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代 表 者 役職名 代表取締役会長 氏名 堀  紘一 
問合せ先責任者 役職名 執行役員 氏名 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３四半期の業績（平成19年４月１日 ～ 平成19年12月31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３四半期 1,631 20.3 △53 － 36 △89.5 19 △89.9

19年３月期第３四半期 1,355 △55.1 285 △83.1 352 △78.7 196 △79.7

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３四半期 205  16 203  96

19年３月期第３四半期 2,004  17 1,938  51

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３四半期 11,756 10,868 92.4 113,948  29

19年３月期第３四半期 13,658 13,180 96.5 133,138  84

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３四半期 △2,187 470 △471 1,148

19年３月期第３四半期 △2,589 △738 1,548 3,599

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 

（基準日） 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)  0 00
0 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】 
 

(％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

通   期 
上限 3,260 
下限 2,060 

(△24.2) 
(△52.1) 

上限   20 
下限△730 

(△98.5) 
(－) 

上限  120 
下限△630 

(△91.7) 
(－) 

上限   60 
下限△650 

(△92.0) 
(－) 

上限   619 
下限△6,710 

47 
92 

Ito Mitsushige
財務会計基準機構マーク
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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。］ 
 

 
 ※ 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、売上高は1,631,617千円（前年同期比20.3％増）と前年同期を上回ったものの、利

益につきましては、経常利益36,931千円（同89.5％減）、当四半期純利益19,871千円（同89.9％減）と、

いずれも前年同期を大きく下回る結果となりました。 

  

（１）コンサルティングサービス売上高 

コンサルティングサービス売上高につきましては、大企業向けサービスの受注が順調に推移し、前年同

期比3.4％増の1,072,148千円となりました。 

ベンチャービジネス向けにつきましては、受注プロジェクト数は順調に推移したものの、新株予約権を

対価とするサービスの増加により79,773千円（前年同期比55.4％減）となり、前年同期比で減少しており

ます。 

一方、大企業向けにつきましては、長期継続的な顧客からの受注やＭ＆Ａ関連プロジェクトの受注によ

り、前年同期比15.6％増の992,375千円となりました。 

 

（２）営業投資売上高 

営業投資売上高につきましては、当社の保有する上場有価証券を売却した結果、前年同期比79.6％増

の 559,469 千円となりました。しかしながら、新興市場の株式市況低迷に伴う上場有価証券のキャピタ

ルゲインの減少や、保有する有価証券の減損処理等により、当四半期の営業投資部門の利益率は大幅に

低下いたしました。 

 

事業部門別売上高 

第７期 

第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日)

第８期 

第３四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31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 
1,037,220 76.5 1,072,148 65.7 1,444,846 77.6

 大企業 858,478 63.3 992,375 60.8 1,196,766 64.3

 ベンチャービジネス 178,742 13.2 79,773 4.9 248,080 13.3

営業投資売上高 311,465 23.0 559,469 34.3 410,352 22.0

その他売上高 7,050 0.5 － － 6,550 0.4

合 計 1,355,736 100.0 1,631,617 100.0 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11,756,956千円（前期末比1,569,183千円減）、負債は888,682千円（同

434,003千円増）、純資産は10,868,273千円（同2,003,186千円減）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998,500千円を取得し、総資産及び純資産が

998,500千円減少しております。 

② 営業投資有価証券等（時価のある有価証券）の時価評価 
当四半期末に保有している「時価のある有価証券」の時価評価を行い、その他有価証券評価差額金△

274,114千円（前期末比754,718千円減）を計上しております。 

 

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３四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日至 平成19年12月31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

1,970,717

社 

20 

千円

6,758,000

社

63

社債 － － 185,160 1 － － － －

新株予約権等 － 5 30,459 25 － 7 0 29

合計 1,877,100 24 5,133,974 65 1,970,717 23 6,758,000 75

(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３四半期 

682,229千円 734,280千円 
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（２）キャッシュ・フロー計算書 

当四半期末の現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前期末と比較して2,188,146千円減少し、1,148,696

千円となりました。これを活動別に記載しますと、以下の通りであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,187,494千円の減少となりました。これは主に、積極的な営業

