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（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年３月期第１四半期の連結業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年６月 30 日） 

(1) 連結経営成績                             （％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 1,070 － 61 － 30 － 13 －

19 年３月期第１四半期 － － － － － － － －

19 年３月期 3,981 － 664 － 668 － 573 －

 

 
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  483 00 476 71

19 年３月期第１四半期 － － － －

19 年３月期 20,916 13 － －

 
(2) 連結財政状態 

 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 4,675 4,302 92.0 153,712 25

19 年３月期第１四半期 － － － － －

19 年３月期 2,425 1,727 71.2 62,955 05

 
(3) 連結キャッシュ・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 △106 △206 2,561 3,499

19 年３月期第１四半期 － － － －

19 年３月期 666 △289 － 1,250

(注)  当社グループは、平成 19 年３月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、各項目の

平成 19 年３月期第１四半期、対前年第１四半期増減率については記載しておりません。 

 

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 － － － － 0 00

20 年３月期   
20 年３月期（予想）    － －    － －

    0 00

 

３．平成 20 年３月期の連結業績予想（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 2,446 40.6 313 24.6 283 11.8 166 △49.2 5,565 44

通     期 5,829 46.4 1,040 56.4 1,010 51.2 594   3.7 19,870 05
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４．その他 

  

(1) 期中における重要な子会社の異動 

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 

：無 

(2) 四半期連結財務諸表の作成基準 ：中間連結財務諸表作成基準 

(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：無 

(4) 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。 

 
５．個別業績の概要（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年６月 30 日） 

(1) 個別経営成績                              （％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 1,063 － 69 － 38 － 19 －

19 年３月期第１四半期 － － － － － －  － －

19 年３月期 3,971 － 670 － 674 － 563 －

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 
 円    銭

20 年３月期第１四半期 684 73

19 年３月期第１四半期 － －

19 年３月期 20,543 23

 
(2) 個別財政状態 

 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 4,625 4,299 92.9 153,578 67

19 年３月期第１四半期 － － － － －

19 年３月期 2,382 1,718 72.1 62,612 98

(注) 当社は、平成 19 年３月期第３四半期より四半期財務諸表を作成しておりますので、各項目の平成 19 年３月

期第１四半期、対前年第１四半期増減率については記載しておりません。 

 

６．平成 20 年３月期の個別業績予想（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 2,430 39.9 311 23.7 281 11.0 164 △49.8 5,486 19

通     期 5,784 45.6 1,033 54.1 1,003 48.9 588   4.5 19,668 18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

