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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 464   － 23      － 11     － 4      － 
19年３月期第１四半期 －  － －   － －  － －   － 

19 年３月期 1,852   － 210    － 130     －  99     －  
 

 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 29    84 26    26 
19 年３月期第１四半期 －  － －  － 

19 年３月期 699    24 588    18 
 
(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 1,743 757 41.2 4,629  11 
19 年３月期第１四半期 － －   － －  － 

19 年３月期 1,967 746 35.7 4,607  53 
 
(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 107 △42 △39 432 
19 年３月期第１四半期 － － － － 

19 年３月期 308 △237 41 407 
 
２．配当の状況 

 1 株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 

19 年３月期第１四半期 
  円   銭 

－     

20 年３月期第１四半期 －    
 
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 1,020 11.3 70 △30.9 40 △49.5 25 △41.3 162 31 
通     期 2,200 18.7 215 2.0 170 29.8 100 0.6 646 24 
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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) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 

（注)詳細は、18ページ「四半期連結財務諸表作成のための重要な事項の変更」をご覧ください。 
(4) 会計監査人の関与 ： 無 
(5) 当社は 20年３月期第１四半期より第１四半期連結財務諸表を作成しておりますので、19年３月期

第１四半期の記載及び平成20年３月期第１四半期における対前年同期比増減率の記載を省略して
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 222   － 42   － 94   － 66   － 
19年３月期第１四半期 －   － －   － －   － －   － 

19 年３月期 764    － 156   － 169   － 100    －  
 

 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 436  79 384  41 
19 年３月期第１四半期 －  － －  － 

19 年３月期 709    19 596  54 
 
(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 1,028 586 57.1 3,786  59 
19 年３月期第１四半期 － － － －  － 

19 年３月期 884 506 57.3 3,326  79 
 
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 440 21.2 40 △39.0 90 △20.0 75 △0.6 486 94 
通     期 900 17.8 120 △23.1 170 0.3 120 19.1 775 48 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が本資料発表日現在において入手可能な情

報に基づき作成されたものです。実際の業績は、今後の様々な要因により、予想値と異なる結果となる可能性があ

ります。ただし、1株当たり当期純利益につきましては、本資料発表日現在予測可能な株式数の増減を反映させた

期中平均株式数を元に算出しております。 
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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 

 当第１四半期連結会計期間における当社グループは、「人が安心して働ける環境を創る」という経営理念

に基づき、保険会社との共同プロジェクトによる団体長期障害所得補償保険（以下ＧＬＴＤという）の販

売や精神的な疾患が原因で働けなくなるリスクを軽減するサービスの「アドバンテッジＥＡＰ（Employee 

Assistance Program の略）」の販売を積極的に実施いたしました。 

当社グループと密接に関係する保険業界におきましては、堅調な景気動向を背景に、保険料収入の増加

等により、増収基調となっております。メンタルヘルスケア事業につきましては、うつを中心とした心の

健康問題に対する社会的な認知の広がりにより、マーケットは堅調に推移しているものの、保険会社によ

るマーケットへの新規参入等により競合他社が増加し、競争が激化しているものと考えております。 

その結果、売上高は 464 百万円、営業利益 23 百万円、経常利益 11 百万円、四半期純利益 4 百万円とな

りました。 

 

なお、当第１四半期連結会計期間が第１四半期連結財務諸表作成初年度であるため、前年同期との比較

分析は行っておりません。 

 

 各事業別の概況は次のとおりです。 

 

（就業障害者支援事業） 

 ＧＬＴＤの新規顧客に対する販売につきましては、一部の保険会社の募集・引受業務停止により、当社

グループにおいても新規募集ができない等の影響がありましたが、引き続き保険会社との共同プロジェク

トにより、新規顧客の開拓を進めてまいりました。また、ＧＬＴＤの既存顧客に関しましては、前期同様

セミナーを積極的に開催し、サービス向上に努めました。その結果、当第１四半期連結会計期間におきま

しては、ＧＬＴＤの導入団体数及び加入者数が前期末と比較して 13 団体約７千人増加し、平成 19 年６月

末現在で、190 団体約26万５千人となりました。保険事務アウトソースにつきましては、保険料の請求・

収納及び保険金の支払等の多様な保険事務に関するニーズに対応できるような新規のシステム投資を引き

続き実施しております。 

この結果、就業障害者支援事業の売上高は 203 百万円、営業利益は 60百万円となりました。 

  

