賠償金の受取額  － － 8,276 

損害賠償金の支払額  － － △17,763 

営業活動によるキャッシュ・

フロー 
 △111,472 52,311 △20,032 

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 
 △30,841 △566 △150,145 

無形固定資産の取得によ 

る支出 
 △47,306 △35,060 △242,579 

投資有価証券の売却によ 

る収入 
 － 33,548 94,350 

敷金・保証金の償還による

収入 
 26,741 － 26,741 

敷金・保証金の差入による

支出 
 － △8,525 △16,127 

投資活動によるキャッシュ・

フロー 
 △51,406 △10,604 △287,761 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・

フロー 
    

株式の発行による収入  － 2,100 7,400 

財務活動によるキャッシュ・

フロー 
 － 2,100 7,400 



㈱いい生活 平成 20 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（非連結） 

 12

  

前第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） 

 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）

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 
注記 

番号 
    金額（千円）      金額（千円）       金額（千円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 

換算差額 
 － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加 

    額 
 △162,878 43,806 △300,392 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首 

残高 
 856,863 556,470 856,863 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１ 

四半期末（期末）残高 
 693,984 600,277 556,470 
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 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 

項目 

前第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） 

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） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

(1）有価証券 

 その他有価証券 

(1）有価証券 

その他有価証券 
(1） 有価証券 

同左 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

 

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) 

 

 

 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

  ①商品 

  個別法による原価法 

 ②仕掛品 

  個別法による原価法 

 

同左 同左 

 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法 定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下の

  とおりであります。 

建物附属設備   ８～15年

  工具器具及び備品 ４～10年

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下の

  とおりであります。 

建物附属設備   ８～15年

工具器具及び備品 ３～15年

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下の

  とおりであります。 

建物附属設備   ８～15年

  工具器具及び備品 ３～15年

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

   定額法を採用しております。 

  但し、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。 

同左 同左 

 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 

 定額法を採用しております。 

  償却期間 ５年 

 

同左 同左 

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

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、個別に回収不能

見込額を計上しております。 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支払い

に備えるため、支払見込額のう

ち、当第１四半期会計期間に帰

属する額を計上しております。

（追加情報） 

賞与に関する規程の改定に伴

い、当第１四半期会計期間より賞

与引当金を計上しております。こ

の変更に伴い、営業損失、経常損

失及び税引前第１四半期純損失

は、6,456千円増加しております。

(2) 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支払い

に備えるため、支払見込額のう

ち、当第１四半期会計期間に帰

属する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払い

に備えるため、支払見込額のう

ち、当事業年度に帰属する額を

計上しております。 

（追加情報） 

賞与に関する規程の改定に伴

い、当事業年度より賞与引当金を

計上しております。この変更に伴

い、営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益は、34,589千円減少

しております。 
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項目 

前第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） 

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） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

５. リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によって

おります。 

 

同左 同左 

６．四半期キャッシュ・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ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなります。 

 

同左 同左 

 

 ７．その他四半期財務諸表 

（財務諸表）作成のための

基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。 

なお、仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺の上、表示しており

ます。 

 

消費税等の会計処理 

  消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。 

  なお、仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺の上、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 

  消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。 
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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の変更 

前第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） 

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） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── 

  

────── 

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等） 

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。 

従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

1,460,819千円であります。 

なお、当事業年度における貸借対照表の純資

産の部については、財務諸表等規則の改正に

伴い、改正後の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） 

当第１四半期会計期間より「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）及び「ス

トック・オプション等に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第 11 号 

平成 17 年 12 月 27 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。 

 

────── 

  

（ストック・オプション等に関する会計基準）

当事業年度より「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）及び「ストック・オ

プション等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第11号 平成17年

12 月 27 日）を適用しております。  

これによる損益に与える影響はありません。

 

────── 

 

（固定資産の減価償却方法の変更） 

 当第 1四半期会計期間から、法人税法の改

正（（所得税法等の一部を改正する法律 平

成 19 年３月 30 日 法律第６号）及び（法人

税法施行令の一部を改正する政令 平成 19

年３月 30 日政令第 83 号））に伴い、平成

19 年４月１日以降に取得したものについて

は、改正後の法人税法に基づく方法に変更し

ております。 

これによる損益に与えるる影響は軽微であ

ります。 

 

────── 
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 注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第１四半期会計期間末 
(平成18年６月30日) 

当第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) 

該当事項はありません。 同左 同左 

 
（四半期損益計算書関係） 

前第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） 

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） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

    雑収入                   12千円 

貸倒引当金戻入益        565千円 

     

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

    雑収入                  208千円

貸倒引当金戻入益      1,149千円

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息         325千円

 

※２ 特別利益の内訳 

    受取損害賠償金     7,733千円 

※２ 特別利益の内訳 

    投資有価証券売却益  32,798千円 

※２ 特別利益の内訳 

    固定資産受贈益        

   工具器具及び備品  8,260千円

     投資有価証券売却益  90,600千円

     受取損害賠償金        8,276千円

 

※３ 特別損失の内訳 

────── 

※３ 特別損失の内訳 

     固定資産除却損 

工具器具及び備品     189千円

 

※３ 特別損失の内訳 

固定資産除却損 

工具器具及び備品  3,154千円

損害賠償金     17,763千円 

４ 減価償却実施額 

      有形固定資産     5,763千円 

      無形固定資産     4,729千円 

 

４ 減価償却実施額 

      有形固定資産    15,056千円 

      無形固定資産    23,837千円 

 

４ 減価償却実施額 

      有形固定資産    51,594千円 

      無形固定資産    54,531千円 

 

 
（四半期株主資本等変動計算書関係） 

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

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項 
 
 