（その他特記事項） 

 上記「1．平成 20 年３月期第１四半期の連結業績(平成 19 年４月１日～平成 19 年６月 30 日) (1) 連結経営成績」

の平成 19 年３月期の潜在株式調整後 1株当たり当期純利益につきましては、新株予約権の残高はありますが、当社

株式は非上場でありましたので、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

我が国におけるインターネット環境は、インターネットのブロードバンド化（FTTH（※１）、DSL（※２）、ケ

ーブルインターネット等）やモバイル化の促進により、提供される情報やサービスも年々多種多様になり、人々

の生活を支える大きな社会インフラとして、その基盤を確立しつつあります。総務省の発表によると、わが国

のインターネット利用者は、平成 18 年末に約 8,754 万人、人口普及率は 68.5％となり、高い水準で普及して

おります。特に、インターネットの利用におけるブロードバンド回線の契約数は平成 18 年末に約 2,644 万に達

しております（総務省「平成 19 年版情報通信白書」）。また、モバイルの利用として当四半期末日現在、携帯電

話の契約数は約 9,805 万台と拡大し、特に通信料の定額制の定着、3G 端末の著しい普及による接続速度の高速

化と通信容量の大容量化が進み、モバイルにおけるブロードバンド化も大きく促進されました（電気通信事業

者協会）。 

当社グループは、このような環境において、当四半期も引き続き、当社グループが運営する自動車総合ウェ

ブサイト「carview.co.jp」、自由登録制ソーシャル・ネットワーキング・サービス（※３）「みんなのカーライ

フ」（通称 みんカラ）、海外中古車輸入事業者向けウェブサイト「tradecarview.com」の３つのウェブサイト

におけるインターネットメディアとしてのメディア価値の向上、当社グループが提供するインターネット広告

サービスを利用する事業者の開拓及び事業者間のネットワークの構築を中心に事業を進めるとともに、平成 19

年４月より、パソコン版「カーライフ＊オークション」の提供を開始しました。「カーライフ＊オークション」

は、ソーシャル・ネットワーキング・サービスである「みんカラ」と連動してカーライフに特化した専門オー

クションであり、自動車をはじめとした車両本体からパーツ等にいたる自動車関連用品まで、出品物における

専門性、独自性を追求していくことを目指し、出品料、入札料、落札料等、すべての手数料を無料にてサービ

スを提供しております。 

自動車総合ウェブサイト「carview.co.jp」は、主にパソコン版ウェブサイトとしてコンテンツやサービスを

提供しており、当四半期も引き続き、コンテンツの拡充及び品質の向上に努めて活動しました。特に、平成 18

年９月より提供を開始した「carview TV」の動画タイトル数は約 300 本を超え、動画コンテンツの閲覧性の向

上を目的としたリニューアルを平成 19 年６月に実施しました。このリニューアルにより、各動画コンテンツ自

体の閲覧性の向上、関連する他の動画コンテンツの表示機能が強化されました。 

「みんカラ」は、主にパソコン版ソーシャル・ネットワーキング・サービスとして提供しておりましたが、

当四半期は「みんカラ」利用者の利便性の向上を図るために、モバイル版「みんカラ mobile」での機能の充実

を図りました。従来の「みんカラ mobile」は「ブログ」及び「おすすめスポット」の投稿、閲覧という基礎的

な機能においてサービスを提供しておりましたが、当四半期は「パーツレビュー」、「整備手帳」等の機能を、

随時、追加的に提供を開始し、また、「みんカラ mobile」からでも会員登録ができるようになりました。 

海外中古車輸入事業者向けウェブサイト「tradecarview.com」は、当四半期も引き続き、海外中古車輸入事

業者の新規開拓に注力して活動しました。当四半期末現在、「tradecarview.com」の登録事業者は、世界約 200

の国と地域からなる事業者により構成されるまでになりました。 

これらの活動の結果、当四半期における「carview.co.jp」及び「みんカラ」並びに「tradecarview.com」は、

ページビュー数を大幅に伸ばし、平成 19 年６月度の月間総ページビュー数は約４億 5,918 万ページビューとな

りました。 

当社グループは、当社グループが提供するインターネット広告サービスを利用する事業者の開拓及び事業者

間のネットワークの構築を促進するため、当四半期も引き続き、営業体制の増員、整備、強化を行い、リステ

ィング広告（※４）事業を中心とする事業者の新規開拓及びメディア広告（※５）事業における広告受注額の
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増大を積極的に進めました。 

これらの結果、当四半期の業績は、売上高 1,070,263 千円、経常利益 30,650 千円、当期純利益 13,520 千円

となりました。 

事業の種類別の業績は、以下のとおりであります。 

 

（インターネット広告事業） 

当社グループが主たる事業として展開しておりますインターネット広告事業は、当社グループが運営する自

動車総合ウェブサイト「carview.co.jp」や「tradecarview.com」において、主に「eCRM システム」（※６）を

利用して査定依頼情報の提供や中古車やパーツの物件情報の掲載等の広告サービスを提供するリスティング広

告事業と、「carview.co.jp」を広告媒体として「carview.co.jp」に掲載するインターネット広告等の企画及び

掲載を事業とするメディア広告事業の２つの事業から構成されております。 

当四半期におけるリスティング広告事業は、主要広告サービスである「中古車査定仲介サービス」の利用ユ

ーザーを増加させるために積極的な広告宣伝活動を行い、広告媒体の新規獲得による利用ユーザーの獲得や、

広告媒体の費用対効果による選定を継続的に実施することによる利益率の向上に努めました。当四半期におけ

るユーザー数は引き続き大幅に増大して約 100 千人に到達し、売上も好調に推移しました。また、

「tradecarview.com」を活用し海外中古車輸入事業者向けに輸出用中古車物件情報を掲載する「中古車掲載サ

ービス（海外）」も、中古車物件数が当四半期末現在約 27 千台、月間問い合わせ数が平成 19 年６月度約 20 千

件を超え、「tradecarview.com」のメディア価値が高まり、また、国内中古車輸出市場が 100 万台の規模を超え

る等、その市場規模の拡大を背景に、輸出手続等の指導、実地研修を行うコンサルティングサービスの受注も

増大し、各々のサービスにおいて売上が好調に推移しました。以上の結果、当四半期のリスティング広告事業

の業績は、売上高 935,984 千円、営業利益 273,150 千円となりました。 

当四半期におけるメディア広告事業は、自動車総合サイト「carview.co.jp」及び「みんカラ」のページビュ

ー数が増大し、インターネットメディアとしてのメディア価値が向上したことにより、「想定インプレッション

型広告掲載サービス」及び「タイアップ企画型広告掲載サービス」ともに売上が好調に推移しました。ページ

ビュー数の増大により、「想定インプレッション型広告掲載サービス」の売上が増大するとともに、「タイアッ

プ企画型広告掲載サービス」では、「みんカラ」利用者を対象にした企画広告等、企画内容の充実を図り、また、

掲載内容に動画を取り入れる等、企画広告の品質と価値の向上に努め、広告主のニーズに幅広く対応しました。

以上の結果、当四半期のメディア広告事業の業績は、売上高 100,395 千円、営業利益 74,667 千円となりました。 

 

（コンサルティング事業） 

当四半期におけるコンサルティング事業は、引き続き「tradecarview.com」を活用した中古車輸出事業の起

業を希望する国内中古車流通事業者や当該事業の起業を志す事業者を対象にセミナーを開催する等、積極的に

新規事業者を開拓し、輸出手続等の指導、実地研修を行うコンサルティングサービスの受注が大幅に伸張し、

売上が好調に推移しました。以上の結果、当四半期のコンサルティング事業の業績は、売上高 32,900 千円、営

業利益 7,447 千円となりました。 

 

（その他の事業） 

その他の事業は、主に自動車保険の代理店事業であります。当四半期のその他の事業の業績は、売上高 982

千円、営業利益 981 千円となりました。 
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※１ FTTH：光ケーブルを一般個人宅へ直接引き込む光通信の網構成方式（Fiber To The Home）。 