（メンタルヘルスケア事業） 

 精神的な疾患が原因で働けなくなるリスクを軽減するサービスの「アドバンテッジＥＡＰ」につきまし

ては、保険会社・銀行との連携により、新規の顧客の開拓をすすめております。その結果、様々な業種及

び規模の企業に対しても導入が進み、また、首都圏・関西圏以外の地方都市の企業においても導入がなさ

れる等、多様な企業に対し導入が促進されております。アドバンテッジＥＡＰの導入団体数及び加入者数

は平成 19年６月末現在で、54団体約 22万２千人となりました。 

 この結果、メンタルヘルスケア事業の売上高は 85百万円、営業利益は 24百万円となりました。 

 

（パーソナルリスク事業） 

 当該事業において販売している個人を対象とした保険につきましては、前期同様近年保険の募集を行っ

ていなかった企業に対しても再度募集を行う等積極的に保険の販売を実施いたしました。また、独立ＦＰ

（Financial Plannerの略）をネットワーク化し、ファイナンシャルプランニングに関するサービス提供を

行うＦＰネットワークに関しましては、登録ＦＰに対して研修を実施する等各ＦＰの収益性向上のための

施策を実施しております。 

 この結果、パーソナルリスク事業の売上高は 147 百万円、営業利益は 87百万円となりました。 

 なお、㈱オーエムシーカードと共同で設立した当社の持分法適用会社である㈱エフバランスにおきまし

ては、来店型保険ショップ「おまかせ保険屋さん」を運営しており、平成 18年４月にダイエーの練馬店に

出店いたしました。その結果、平成 19年６月末現在ではダイエーの店舗内において６店舗の出店を行って

おります。 
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（ビジネスリスク事業） 

 当該事業におきましては、マーケットが成熟していることから、前期同様に新規の契約を獲得すること

だけでなく、既存顧客に対する手数料収入を維持することが重要な課題となっております。当第１四半期

連結会計期間におきましては、当該顧客への様々な提案活動や新規の取引先への多様な保険商品の提案活

動等により、既存契約の維持及び新規契約の獲得に努めております。また、平成 18年 4月の保険業法の改

正による既存の共済事業者の少額短期保険業者への移行期間が平成 20年３月に終了いたしますが、当該少

額短期保険業者向けシステムに関連する新規投資を実施しております。今後当該スケジュールにあわせて

少額短期保険業者向けのシステム販売を実施することを予定しておりますが、現状では一部の共済から業

務を請け負っていることもあり、当該システムに関連するコストが発生しております。 

 この結果、ビジネスリスク事業の売上高は 27百万円、営業利益は△34百万円となりました。 
 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び資本の状況 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計期間末より 223 百万円減少し、1,743 百万円となり

ました。流動資産は 211 百万円減少し、1,083 百万円となりました。これは主に、契約者からの保険料の

入金条件等により、保険会社の所有物である契約者から領収した保険料にあたる保険代理店勘定が減少

したことによるものです。固定資産は 11 百万円減少し、659 百万円となりました。これは主に、設備投

資によりソフトウェアが増加したものの、のれんが償却により減少したこと、保有株式の持分法による

投資損失の計上等により投資有価証券が減少したことによるものです。 

当第１四半期連結会計期間末の負債は前連結会計期間末より 234 百万円減少し、986 百万円となりまし

た。流動負債は 198 百万円減少し、833 百万円となりました。これは主に、契約者からの保険料の入金条

件等により、保険会社の所有物である契約者から領収した保険料にあたる保険料預り金が減少したこと

によるものです。固定負債は 36百万円減少し、152 百万円となりました。これは主に、借入れの返済に

より、長期借入金が減少したことによるものです。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は前連結会計期間末より 10百万円増加し、757 百万円となりま

した。これは主に、ストックオプションの行使により資本金及び資本剰余金が増加したことによるもの

です。 

なお、保険会社に帰属する保険料で当社の口座に残高のあるものについては、保険代理店勘定及び保

険料預り金として対照勘定処理を行なっております。これらを除いた場合の自己資本比率は 46.2％とな

ります。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末

より 24百万円増加し、432 百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりです。 

 

（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 107 百万円となりました。 

 これは主に、前受収益の増加額が 61 百万円となったこと、その他の負債の増加額が 26 百万円となっ

たこと、及び、減価償却費が 22百万円となったことを反映したことによるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は 42百万円となりました。 

 これは主に、無形固定資産の取得による支出が40百万円となったことを反映したことによるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 



           
            株式会社アドバンテッジリスクマネジメント（8769）平成 20 年 3 月期 第１四半期財務・業績の概況 

  
 

 

 
5

 財務活動の結果使用した資金は 39百万円となりました。 

 これは、長期借入金の返済による支出が 53百万円となったこと、及び、ストックオプションの行使に

より株式の発行による収入が 13百万円となったことを反映したことによるものです。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