前事業年度末株式数 
（株） 

当四半期会計期間増加 
株式数（株） 

当四半期会計期間減少 
株式数（株） 

当四半期会計期間末 
株式数（株） 

発行済株式  

  普通株式（注） 67,290 378 － 67,668

合計 67,290 378 － 67,668

（注）普通株式の発行済株式総数の増加 378 株は、新株予約権の行使による増加であります。 
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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１四

半期会計

期間増加

当第１四

半期会計

期間減少

当第１四

半期会計

期間末 

当第１四半期会計

期間末残高 

（千円） 

提出会社 第４回新株予約権（平成 17 年） 普通株式 1,500 － － 1,500 －

合計 － 1,500 － － 1,500 －

 
３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
 

前事業年度末株式数 
（株） 

当事業年度増加 
株式数（株） 

当事業年度減少 
株式数（株） 

当事業年度末 
株式数（株） 

発行済株式  

  普通株式（注） 65,958 1,332 － 67,290

合計 65,958 1,332 － 67,290

（注）普通株式の発行済株式総数の増加 1,332 株は、新株予約権の行使による増加であります。 

 

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 

当事業年

度増加 

当事業年

度減少 

当事業年

度末 

当第１四半期会計

期間末残高 

（千円） 

提出会社 第４回新株予約権（平成 17 年） 普通株式 1,500 － － 1,500 －

合計 － 1,500 － － 1,500 －

 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 
（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

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） 

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６月30日現在） 

現金及び預金勘定      693,984千円 

現金及び現金同等物     693,984千円 

現金及び現金同等物の第１四半期期末残高

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19年６月30日現在）

現金及び預金勘定     600,277千円 

現金及び現金同等物    600,277千円 

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 

 

（平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定     556,470千円 

現金及び現金同等物    556,470千円 
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（リース取引関係） 

前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

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） 

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 

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１四半期末残高相当額 

(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１四半期末残高相当額 

(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１四
半期末
残高相
当額 
(千円) 

工具器具及び
備品 

49,061 18,663 30,398 

合計 49,061 18,663 30,398 

  

  

 

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)

工具器具及び
備品 

55,771 29,377 26,394

ソフトウェア 105,844 5,292 100,552

合計 161,616 34,669 126,946

  

  

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円)

期末残
高相当
額 
(千円)

工具器具及び
備品 

55,771 26,447 29,324

ソフトウェア 105,844 － 105,844

合計 161,616 26,447 135,169

  
(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 

(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 

(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 

 
１年内 10,363千円

１年超 21,377千円

合計 31,740千円
  

 
１年内 30,420千円

１年超 98,175千円

合計 128,595千円
  

 
１年内 32,794千円

１年超 103,783千円

合計 136,577千円
  

(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 2,957千円

減価償却費相当額 2,594千円

支払利息相当額 456千円
  

  
支払リース料 8,908千円

減価償却費相当額 8,222千円

支払利息相当額 925千円
  

  
支払リース料 11,829千円

減価償却費相当額 10,378千円

支払利息相当額 1,610千円
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (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。 

同左 

 

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） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 
 四半期貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 

 

4,500 

 
当第１四半期会計期間末（平成19年６月30日） 

該当事項はありません。 
 
前事業年度末（平成19年３月31日） 

その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

株式 750 28,260 27,510 

合計 750 28,260 27,510 

 
（デリバティブ取引関係） 

前第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） 

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） 

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行っており

ませんので、該当事項はありません。 
同左 同左 

 

（ストック・オプション等関係） 

前第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） 

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） 

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、ストック・オプションを付与しなか

ったため、該当事項はありません。 
同左 同左 

 

（持分法損益等） 
前第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） 

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） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 同左 同左 

 
（１株当たり情報） 

前第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） 

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） 

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 20,301円14銭 

１株当たり第１四半期 

純損失金額 
△556円28銭 

 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり第１

四半期純利益金額については、潜在株式

は存在するものの１株当たり第１四半期

純損失であるため記載しておりません。  

 

 

１株当たり純資産額 21,129円84銭

１株当たり第１四半期

純損失金額 
△248円71銭

 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり第１四

半期純利益金額については、潜在株式は存

在するものの１株当たり第１四半期純損

失であるため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 21,709円31銭

１株当たり当期純利益 

金額 
923円34銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 
807円15銭
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（注）１株当たり第１四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（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。 

 
前第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） 

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） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

第１四半期（当期）純利益 

（千円） 
△36,690  △16,789 61,389 

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１四半期（当

期）純利益（千円） 
△36,690  △16,789 61,389 

期中平均株式数（株）   65,958    67,509 66,486 

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額 
   

当期純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（数） － － 1,332 

（うち新株予約権分） （－）    （－） （1,332） 

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)純利益金額の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権 

株主総会の特別決議 

平成14年6月25日 

(新株予約権 298個 5,364株） 

平成15年6月24日 

(新株予約権 113個 2,034株) 

平成16年6月29日 

(新株予約権  96個 288株） 

平成17年6月28日 

(新株予約権 940個 2,820株） 

平成17年6月28日 

(新株予約権 500個 1,500株） 

 

新株予約権 

株主総会の特別決議 

平成 14 年 6月 25 日 

(新株予約権 213 個 3,834 株） 

平成 15 年 6月 24 日 

(新株予約権 92 個 1,656 株） 

平成 16 年 6月 29 日 

(新株予約権 88 個 264 株） 

平成 17 年 6月 28 日 

(新株予約権 940 個 2,820 株）

平成 17 年 6月 28 日 

(新株予約権 500 個 1,500 株）

 

 
────── 

 

（重要な後発事象） 

前第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） 

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） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 同左 同左 

 