※２ DSL：高速デジタルデータ通信（Digital Subscriber Line）。 

※３ ソーシャル・ネットワーキング・サービス：社会的なネットワークをインターネット上で構築するこ

とを促進、サポートするコミュニティ型のサービス。 

※４ リスティング広告：一般に、検索連動型広告といわれるインターネット広告であり、検索エンジン等

においてキーワードを検索した際に、そのキーワードに連動して表示される広告形態。 

※５ メディア広告：一般に、不特定多数の視聴者、もしくは、閲覧者を対象として、文字、静止画、動画

等により掲載される広告形態。 

※６ eCRM システム：インターネット上において自動車関連事業者へ提供している顧客管理支援システム。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況  

(資産の部)  

当第１四半期末における流動資産の残高は 4,167,253 千円（前連結会計年度比 2,216,168 千円増）となり

ました。これは、主に平成 19 年６月の新株の発行による現金及び預金の増加（前連結会計年度比 2,249,097

千円増）によるものであります。 

固定資産の残高は 508,447 千円（前連結会計年度比 34,371 千円増）となりました。これは、主に平成 19

年 4 月からサービスの提供を開始しました「カーライフ＊オークション」のシステム開発による無形固定資

産の増加（前連結会計年度比 55,935 千円増）によるものであります。 

以上の結果、当第１四半期末における総資産は 4,675,701 千円（前連結会計年度比 2,250,540 千円増）と

なりました。 

 

(負債の部)  

当第１四半期末における負債合計は372,834千円（前連結会計年度比324,840千円減）となりました。これ

は、主に「カーライフ＊オークション」に係るシステム開発費及びサーバー等の購入に関わる未払金の支払

による未払金の減少（前連結会計年度比166,138千円減）、法人税等の支払及び賞与の支払によるその他の流

動負債の減少（前連結会計年度比111,059千円減）によるものであります。 

 

(純資産の部)  

当第１四半期末における純資産合計は 4,302,867 千円（前連結会計年度末比 2,575,380 千円増）となりま

した。これは、主に新株の発行に伴う資本金の増加（前連結会計年度比 1,280,930 千円増）、資本剰余金の増

加（前連結会計年度比 1,280,930 千円増）によるものであります。 

 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%b8%a1%ba%f7%a5%a8%a5%f3%a5%b8%a5%f3�
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%ad%a1%bc%a5%ef%a1%bc%a5%c9�
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%ad%a1%bc%a5%ef%a1%bc%a5%c9�
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%b9%ad%b9%f0�
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② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、3,499,566 千円（前連結会計年

度比 2,249,097 千円増）となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、次のとおりであります。 

 

(営業活動のキャッシュ・フロー) 

営業活動に使用した資金は、106,114 千円となりました。これは、主に仕入債務及びその他負債の支払に

よる支出 100,784 千円、法人税等の支払による支出 58,895 千円等によるものであります。 

 

(投資活動のキャッシュ・フロー) 

投資活動に使用した資金は、206,647 千円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出

100,434 千円、無形固定資産の取得による支出 121,526 千円等によるものであります。 

 

(財務活動のキャッシュ・フロー) 

投資活動により得られた資金は、2,561,860 千円となりました。これは、株式の発行による収入 2,561,860

千円によるものであります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

当社グループは、引き続き、当社グループが運営する自動車総合ウェブサイト「carview.co.jp」、自由登

録制ソーシャル・ネットワーキング・サービス「みんなのカーライフ」（通称 みんカラ）、海外中古車輸入

事業者向けウェブサイト「tradecarview.com」の３つのウェブサイトにおけるインターネットメディアとし

てのメディア価値の向上を目指すとともに、当社グループが提供するインターネット広告サービスを利用す

る事業者の開拓及び事業者間のネットワークの構築を中心に事業を進めていく方針であり、経営資源を集中

的に投下して積極的に事業の拡大を目指していきます。 

自動車総合ウェブサイト「carview.co.jp」は、主にパソコン版ウェブサイトとしてコンテンツやサービス

を提供しておりますが、今後も、動画コンテンツである「carview TV」、テキスト等によるコンテンツと合わ

せ、コンテンツの企画、制作内容の充実を図り、ウェブサイトを利用するユーザーの多様な情報ニーズに応

えていくことをより一層目指していきます。また、パソコン版「carview.co.jp」のコンテンツを充実させて

いくとともに、モバイル版「carview.co.jp」とのコンテンツの共有を図っていく方針であります。 

「みんカラ」は、主にパソコン版ソーシャル・ネットワーキング・サービスとして提供しておりますが、

今後はモバイル版「みんカラ」での機能の充実を図り、パソコン版とモバイル版の連動を強化して「誰でも、

いつでも、どこでも、楽しく」利用可能なソーシャル・ネットワーキング・サービスを目指していく方針で

あります。 

海外中古車輸入事業者向けウェブサイト「tradecarview.com」は、引き続き、海外中古車輸入事業者の新

規開拓及び当該事業者からの問い合わせ件数の増大を目指してマーケティング体制の整備、強化を進めてい

く方針であります。 

当社グループは、当社グループが提供するインターネット広告サービスを利用する事業者の開拓及び事業

者間のネットワークの構築を促進するため、引き続き営業体制の増員、整備、強化を行い、リスティング広

告事業を中心とする事業者の新規開拓及びメディア広告事業における広告受注数の増大を積極的に進めてい

く方針であります。 

リスティング広告事業では、中古車流通市場に資する重要な広告サービスである「中古車査定仲介サービ
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ス」及び「中古車掲載サービス（海外）」の利用事業者の獲得に集中して経営資源を投下し、事業の拡大を進