 現時点におきましては、平成 19年５月 15日に開示した業績予想に変更はありません。なお、1株当たり

当期純利益につきましては、本資料発表日現在予測可能な株式数の増減を反映させた期中平均株式数を元

に算出しております。 

 当社グループの主力事業である就業障害者支援事業につきましては、保険会社の募集・引受業務停止の

影響や保険会社向けシステムの販売状況等により、売上計上の時期等に影響を与える可能性はあるものの、

順調に推移しているものと考えております。また、メンタルヘルスケア事業につきましては、新たな競合

が参入する等、競争が激しくなってはおりますが、市場の伸びに対応し、堅調に推移しているものと考え

ております。 

 

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） 

 該当事項はございません。 

 

(2) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

 詳細は、18ページ「四半期連結財務諸表作成のための重要な事項の変更」をご覧ください。 
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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 

（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   432,647   407,872  

２．受取手形及び売掛金   296,614   306,494  

３．有価証券   90,614   90,475  

４．たな卸資産   3,453   3,872  

５．保険代理店勘定 ※１  190,585   423,981  

６．未収入金   5,996   19,926  

７．前払費用   13,283   12,731  

８．繰延税金資産   37,283   26,117  

９．その他   13,252   4,246  

流動資産合計   1,083,731 62.2  1,295,719 65.9 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物  20,640   20,640   

減価償却累計額  11,358 9,282  11,016 9,624  

(2) 工具器具備品  47,423   45,813   

減価償却累計額  33,436 13,986  31,963 13,850  

有形固定資産合計   23,268 1.3  23,474 1.2 

２．無形固定資産        

(1) のれん   94,500   108,000  

(2) ソフトウェア   352,274   328,350  

(3）その他   2,753   2,794  

無形固定資産合計   449,527 25.8  439,144 22.3 
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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 

（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
（％） 

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※２  66,542   80,813  

(2）長期貸付金   4,000   4,000  

(3）敷金保証金 ※３  93,599   93,353  

(4）繰延税金資産   5,932   13,749  

(5) その他   16,617   16,909  

投資その他の資産合計   186,692 10.7  208,825 10.6 

固定資産合計   659,488 37.8  671,445 34.1 

資産合計   1,743,220 100.0  1,967,164 100.0 

        

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．短期借入金   200,000   200,000  

２．一年以内返済予定の 
  長期借入金 

※３  153,600   170,753  

３．未払金   93,816   74,887  

４．未払法人税等   15,057   35,863  

５．保険料預り金 ※１  190,585   423,981  

６．前受収益   94,294   32,845  

７．賞与引当金   17,492   33,964  

８．その他   68,273   59,446  

流動負債合計   833,121 47.8  1,031,742 52.5 
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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 

（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
（％） 

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金 ※３  144,560   180,490  

２．繰延税金負債   693   756  

３．金利スワップ   1,224   2,032  

４．負ののれん   4,097   4,682  

５．その他   2,391   1,125  

固定負債合計   152,967 8.8  189,088 9.6 

負債合計   986,088 56.6  1,220,830 62.1 

        

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本        

１．資本金   228,029   221,224  

２．資本剰余金   179,623   172,818  

３．利益剰余金   303,698   299,142  

株主資本合計   711,351 40.8  693,184 35.2 

Ⅱ 評価・換算差額等        

１．その他有価証券 
  評価差額金 

  6,706   9,480  

２．繰延ヘッジ損益   △712   △1,205  

評価・換算差額等合計   5,994 0.3  8,275 0.4 

Ⅲ 少数株主持分   39,786 2.3  44,873 2.3 

純資産合計   757,131 43.4  746,333 37.9 

負債純資産合計   1,743,220 100.0  1,967,164 100.0 
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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 
（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   464,016 100.0  1,852,817 100.0 

Ⅱ 売上原価   61,524 13.3  200,653 10.8 

売上総利益   402,491 86.7  1,652,163 89.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  378,620 81.6  1,441,308 77.8 

営業利益   23,871 5.1  210,854 11.4 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  13   139   

２．受取配当金  606   1,002   

３．負ののれん償却  585   2,341   

４．保険解約返戻金  －   3,537   

５．その他  247 1,453 0.3 697 7,718 0.4 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  3,993   19,724   

２．持分法による 
  投資損失 

 9,504   35,778   

３．株式交付費  －   8,449   

４．上場関連費用  －   23,629   

５．その他  － 13,497 2.9 4 87,586 4.7 

経常利益   11,827 2.5  130,986 7.1 
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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） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅵ 特別利益        

１．貸倒引当金戻入益  －   1,450   

２．事業譲渡益  214   3,180   

３．投資有価証券売却益  － 214 0.1 16,164 20,795 1.1 

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産除却損 ※２ －   1,526   

２．投資有価証券売却損  － － － 279 1,805 0.1 

税金等調整前四半期
（当期）純利益 

  12,041 2.6  149,976 8.1 

法人税、住民税 
及び事業税 

 14,307   52,460   

法人税等調整額  △1,735 12,572 2.7 6,459 58,920 3.2 

少数株主損失   △5,087 △1.1  △8,314 △0.5 

四半期（当期）純利益   4,556 1.0  99,370 5.4 

        