投資を行う一方で、営業投資有価証券の売却を抑制した結果、営業投資有価証券が2,470,904千円増加した

ためであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは470,643千円の増加となりました。これは主に、投資有価証券の償

還による収入1,000,000千円、関係会社株式の取得による支出（株式会社ドリームインキュベータベトナム

設立に際しての出資）280,294千円、投資有価証券の取得による支出200,000千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471,235千円の減少となりました。これは主に、短期借入金800,000

千円の実施による収入と、自己株式の取得による支出998,500千円、配当金294,912千円の支払いによるも

のであります。 

 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

コンサルティングサービスの受注は堅調に推移しており、また、ベンチャー投資につきましても優良ベンチャー

企業への投資も順調に推移しているものと認識しております。 
一方、有価証券の売却につきましては、各有価証券の個別の収益性等を勘案して実施しておりますが、IPO 社
数の減少、株式市況低迷に伴う上場有価証券の含み益の減少等により営業投資売上高及びキャピタルゲインは

大幅に減少し、また、有価証券の減損処理による営業投資売上原価の増加が見込まれます。 
以上から、平成 20年 3月期通期業績予想につきましては、売上高 2,060百万円～3,260百万円、営業利益△

730百万円～20百万円、経常利益△630百万円～120百万円、当期純利益△650百万円～60百万円に修正い
たします。 
なお、当社の本日時点で保有する上場有価証券の売却如何、売却した場合の売却価格、及び期末価格により

大きく業績が変動することになることから、今回につきましては上限及び下限を設けて開示しております。平成 20
年1月24日現在の株価を前提として、下限の数値は上場有価証券を売却しない場合の業績予想であり、上限の
数値は売却する場合の業績予想となります。 
 
（注）業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき、当社経営者が判断したものであります。予想には様々な不確実要素

が内在しており、実際の業績等はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想に全面的に依存して投

資等の判断を行うことは差し控えてください。 

 
 

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。 
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５．四半期財務諸表 

（１）四半期貸借対照表 

 

第７期 

第３四半期会計期間末 

(平成18年12月31日) 

第８期 

第３四半期会計期間末 

(平成19年12月31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   1,300,653 1,148,696   1,337,554

２ 売掛金   289,210 196,092   208,221

３ 営業投資有価証券   6,568,819 7,863,968   6,441,490

４ 投資損失引当金   △24,975 △33,833   △44,714

５ 有価証券   2,299,124 －   1,999,288

６ 未収法人税等   388,305 45,382   347,606

７ その他   32,038 214,463   113,457

流動資産合計   10,853,175 79.5 9,434,770 80.2  10,402,903 78.1

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※１  33,662 48,867   31,694

２ 無形固定資産   45 4,643   45

３ 投資その他の資産     

(1)投資有価証券  2,591,169 1,765,275  2,794,433 

(2)その他  180,304 504,501  97,062 

(3)貸倒引当金  － △1,101  － 

投資その他の資産合計   2,771,473 2,268,674   2,891,496

固定資産合計   2,805,180 20.5 2,322,186 19.8  2,923,236 21.9

資産合計   13,658,356 100.0 11,756,956 100.0  13,326,139 100.0
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第７期 

第３四半期会計期間末 
(平成18年12月31日) 

第８期 

第３四半期会計期間末 
(平成19年12月31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   31,980 36,658   50,103

２ 前受金   16,892 29,551   30,654

３ 短期借入金   － 800,000   －

４ 繰延税金負債   366,807 －   296,120

５ その他 ※２  35,965 22,471   49,841

流動負債合計   451,646 3.3 888,682 7.6  426,720 3.2

Ⅱ 固定負債     

１ 繰延税金負債   26,630 －   27,958

固定負債合計   26,630 0.2 － －  27,958 0.2

負債合計   478,277 3.5 888,682 7.6  454,679 3.4

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金   4,581,402 33.5 4,613,182 39.2  4,598,808 34.5

２ 資本剰余金     

(1) 資本準備金  4,622,376 4,653,082  4,639,782 

(2) その他資本剰余金  1,141,486 1,141,486  1,141,486 

資本剰余金合計   5,763,862 42.2 5,794,569 49.3  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  2,110,982 1,733,136  2,010,778 