めていく方針であります。特に、これらの主要サービスは、利用事業者数の増大を目指し、今後も、営業体

制の増員、整備、強化を行ってまいります。また、「コール代行サービス」及び「マーケットプレイスサービ

ス」等、既存利用事業者のサポート体制を整備することにより「eCRM システム」の利用を促進し、各利用事

業者の事業の成長に貢献することを目指していく方針であります。 

メディア広告事業では、「carview.co.jp」及び「みんカラ」のメディア価値を引き続き高めていくととも

に、これらの既存資産を有効に活用することにより、広告主の新規開拓と広告主のニーズに合った新たな広

告サービスの開発及び提供を行い、既存の広告主からの受注と合わせて、広告受注全体の拡大を図っていく

方針であります。特に、広告主のニーズに幅広く対応し、企画広告の企画内容の充実、動画等の品質の向上

に努めること等により「タイアップ企画型広告掲載サービス」の付加価値をより一層高め、その受注数及び

受注額の拡大を図っていく方針であります。 

コンサルティング事業では、引き続き「tradecarview.com」を利用して中古車の輸出事業の起業を希望す

る事業者を対象にセミナーを開催する等、積極的に新規事業者の開拓を行うとともに、輸出手続等の指導、

実地研修を行うコンサルティングサービスの受注を拡大させ、この受注との連携において「中古車掲載サー

ビス（海外）」の利用事業者数の増大を目指していく方針であります。コンサルティングサービスの促進を図

るために、専門のコンサルタントの採用、育成等をもって、営業体制の整備、強化を図っていく方針であり

ます。 

当四半期よりサービスの提供を開始した「カーライフ＊オークション」は、その専門性を追求するために、

引き続き、集中的な人材の投入、システム開発への投資等により機能の充実を図っております。平成 19 年８

月より、パソコン版のみならずモバイル版での「カーライフ＊オークション」のサービスの提供を開始しま

した。今後も、「誰でも、いつでも、どこでも、楽しく」利用可能な「カーライフ＊オークション」を目指し、

集中的にシステムの開発を進めていく方針であります。 

以上により、第１四半期の業績は概ね予定どおり推移していることから、現時点で業績予想に変更はなく、

売上高 5,829 百万円 、営業利益 1,040 百万円、経常利益 1,010 百万円、当期純利益 594 百万円を見込んでお

ります。 

 

４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

   該当事項はありません。 

 

(2) 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。 

 

(3) 近連結会計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。 
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５．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

  
当第１四半期連結会計期間末 

(平成19年６月30日) 
前連結会計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
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  3,499,566  1,250,468 

２．売掛金  577,423  598,049 

３．その他  150,287  157,772 

貸倒引当金  △60,023  △55,204 

流動資産合計  4,167,253 89.1  1,951,085 80.5

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1) 工具器具備品  144,658 164,673  

(2) その他  40,070 41,714  

有形固定資産合計  184,729 4.0  206,388 8.5

２．無形固定資産    

(1) ソフトウェア  214,445 128,243  

(2) その他  890 31,157  

無形固定資産合計  215,336 4.6  159,400 6.6

３．投資その他の資産  108,382 2.3  108,286 4.4

固定資産合計  508,447 10.9  474,075 19.5

資産合計  4,675,701 100.0  2,425,161 100.0
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当第１四半期連結会計期間末 

(平成19年６月30日) 
前連結会計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
(％) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  166,222  213,864 

２．未払金  90,746  256,885 

３．その他  115,865  226,925 

流動負債合計  372,834 8.0  697,674 28.8

負債合計  372,834 8.0  697,674 28.8

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  1,555,330 33.3  274,400 11.3

２．資本剰余金  1,691,492 36.2  410,562 16.9

３．利益剰余金  1,056,044 22.6  1,042,524 43.0

株主資本合計  4,302,867 92.0  1,727,486 71.2

純資産合計  4,302,867 92.0  1,727,486 71.2

負債純資産合計  4,675,701 100.0  2,425,161 100.0
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(2) 四半期連結損益計算書 

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

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(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
(％) 

Ⅰ 売上高  1,070,263 100.0  3,981,434 100.0

Ⅱ 売上原価  536,129 50.1  1,878,583 47.2

売上総利益  534,133 49.9  2,102,851 52.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 472,919 44.2  1,437,894 36.1

営業利益  61,213 5.7  664,956 16.7

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  － 586  

２．違約金収入  573 4,200  

３．保険配当金  156 649  

４．その他  103 833 0.1 196 5,632 0.2

Ⅴ 営業外費用    

１．株式交付費  30,794 240  

２. 解約違約金  － 2,049  

３．その他  601 31,396 2.9 169 2,459 0.1

経常利益  30,650 2.9  668,130 16.8

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※２ － 343  

２．償却債権取立益  － － － 339 682 0.0

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※３ － 7,147  

２．本社移転費用  － － － 14,376 21,524 0.5

税金等調整前四半期 
(当期)純利益 

 30,650 2.9  647,288 16.3

法人税、住民税及び 
事業税 

 978 48,958  

法人税等調整額  16,151 17,129 1.6 24,390 73,349 1.9

四半期(当期)純利益  13,520 1.3  573,938 14.4

    