 



 

株式会社アドバンテッジリスクマネジメント（8769）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 評価・換算差額等  

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 

株主 

資本 

合計 

その他 

有価証

券評価 

差額金 

繰延

ヘッジ

損益 

評価・ 

換算差額

等 

合計 

少数株

主持分 

純資産 

合計 

平成19年３月31日

残高（千円） 
221,224 172,818 299,142 693,184 9,480 △1,205 8,275 44,873 746,333 

第１四半期連結会

計期間中の変動額 
      

 
  

 新株の発行 6,805 6,805  13,610     13,610 

 四半期純利益   4,556 4,556     4,556 

株主資本以外の

項目の第１四半

期連結会計期間

中の変動額（純

額） 

    △2,774 493 △2,281 △5,087 △7,368 

第１四半期連結会

計期間中の変動額

合計  （千円） 

6,805 6,805 4,556 18,166 △2,774 493 △2,281 △5,087 10,797 

平成19年６月30日

残高（千円） 
228,029 179,623 303,698 711,351 6,706 △712 5,994 39,786 757,131 

 

    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 評価・換算差額等  

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 

株主 

資本 

合計 

その他 

有価証

券評価 

差額金 

繰延

ヘッジ

損益 

評価・ 

換算差額

等 

合計 

少数株

主持分 

純資産 

合計 

平成18年３月31日

残高（千円） 
87,824 39,418 199,771 327,013 24,467 － 24,467 53,187 404,669 

連結会計年度中の

変動額 
      

 
  

 新株の発行 133,400 133,400  266,800     266,800 

 当期純利益   99,370 99,370     99,370 

株主資本以外の

項目連結会計年

度中の変動額

（純額） 

    △14,986 △1,205 △16,192 △8,314 △24,506 

連結会計年度中の

変動額合計  

（千円） 

133,400 133,400 99,370 366,170 △14,986 △1,205 △16,192 △8,314 341,664 

平成19年３月31日

残高（千円） 
221,224 172,818 299,142 693,184 9,480 △1,205 8,275 44,873 746,333 
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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 
（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 

 12,041 149,976 

減価償却費  22,115 63,336 

負ののれん償却額  △585 △2,341 

のれん償却  13,499 103,151 

貸倒引当金の減少額  － △1,450 

受取利息及び受取配当金  △620 △1,142 

支払利息  3,993 19,724 

持分法による投資損失  9,504 35,778 

株式交付費  － 8,449 

投資有価証券売却益  － △16,164 

固定資産除却損  － 1,526 

投資有価証券売却損  － 279 

賞与引当金の減少額  △16,471 △984 

売上債権の増減額 
（△は増加） 

 9,879 △49,603 

たな卸資産の減少額  418 166 

前受収益の増加額  61,448 8,829 

その他の資産の減少額  4,662 4,980 

その他の負債の増加額  26,859 28,700 

    

小計  146,745 353,213 

利息及び配当金の受取額  550 1,165 

利息の支払額  △3,956 △18,426 

法人税等の支払額  △36,153 △27,042 

営業活動によるキャッシュ・フロー  107,186 308,909 
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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） 

区分 注記番号 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

有価証券の取得による支出  － △90,393 

有形固定資産の取得による支出  △1,609 △2,259 

無形固定資産の取得による支出  △40,978 △165,826 

投資有価証券の取得による支出  － △1,203 

投資有価証券の売却による収入  － 17,280 

差入保証金による支出  △350 △116 

差入保証金の返還による収入  － 591 

貸付金の回収による収入  － 4,000 

    

投資活動によるキャッシュ・フロー  △42,938 △237,927 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入金の返済による支出  △53,083 △216,846 

株式の発行による収入  13,610 258,350 

    

財務活動によるキャッシュ・フロー  △39,473 41,504 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  24,774 112,486 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  407,872 295,385 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  四半期末（期末）残高 

※１ 432,647 407,872 
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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 (１) 連結子会社の数   ２社 

  連結子会社の名称 

㈱アドバンテッジインシュアランス

サービス 

  ㈱アイ・ビー・コーポレーション 

 

(２) 非連結子会社の名称等 

  非連結子会社の名称 

  ㈱フラッグアドバンテッジ 

  (連結の範囲から除いた理由) 

 非連結子会社は、小規模であり、総

資産、売上高、四半期純損益及び利益

剰余金等は、いずれも四半期連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。 

 

(１) 連結子会社の数   ２社 

  連結子会社の名称 

㈱アドバンテッジインシュアランス

サービス 

  ㈱アイ・ビー・コーポレーション 

 

(２) 非連結子会社の名称等 

  非連結子会社の名称 

  ㈱フラッグアドバンテッジ 

  (連結の範囲から除いた理由) 

 非連結子会社は、小規模であり、総

資産、売上高、当期純損益及び利益剰

余金等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためであり

ます。 

２．持分法の適用に関する事

項 

（１）持分法適用の関連会社数 １社 

  持分法適用会社名 

  ㈱エフバランス 

（１）持分法適用の関連会社数 １社 

  持分法適用会社名 

  ㈱エフバランス 

 （２）持分法を適用しない非連結子会社

の名称 

  ㈱フラッグアドバンテッジ 

  (持分法を適用しない理由) 

 持分法非適用会社は、四半期純損益

及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ全体としても重要性がな

いため、持分法の適用から除外してお

ります。 

（２）持分法を適用しない非連結子会 

社の名称 

㈱フラッグアドバンテッジ 

 (持分法を適用しない理由) 

 持分法非適用会社は、当期純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要性がない

ため、持分法の適用から除外しており

ます。  

３．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項 

 すべての連結子会社の四半期の末日

は、四半期連結決算日と一致しておりま

す。 

 すべての連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しております。 
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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） 

 

 

イ 有価証券 

 

 

イ 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） 

 ①売買目的有価証券 

同 左 

 ②その他有価証券 

  時価のあるもの 

四半期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) 

   

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 ②その他有価証券 

  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) 

 

  

時価のないもの 

同 左 

４．会計処理基準に関する

事項 

(１)重要な資産の評価基準

及び評価方法 

ロ たな卸資産 

 貯蔵品 

  個別法による原価法によっておりま

す。 

ロ たな卸資産 

 貯蔵品 

  同 左 

(２)重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

当社及び連結子会社は定率法によっ

ております。 

（主な耐用年数） 

建物及び構築物    15年 

工具器具備品   ２～10年 

イ 有形固定資産 

同 左 

 

（主な耐用年数） 

建物及び構築物    15年 

工具器具備品   ２～10年 

 ロ 無形固定資産 

当社及び連結子会社は定額法によっ

ております。 

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法によっておりま

す。 

ロ 無形固定資産 

同 左 
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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） 

イ 貸倒引当金 

 当社及び連結子会社は、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等によ

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。 

 なお、一般債権については貸倒実

績率が零であるため貸倒引当金は計

上しておりません。 

イ 貸倒引当金 

同 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）重要な引当金の計上基

準 

ロ 賞与引当金 

 当社及び連結子会社は、従業員に

対する賞与の支給に充てるため、支

給見込額のうち第１四半期連結会計

期間に負担すべき金額を計上してお

ります。 

ロ 賞与引当金 

 当社及び連結子会社は、従業員に

対する賞与の支給に充てるため、支

給見込額のうち当連結会計年度に負

担すべき金額を計上しております。  

（４）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

によっております。 

同 左 
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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）重要なヘッジ会計の方

法 

イ ヘッジ会計の方法 

 原則として繰延ヘッジ処理を採用して

おります。なお、特例処理の要件を満た

している金利スワップについては特例処

理によっております。 

 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段・・・金利スワップ 

 ヘッジ対象・・・借入金の利息 

 

ハ ヘッジ方針 

 金利リスクの低減のため、対象債務の

範囲内でヘッジを行っております。 

 

二 ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ開始時から有効性判定時点まで

の期間において、ヘッジ対象とヘッジ手

段の相場変動の累計を比較し、両者の変

動額等を基礎にして判断しております。 

 ただし、特例処理によっているスワッ

プについては、有効性の評価を省略して

おります。 

 

イ ヘッジ会計の方法 

 同 左 

 

 

 

 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同 左 

 

 

ハ ヘッジ方針 

 同 左 

 

 

 

二 ヘッジ有効性評価の方法 

 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 

消費税等の会計処理 

 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、相殺のうえ流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

５．四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 
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   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） 

   

   

（固定資産の減価償却方法の変更） 

 平成19年度の法人税法の改正（（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。 

 これに伴う損益への影響は軽微であります。 

   

   

   

   

（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。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は702,665

千円です。 

 なお、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、連結財務諸表規則の改正に伴い、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。 
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   注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

 

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 
（平成19年３月31日） 

※１ 保険会社との代理店委託契約上、代理店が保険契

約者から領収した保険料は、保険会社の所有物であ

り、同会社に帰属すると定められております。その

ため、当社の財産と明確に区分するため、領収した

保険料に関する口座残高を「保険代理店勘定」に、

また対照勘定として、「保険料預り金」に計上して

おります。 

 

※１ 同 左 

 

 

 

 

 

 

 