 



㈱カービュー（2155）平成 20 年３月期 第１四半期財務・業績の概況 

 - 11 -

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書 

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

株主資本 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 

合計 

純資産 

合計 

平成 19 年３月 31 日残高(千円) 274,400 410,562 1,042,524 1,727,486 1,727,486

四半期連結会計期間中の変動額  

 新株の発行 1,280,930 1,280,930 2,561,860 2,561,860

四半期純利益 13,520 13,520 13,520

四半期連結会計期間中の変動額 

合計(千円) 
1,280,930 1,280,930 13,520 2,575,380 2,575,380

平成 19 年６月 30 日残高(千円) 1,555,330 1,691,492 1,056,044 4,302,867 4,302,867

 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

株主資本 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 

合計 

純資産 

合計 

平成 18 年３月 31 日残高(千円) 274,400 410,562 468,585 1,153,547 1,153,547

連結会計年度中の変動額  

当期純利益 573,938 573,938 573,938

連結会計年度中の変動額 

合計(千円) 
－ － 573,938 573,938 573,938

平成 19 年３月 31 日残高(千円) 274,400 410,562 1,042,524 1,727,486 1,727,486
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(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

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

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
(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) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期(当期)純利益  30,650 647,288 

減価償却費  33,085 65,952 

貸倒引当金の増加額  4,819 10,334 

固定資産売却益  － △343 

固定資産除却損  － 7,147 

受取利息及び受取配当金  － △586 

売上債権の増減額(△は増加額)  20,625 △174,667 

仕入債務の増減額(△は減少額)  △47,641 9,237 

未払金の増減額(△は減少額)  △12,158 43,391 

その他資産の増加額  △23,457 △36,395 

その他負債の増減額(△は減少額)  △53,142 96,872 

小計  △47,219 668,231 

利息及び配当金の受取額  － 586 

法人税等の支払額  △58,895 △2,470 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △106,114 666,347 

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  △100,434 △117,349 

無形固定資産の取得による支出  △121,526 △93,020 

有形固定資産の売却による収入  － 2,600 

差入保証金の増加による支出  － △82,532 

差入保証金の減少による収入  15,313 396 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △206,647 △289,905 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

   新株発行による収入  2,561,860 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,561,860         － 

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       2,249,097 376,442 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高         1,250,468 874,025 

3,499,566       1,250,468 
Ⅶ  現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高  
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(5) 注記事項 

(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 

項目 
当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１．連結の範囲に関する

事項 

子会社はすべて連結しております。 

連結子会社の数 

 １社 

連結子会社の名称 

有限会社カービュー・エージェント
 

同左 

２．持分法の適用に関す

る事項 

非連結子会社及び関連会社はありませ

ん。 

 同左 

３．連結子会社の四半期

決算日等(決算日等)

に関する事項 

連結子会社の四半期決算日は、四半期

連結決算日と一致しております。 

連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。 

４．会計処理基準に関す

る事項 

  

(1) 重要な減価償却資

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、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物及び構築物 ８年～15年 

車両運搬具 ６年 

工具器具備品 ３年～15年 
 

①有形固定資産 

       同左 

 ②無形固定資産 

イ．ソフトウェア 

定額法を採用しております。 

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)に基づいております。 

ロ．商標権 

  取得時に一括償却しております。

②無形固定資産 

イ．ソフトウェア 

同左 

 

 

 

────── 

(2) 重要な繰延資産の

処理方法 

①株式交付費 

支出時に全額費用として処理しており

ます。 

①株式交付費 

        同左 

(3) 重要な引当金の計

上基準 

 

①貸倒引当金 

債権の貸倒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、

貸倒懸念債権については個別に可能性

を検討し回収不能見込額を計上してお

ります。 

①貸倒引当金 

 同左 

(4) 重要な外貨建の資

産又は負債の本邦

通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、四半期連結決

算日の直物為替相場により円貨に換算

し、為替差額は損益として処理しており

ます。 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、為替

差額は損益として処理しております。 
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項目 
当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(5) 重要なリース取引

の処理方法 

 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理を

しております。 

同左 

(6) その他四半期連結

財務諸表(連結財

務諸表)作成のた

めの重要な事項 

①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。 

 ①消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及

び負債の評価に関す

る事項 

全面時価評価法によっております。 

 

同左 

６．四半期連結キャッシ

ュ・フロー計算書(連

結キャッシュ・フロ

ー計算書)における

資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっております。

同左 

 

(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更) 

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

前連結会計年度 
(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) 

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号 平成17年12月９日）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は1,727,486千

円であります。 

なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年

度における連結貸借対照表の純資産の部については、改

正後の連結財務諸表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) 

当連結会計年度より「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）

ならびに「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18年５

月31日）を適用しています。これによる損益に与える影

響はありません。 
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(表示方法の変更) 

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

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

────── （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い） 

当連結会計年度より、「繰延資産の会計処理に関す

る当面の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年８月

11日 実務対応報告第１号)を適用しております。 

これに伴い、前連結会計年度において営業外費用の

内訳として表示していた「新株発行費」は、当連結会

計年度より「株式交付費」として表示する方法に変更

しております。 

 