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりとなります。 

   投資有価証券（株式）     26,869千円 

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりとなります。 

   投資有価証券（株式）     36,374千円 

※３ 担保に供している資産 

   敷金保証金          70,078千円 

 上記については、長期借入金(一年以内返済予定

のものを含む) 16,680千円の担保として、当該敷

金保証金の預託先に対する返還請求権に対して質権

設定しております。 

※３ 担保に供している資産 

   敷金保証金          70,078千円 

 上記については、長期借入金(一年以内返済予定

のものを含む) 19,260千円の担保として、当該敷

金保証金の預託先に対する返還請求権に対して質権

設定しております。 

 

 

（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

は次のとおりであります。 

   役員報酬           35,980千円 

   給与手当          112,609千円 

   賞与引当金繰入額       16,099千円 

   のれん償却         13,499千円 

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

   役員報酬         153,370千円 

   給与手当         464,827千円 

   賞与引当金繰入額      31,084千円 

   のれん償却        103,151千円 

 

   

   

   

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

   工具器具備品            56千円 

     ソフトウェア        1,469千円 
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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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末 

株式数 

（株） 

第１四半期連結会

計期間増加株式数

（株） 

第１四半期連結会

計期間減少株式数

（株） 

第１四半期連結会

計期間末株式数 

（株） 

発行済株式     

 普通株式 152,242 2,722 ― 154,964 

合計 152,242 2,722 ― 154,964 

 

    ２．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。 

 

    ３．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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 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 137,742 14,500 ― 152,242 

合計 137,742 14,500 ― 152,242 

 

    ２．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。 

 

    ３．配当に関する事項 

 

    該当事項はありません。 
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（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） 

※１ 現金及び現金同等物の第１四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 

（千円） 

    現金及び預金勘定        432,647 

 

    現金及び現金同等物       432,647 

 

※１ 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 

 

（千円） 

    現金及び預金勘定        407,872 

 

    現金及び現金同等物       407,872 

 

 

 

（有価証券関係） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

    該当事項はありません。 

 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価（千円） 

四半期連結貸借対照表

計上額（千円） 
差額（千円） 

(1) 株式 24,096 35,620 11,523 

合計 24,096 35,620 11,523 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券      

非上場株式 4,052 

 

 

（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）及び前連結会計年度（自 

平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 

 当社グループにおけるデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されている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）において付与したストッ

ク・オプションはございません。 
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（セグメント情報） 

【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） 

 
就業障害者 
支援事業 
（千円） 

メンタル 
ヘルスケア 

事業 
（千円） 

パーソナル 
リスク事業 
（千円） 

ビジネス 
リスク事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（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 203,783 85,007 147,931 27,295 464,016 － 464,016 

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ 1,368 － － 1,368 (1,368) － 

計 203,783 86,375 147,931 27,295 465,384 (1,368) 464,016 

営業費用 143,107 61,545 60,673 62,061 327,388 112,756 440,145 

営業利益(又は営業損失) 60,675 24,829 87,257 (34,766) 137,996 (114,124) 23,871 

  

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） 

 
就業障害者 
支援事業 
（千円） 

メンタル 
ヘルスケア 

事業 
（千円） 

パーソナル 
リスク事業 
（千円） 

ビジネス 
リスク事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（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 762,121 261,896 628,151 200,647 1,852,817 － 1,852,817 

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － － － 

計 762,121 261,896 628,151 200,647 1,852,817 － 1,852,817 

営業費用 655,901 152,298 291,914 150,657 1,250,771 391,191 1,641,962 

営業利益 106,219 109,597 336,237 49,990 602,045 (391,191) 210,854 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、サービスの内容を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品・サービス 

就業障害者支援事業・・・・・ＧＬＴＤの代理店業、保険事務アウトソース、 

              就業障害者復職支援、就業障害者雇用仲介 

   メンタルヘルスケア事業・・・精神疾患による休業者を減らすための予防プログラム（ＥＡＰ） 

                 の提案・運用 

   パーソナルリスク事業・・・・個人向け損害保険、生命保険の代理店業、 

                 ファイナンシャルプランニング 

   ビジネスリスク事業・・・・・法人向け損害保険、生命保険の代理店業、保険事務アウトソース 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用   

 当第１四半期連結

会計期間（千円） 

前連結会計年度 

（千円） 
主な内容 

消去又は全社の項

目に含めた配賦不

能営業費用の金額 

112,756 391,191 

当社の総務・経理部門等の管理部門に

係る費用であります。 
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 【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）及び前連結会計年度（自平成18

年４月１日 至平成19年３月31日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外

支店がないため、該当事項はありません。 

 

 

 【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）及び前連結会計年度（自平成18

年４月１日 至平成19年３月31日）において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

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 4,629.11円 

１株当たり四半期純利益金額 29.84円 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期純利益金額 

26.26円 

  

 
１株当たり純資産額 4,607.53円 

１株当たり当期純利益金額 699.24円 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

588.18円 

  
    

 （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（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。 

 
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） 4,556 99,370 

 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） －  － 

 普通株式に係る四半期（当期）純利益 

 （千円） 
4,556 99,370 

 期中平均株式数（株） 152,699 142,112 

   

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） 20,808 26,836 

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）純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要 

－ 

 

 

－ 
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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 
（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   256,964   167,557  

２．売掛金   10,489   26,850  

３．未収入金   52,354   12,829  

４．有価証券   90,614   90,475  

５．貯蔵品   577   992  

６．前払費用   5,034   4,803  

７．短期貸付金   185,000   150,000  

８．繰延税金資産   2,725   6,329  

９．その他   18,581   3,526  

流動資産合計   622,342 60.5  463,365 52.4 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1)建物  8,437   8,437   

減価償却累計額  4,528 3,908  4,385 4,051  

(2)工具器具備品  24,073   22,463   

減価償却累計額  15,979 8,093  15,094 7,369  

有形固定資産合計   12,001 1.2  11,421 1.3 
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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 
（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 
（％） 

２．無形固定資産        

(1)商標権   1,238   1,279  

(2)ソフトウェア   101,402   107,658  

(3)その他   1,514   1,514  

無形固定資産合計   104,155 10.1  110,452 12.5 

３．投資その他の資産        

(1)投資有価証券   1,246   1,246  

(2)関係会社株式   215,192   215,192  

(3)長期貸付金   4,000   4,000  

(4)敷金保証金 ※１  78,627   78,527  

(5)その他   692   434  

株式評価引当金   △10,000   －  

投資その他の資産合計   289,758 28.2  299,399 33.8 

固定資産合計   405,915 39.5  421,273 47.6 

資産合計   1,028,258 100.0  884,638 100.0 

        

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．短期借入金   200,000   200,000  

２．１年以内返済予定の 
  長期借入金 

※１  26,070   35,120  

３．未払金   64,618   59,993  

４．未払費用   12,058   6,785  

５．未払法人税等   14,817   7,615  

６．預り金   11,149   5,459  

７．前受収益   93,446   32,530  

８．賞与引当金   5,462   8,510  

９．その他   7,491   13,205  

流動負債合計   435,113 42.3  369,221 41.7 
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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 
（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 
（％） 

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金 ※１  6,360   8,940  

固定負債合計   6,360 0.6  8,940 1.0 

負債合計   441,473 42.9  378,161 42.7 

        

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本        

１．資本金   228,029 22.2  221,224 25.0 

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  189,532   182,727   

資本剰余金合計   189,532 18.4  182,727 20.7 

３．利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  169,223   102,525   

利益剰余金合計   169,223 16.5  102,525 11.6 

株主資本合計   586,785 57.1  506,477 57.3 

純資産合計   586,785 57.1  506,477 57.3 

負債純資産合計   1,028,258 100.0  884,638 100.0 
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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 
（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   222,203 100.0  764,286 100.0 

Ⅱ 売上原価   25,077 11.3  74,378 9.7 

売上総利益   197,126 88.7  689,908 90.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   154,893 69.7  533,863 69.9 

営業利益   42,232 19.0  156,044 20.4 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  1,213   2,504   

２．受取配当金  52,500   52,500   

３．ソフトウェア貸与収入  5,400   26,100   

４．その他  187 59,301 26.7 522 81,627 10.7 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  1,762   10,092   

２．貸与ソフトウェア 
  維持管理費用 

 5,402   26,009   

３．株式交付費  －   8,449   

４．上場関連費用  － 7,164 3.2 23,629 68,181 8.9 

経常利益   94,369 42.5  169,491 22.2 

Ⅵ 特別利益        

１．投資有価証券売却益  －   4,778   

２．貸倒引当金戻入益  － － － 390 5,168 0.7 

Ⅶ 特別損失        

１．株式評価引当金繰入額  10,000   －   

２．固定資産除却損  －   1,526   

３．関係会社株式評価損  － 10,000 4.5 40,496 42,022 5.5 

税引前四半期（当期） 
純利益 

  84,369 38.0  132,637 17.4 

法人税、住民税及び 
事業税 

 14,067   13,453   

法人税等調整額  3,603 17,671 8.0 18,399 31,853 4.2 

四半期（当期）純利益   66,697 30.0  100,783 13.2 
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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 

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19年３月31日残高 

（千円） 
221,224 182,727 182,727 102,525 102,525 506,477 506,477 

第１四半期会計期間中の 

変動額 
       

 新株の発行 6,805 6,805 6,805   13,610 13,610 

 四半期純利益    66,697 66,697 66,697 66,697 

第１四半期会計期間中の変動

額合計（千円） 
6,805 6,805 6,805 66,697 66,697 80,307 80,307 

平成19年６月30日残高 

（千円） 
228,029 189,532 189,532 169,223 169,223 586,785 586,785 

 