(四半期連結貸借対照表関係) 

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

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

107,646 千円 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

85,425 千円 
 

 

(四半期連結損益計算書関係) 

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

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

給与手当 110,860 千円 

システム関係費 75,691 千円 

貸倒引当金繰入額 4,819 千円 
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

給与手当 352,838 千円 

システム関係費 210,893 千円 

貸倒引当金繰入額 22,437 千円 
 

※２       ──────― ※２ 固定資産売却益の内容 

車両運搬具 343 千円 
 

※３       ──────― 

 

※３ 固定資産除却損の内容 

建物及び構築物 2,603 千円 

工具器具備品 2,050 千円 

ソフトウェア 2,493 千円 
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(四半期連結株主資本等変動計算書関係) 

当第１四半期連結会計期間(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 

 
前連結会計 

年度末株式数(株) 

当四半期連結会計 

期間増加株式数(株) 

当四半期連結会計 

期間減少株式数(株) 

当四半期連結会計 

期間末株式数(株) 

発行済株式   

普通株式 27,440 2,842 － 30,282

合計 27,440 2,842 － 30,282

(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 平成 19 年６月 11 日付けで公募により新株発行したことによる増加   2,500 株 

ストック・オプションの行使による増加                342 株 

 

２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(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 

 
前連結会計年度末 

株式数(株) 

当連結会計年度 

増加株式数(株) 

当連結会計年度 

減少株式数(株) 

当連結会計年度末 

株式数(株) 

発行済株式   

普通株式 27,440 － － 27,440

合計 27,440 － － 27,440

 

２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 



㈱カービュー（2155）平成 20 年３月期 第１四半期財務・業績の概況 

 - 17 -

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

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

前連結会計年度 
(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四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

(平成19年６月30日現在)

現金及び預金勘定 3,499,566 千円 

現金及び現金同等物 3,499,566 千円 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

(平成19年３月31日現在)

現金及び預金勘定 1,250,468 千円 

現金及び現金同等物 1,250,468 千円 
 

 

(リース取引関係) 

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

前連結会計年度 
(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 

内容の重要性に乏しく、契約１件あたりの金額が少額

な取引のため、中間連結財務諸表規則第15条（財務諸表

等規則第８条の６第６項に準ずる）の規定により記載を

省略しております。 

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 

内容の重要性に乏しく、契約１件あたりの金額が少

額な取引のため、連結財務諸表規則第15条の３（財務

諸表等規則第８条の６第６項に準ずる）の規定により

記載を省略しております。 

 

(有価証券関係) 

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

該当事項はありません。 

 
前連結会計年度(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。 

 

(デリバティブ取引関係) 

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

当社グループは、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。 

 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

当社グループは、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。 
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(ストック･オプション等関係) 

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

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１. 前連結会計年度に付与したストック･オプションの内容 

回数 第４回ストック・オプション 第５回ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役 

当社監査役 

３名 

１名 

当社従業員 

当社契約社員 

81名 

１名 

株式の種類及び付与数 普通株式 40株 普通株式 270株 

付与日 平成18年９月29日 平成18年９月29日 

権利確定条件 

新株予約権の行使時において、当

社の取締役、監査役および使用人で

あることを要します。ただし、付与

対象者が、当社の取締役、監査役お

よび使用人の地位を喪失した場合

であっても、業務命令による転籍、

任期満了による退任、定年退職その

他、当社とその付与対象者との間で

締結された「新株予約権申込証兼新

株予約権割当契約」に定めるところ

による場合はこの限りではありま

せん。 

同左 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 同左 

権利行使期間 
平成20年10月１日 

～ 
平成25年９月30日 

平成20年10月１日 
～ 

平成25年９月30日 

権利行使価格(円) 127,000 127,000 

付与日における公正な評価単価(円) － － 

 

 



㈱カービュー（2155）平成 20 年３月期 第１四半期財務・業績の概況 

 - 19 -

(１株当たり情報) 

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

前連結会計年度 
(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 153,712円25銭 

１株当たり四半期純利益金額 483円00銭 
 

 

１株当たり純資産額 62,955円05銭

１株当たり当期純利益金額 20,916円13銭
 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期純利益金額 
476円71銭 

 

 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、新株予約権残高がありますが、当社株式は

当連結会計年度末において非上場であるため、期中平

均株価が把握できませんので、記載しておりません。

(注)１株当たり四半期(当期)純利益金額及び潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以

下のとおりであります。 

 

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

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり四半期(当期)純利益金額  

 四半期(当期)純利益 (千円) 13,520 573,938

普通株主に帰属しない金額 (千円) － －

普通株式に係る四半期(当期)純利益 (千円) 13,520 573,938

期中平均株式数 (株) 27,993 27,440

  

潜在株式調整後１株当たり四半期(当期) 

純利益金額 
 

四半期(当期)純利益調整額 (千円) － －

普通株式増加数 (株) 369 －

(うち新株予約権)   (369) －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期(当期)純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

──────― 第１回新株予約権(第１回

新株予約権の残高1,270個)、

第２回新株予約権(第２回新

株予約権の残高223個)、第３

回新株予約権(第３回新株予

約権の残高107個)、第４回新

株予約権(第４回新株予約権

の残高40個)、第５回新株予

約権(第５回新株予約権の残

高263個)。 

 