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 

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） 87,824 49,327 49,327 1,741 1,741 138,893 138,893 

事業年度中の変動額        

 新株の発行 133,400 133,400 133,400   266,800 266,800 

 当期純利益    100,783 100,783 100,783 100,783 

事業年度中の変動額合計 

（千円） 133,400 133,400 133,400 100,783 100,783 367,583 367,583 

平成19年３月31日残高 

（千円） 221,224 182,727 182,727 102,525 102,525 506,477 506,477 
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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 

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 

 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） 

  

 子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法 

 

 その他有価証券 

  時価のないもの 

   移動平均法による原価法 

(１)有価証券 

 売買目的有価証券 

  同 左 

  

   

 子会社株式及び関連会社株式 

   同 左 

 

 その他有価証券 

    時価のないもの 

   同 左 

 (２）たな卸資産 

  貯蔵品 

   個別法による原価法 

(２）たな卸資産 

  貯蔵品 

   同 左 

(１）有形固定資産 

  定率法によっております。 

  主な耐用年数 

  建物     15年 

  工具器具備品 ３～10年 

(１)有形固定資産 

  同 左 

  主な耐用年数 

  建物     15年 

  工具器具備品 ３～10年 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(２）無形固定資産 

  定額法によっております。 

 なお、自社利用のソフトウェアは、

社内における利用可能期間(５年)に基

づいております。 

 

(２)無形固定資産 

  同 左 
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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） 

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

等により、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。 

  なお、一般債権については貸倒実績

率が零であるため貸倒引当金は計上し

ておりません。 

 

(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給に充てる

ため、支給見込額のうち当第１四半期

会計期間に負担すべき金額を計上して

おります。 

 

(２)賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に充てる

ため、支給見込額のうち当事業年度に

負担すべき金額を計上しております。 

（３）   

   

 （３）株式評価引当金 

関係会社への投資により発生が見込

まれる評価減に備えるため、その資産

内容等を検討して計上しております。    

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

 

  同 左 

消費税等の会計処理 

 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、相殺のうえ流動負債の「その

他」に含めて表示しております。 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

 

５．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 
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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） 

   

   

（固定資産の減価償却方法の変更） 

 平成19年度の法人税法の改正（（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。 

 これに伴う損益への影響は軽微であります。 

   

   

   

   

（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。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は506,477

千円です。 

 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。 
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   注記事項 

（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） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※１ 担保に供している資産 

  担保に供している資産は次のとおりであります。 

   敷金保証金      70,078千円 

 上記については、長期借入金(一年以内返済予定の

ものを含む) 16,680千円の担保として、当該敷金保

証金の預託先に対する返還請求権に対して質権設定し

ております。 

 

※１ 担保に供している資産 

  担保に供している資産は次のとおりであります。 

   敷金保証金      70,078千円 

 上記については、長期借入金(一年以内返済予定の

ものを含む) 19,260千円の担保として、当該敷金保

証金の預託先に対する返還請求権に対して質権設定し

ております。 

 

２． 偶発債務 

   債務保証 

  次の子会社について、リース取引に対し債務保証

を行っております。 

 

保証先 
金額 

（千円） 
内容 

㈱アドバンテッジ

インシュアランス

サービス 

933 
未経過 

リース料 

計 933 － 
 

２． 偶発債務 

   債務保証 

  次の子会社について、リース取引に対し債務保証

を行っております。 

 

保証先 
金額 

（千円） 
内容 

㈱アドバンテッジ

インシュアランス

サービス 

1,033 
未経過 

リース料 

計 1,033 － 
 

  

 

 

（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. 減価償却実施額 

  有形固定資産           1,029千円  

  無形固定資産            7,712千円 

１. 減価償却実施額 

  有形固定資産          3,954千円  

   無形固定資産          27,460千円 

 

 

  

（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）及び前事業年度（自 平成18年４

月１日 至 平成19年３月31日）において子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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（１株当たり情報） 

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 3,786.59円 

１株当たり四半期純利益金額 436.79円 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期純利益金額 

384.41円 

  

 
１株当たり純資産額 3,326.79円 

１株当たり当期純利益金額 709.19円 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

596.54円 

  
    

 （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（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。 

 
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株当たり四半期（当期）純利益金額   

 四半期（当期）純利益（千円） 66,697 100,783 

 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） －  － 

 普通株式に係る四半期（当期）純利益 

 （千円） 
66,697 100,783 

 期中平均株式数（株） 152,699 142,112 

   

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） 20,808 26,836 

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）純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要 

－ 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 