(重要な後発事象) 

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

前連結会計年度 
(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 
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(6) セグメント情報 

１．事業の種類別セグメント情報 

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

インターネット広告事業

 
リスティン
グ広告事業 

メディア広
告事業 

コンサルティ
ング事業 

その他の
事業 

計 
消去又は
全社 

連結 

 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

Ⅰ．売上高及び営業

利益 
   

売上高    

(1) 外部顧客に対

する売上高 
935,984 100,395 32,900 982 1,070,263 － 1,070,263

(2) セグメント間

の内部売上

高又は振替

高 

－ － － － － － －

計 935,984 100,395 32,900 982 1,070,263 － 1,070,263

営業費用 662,833 25,728 25,452 1 714,015 295,033 1,009,049

営業利益 273,150 74,667 7,447 981 356,247 △295,033 61,213

(注)１．事業区分の方法 

事業は、サービスの内容及び特性を考慮して区分しております。 

２．事業区分の内容 

(1) リスティング広告事業 

主に中小規模の自動車関連事業者を対象とした、車両情報、郵便番号等のユーザー情報に基

づいて事業者情報や中古車等の物件情報を表示する検索連動型広告掲載サービス 

(2) メディア広告事業 

主に自動車メーカーを中心とするナショナルクライアントを対象とした広告掲載サービス 

(3) コンサルティング事業 

主に「tradecarview.com」に中古車在庫情報を掲載する国内輸出事業者を対象とした、海外

輸入事業者のマーケティングサービスや、輸出手続等のコンサルティングサービス 

(4) その他の事業 

(1)～(3)以外の事業  

３．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。 

当第１四半

期連結会計

期間 

(千円) 

主な内容 

消去又は全社の項目に含め

た配賦不能営業費用の額 
295,033

提出会社の管理部門等の費用及び各セグメント共通の

費用で便益の程度が直接把握できない費用 
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前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

インターネット広告事業

 
リスティン
グ広告事業 

メディア広
告事業 

コンサルティ
ング事業 

その他の
事業 

計 
消去又は
全社 

連結 

 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

Ⅰ．売上高及び営業

利益 
   

売上高    

(1) 外部顧客に対

する売上高 
3,587,835 321,351 67,950 4,296 3,981,434 － 3,981,434

(2) セグメント間

の内部売上

高又は振替

高 

－ － － － － － －

計 3,587,835 321,351 67,950 4,296 3,981,434 － 3,981,434

営業費用 2,609,492 159,986 35,582 0 2,805,062 511,415 3,316,477

営業利益 978,342 161,365 32,367 4,296 1,176,372 △511,415 664,956

(注)１．事業区分の方法 

事業は、サービスの内容及び特性を考慮して区分しております。 

２．事業区分の内容 

(1) リスティング広告事業 

主に中小規模の自動車関連事業者を対象とした、車両情報、郵便番号等のユーザー情報に基

づいて事業者情報や中古車等の物件情報を表示する検索連動型広告掲載サービス 

(2) メディア広告事業 

主に自動車メーカーを中心とするナショナルクライアントを対象とした広告掲載サービス 

(3) コンサルティング事業 

主に「tradecarview.com」に中古車在庫情報を掲載する国内輸出事業者を対象とした、海外

輸入事業者のマーケティングサービスや、輸出手続等のコンサルティングサービス 

(4) その他の事業 

(1)～(3)以外の事業  

３．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。 

当連結会計

年度 

(千円) 

主な内容 

消去又は全社の項目に含め

た配賦不能営業費用の額 
511,415

提出会社の管理部門等の費用及び各セグメント共通の

費用で便益の程度が直接把握できない費用 
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２．所在地別セグメント情報 

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

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

３．海外売上高 

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

  海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
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６．四半期個別財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 

  
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
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  3,425,254  1,183,715 

２．売掛金  577,207  597,824 

３. その他  139,305  146,814 

貸倒引当金  △60,023  △55,204 

流動資産合計  4,081,743 88.2  1,873,149 78.6

Ⅱ 固定資産    

１. 有形固定資産 ※１   

(1) 工具器具備品  144,658 164,673  

(2) その他  40,282 41,945  

有形固定資産合計  184,941 4.0  206,618 8.7

２. 無形固定資産    

(1) ソフトウェア  214,445 128,243  

(2) その他  890 31,157  

無形固定資産合計  215,336 4.7  159,400 6.7

   ３. 投資その他の資産  143,707 3.1  143,612 6.0

固定資産合計  543,984 11.8  509,631 21.4

資産合計  4,625,728 100.0  2,382,781 100.0
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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
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  165,711  213,419 

２．未払金   90,761  256,885 

３．その他  70,127  194,376 

流動負債合計  326,600 7.1  664,681 27.9

負債合計  326,600 7.1  664,681 27.9

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  1,555,330 33.6  274,400 11.5

２．資本剰余金    

(1) 資本準備金  1,691,492 410,562  

資本剰余金合計  1,691,492 36.6  410,562 17.2

３．利益剰余金    

(1) その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  1,052,305 1,033,137  

利益剰余金合計  1,052,305 22.7  1,033,137 43.4

株主資本合計  4,299,127 92.9  1,718,100 72.1

純資産合計  4,299,127 92.9  1,718,100 72.1

負債純資産合計  4,625,728 100.0  2,382,781 100.0
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(2) 四半期損益計算書 

  
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） 

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
（％）

Ⅰ 売上高  1,063,204 100.0  3,971,741 100.0

Ⅱ 売上原価  521,092 49.0  1,862,930 46.9

売上総利益  542,112 51.0  2,108,810 53.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ５ 472,900 44.5  1,437,888 36.2

営業利益  69,211 6.5  670,922 16.9

Ⅳ 営業外収益 ※１ 833 0.1  5,623 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２ 31,396 3.0  2,219 0.0

経常利益  38,648 3.6  674,326 17.0

Ⅵ 特別利益 ※３ － －  360 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４ － －  21,664 0.6

税引前四半期(当期)
純利益 

 38,648 3.6  653,021 16.4

法人税、住民税及び
事業税 

 933 48,778  

法人税等調整額  18,548 19,481 1.8 40,537 89,315 2.2

四半期(当期)純利益  19,167 1.8  563,706 14.2
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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 利益剰余金 

その他利益剰余金
  

資本金 
資本準備金

繰越利益剰余金 

株主資本合計 
純資産合計

平成 19 年３月 31 日残高(千円) 274,400 410,562 1,033,137 1,718,100 1,718,100

四半期会計期間中の変動額                       

新株の発行 1,280,930 1,280,930 2,561,860 2,561,860

四半期純利益    19,167 19,167 19,167

四半期会計期間中の変動額合計 

(千円) 
1,280,930 1,280,930 19,167 2,581,027 2,581,027

平成 19 年６月 30 日残高(千円) 1,555,330 1,691,492 1,052,305 4,299,127 4,299,127

 

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 利益剰余金 

その他利益剰余金
  

資本金 
資本準備金

繰越利益剰余金 

株主資本合計 
純資産合計

平成 18 年３月 31 日残高(千円) 274,400 410,562 469,431 1,154,393 1,154,393

事業年度中の変動額                       

当期純利益     563,706 563,706 563,706

事業年度中の変動額合計(千円)  － － 563,706 563,706 563,706

平成 19 年３月 31 日残高(千円) 274,400 410,562 1,033,137 1,718,100 1,718,100
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(4) 注記事項 

(四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 

項目 
当第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 

  関係会社株式 

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 

           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、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物付属設備 ８年～15年 

車両運搬具 ６年 

工具器具備品 ３年～15年 

 

(2) 無形固定資産 

① ソフトウェア 

定額法を採用しております。 

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)に基づいております。 

② 商標権 

    取得時に一括償却しております。

(1) 有形固定資産 

         同左 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

① ソフトウェア 

同左 

 

 

 

─────── 

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権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．外貨建の資産及び負

債の本邦通貨への換

算基準 

外貨建金銭債権債務は、四半期決算日

の直物等為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しておりま

す。 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

等為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。 

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 

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 

消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

(1) 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) 

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) 

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号 平成17年12月９日）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は1,718,100

千円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、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、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）

ならびに「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18

年５月31日）を適用しています。これによる損益に与

える影響はありません。 

 

(表示方法の変更) 

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) 

前事業年度まで、旧有限会社法に規定する有限会社に

対する当社持分は、投資その他の資産の「関係会社出資

金」として表示しておりましたが、「会社法」及び「会

社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第２

条第２項により、その持分が有価証券（株式）とみなさ

れることとなったため、当事業年度より投資その他の資

産の「関係会社株式」として表示しております。 
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(四半期貸借対照表関係) 

当第１四半期会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前事業年度 
（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

107,945 千円 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

85,705 千円 
 

 

(四半期損益計算書関係) 

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） 

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なもの 

違約金収入 573 千円 

保険配当金 156 千円 
 

※１  営業外収益のうち主なもの 

受取利息 576 千円 

違約金収入 4,200 千円 

保険配当金 649 千円 
 

※２  営業外費用のうち主なもの 

株式交付費 30,794 千円 

 

※２ 営業外費用のうち主なもの 

解約違約金 2,049 千円 

 

※３       ─────── ※３ 特別利益のうち主なもの 

固定資産売却益  

車両運搬具 21 千円 

償却債権取立益 339 千円 
 

※４       ─────── ※４ 特別損損失のうち主なもの 

固定資産売却損  

 車両運搬具 140 千円 

固定資産除却損  

 建物付属設備 2,603 千円 

 工具器具備品 2,050 千円 

 ソフトウェア 2,493 千円 

本社移転費用 14,376 千円 
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 22,239 千円 

無形固定資産 10,864 千円 
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 42,924 千円 

無形固定資産 23,181 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) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

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) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 
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 (リース取引関係) 

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） 

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 

内容の重要性に乏しく、契約１件あたりの金額が少

額な取引のため、中間財務諸表等規則第５条の３(財務

諸表等規則第８条の６第６項に準ずる)の規定により

記載を省略しております。 

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 

内容の重要性に乏しく、契約１件あたりの金額が少

額な取引のため、財務諸表等規則第８条の６第６項の

規定により記載を省略しております。 

 

(有価証券関係) 

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） 

    関係会社株式で時価のあるものはありません。 

 

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

関係会社株式で時価のあるものはありません。 

 

(１株当たり情報) 

 四半期連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

(重要な後発事象) 

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

前連結会計年度 
(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 

 

 

 