利益剰余金合計   2,110,982 15.5 1,733,136 14.7  2,010,778 15.1

４ 自己株式   － － △998,500 △8.5  － －

株主資本合計   12,456,248 91.2 11,142,388 94.8  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 

  723,831 △274,114   480,603

評価・換算差額等合計   723,831 5.3 △274,114 △2.3  480,603 3.6

純資産合計   13,180,079 96.5 10,868,273 92.4  12,871,460 96.6

負債純資産合計   13,658,356 100.0 11,756,956 100.0  13,326,139 100.0
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（２）四半期損益計算書 

 

第７期 

第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日) 

第８期 

第３四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31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   1,355,736 100.0 1,631,617 100.0  1,861,748 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１  427,365 31.5 1,172,302 71.8  880,663 47.3

売上総利益   928,370 68.5 459,315 28.2  981,085 52.7

Ⅲ 販売費及び 

一般管理費 
  643,267 47.5 513,201 31.5  690,337 37.1

営業利益又は 

営業損失（△） 
  285,102 21.0 △53,885 △3.3  290,747 15.6

Ⅳ 営業外収益 ※２  98,815 7.3 99,393 6.1  132,211 7.1

Ⅴ 営業外費用 ※３  31,624 2.3 8,576 0.5  32,409 1.7

経常利益   352,293 26.0 36,931 2.3  390,549 21.0

Ⅵ 特別損失 ※４  － － 5,186 0.3  － －

税引前第３四半期

(当期)純利益 
  352,293 26.0 31,744 1.9  390,549 21.0

法人税、住民税 

及び事業税 
 77,735 18,264 118,688 

法人税等調整額  77,763 155,499 11.5 △6,390 11,873 0.7 175,272 293,960 15.8

第３四半期(当期) 

純利益 
  196,793 14.5 19,871 1.2  96,589 5.2
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（３）四半期株主資本等変動計算書 

前第３四半期会計期間（自 平成18年４月１日  至 平成18年12月31日） 

株主資本 

資本剰余金 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 

第３四半期会計期間中の変動額  

新株の発行 63,919 63,919 －  63,919 

剰余金の配当（注） － － －  － 

第３四半期純利益 － － －   － 

自己株式の処分 － － 1,058,538  1,058,538 

株主資本以外の項目の第３四半期 

会計期間中の変動額（純額） 
－ － － － 

第３四半期会計期間中の変動額合計 

(千円) 
63,919 63,919 1,058,538  1,122,458 

平成18年12月31日残高（千円） 4,581,402 4,622,376 1,141,486  5,763,862 

 

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 

第３四半期会計期間中の変動額  

新株の発行 － － － 127,839 

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

第３四半期純利益 196,793 196,793 － 196,793 

自己株式の処分 － － 548,282 1,606,820 

株主資本以外の項目の第３四半期 

会計期間中の変動額（純額） 
－ － － － 

第３四半期会計期間中の変動額合計 

(千円) 
6,621 6,621 548,282 1,741,282 

平成18年12月31日残高（千円） 2,110,982 2,110,982 － 12,456,248 

 

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 

第３四半期会計期間中の変動額     

新株の発行 － －  127,839 

剰余金の配当（注） － －  △190,172 

第３四半期純利益 － －  196,793 

自己株式の処分 － －  1,606,820 

株主資本以外の項目の第３四半期 

会計期間中の変動額（純額） 
225,824  225,824 225,824 

第３四半期会計期間中の変動額合計 

(千円) 
225,824 225,824 1,967,106 

平成18年12月31日残高（千円） 723,831 723,831 13,180,079 

（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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当第３四半期会計期間（自 平成19年４月１日  至 平成19年12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19年３月31日残高（千円） 4,598,808 4,639,782 1,141,486  5,781,269 

第３四半期会計期間中の変動額  

新株の発行 14,373 13,300 －  13,300 

剰余金の配当 － － －  － 

第３四半期純利益 － － －  － 

自己株式の取得 － － －  － 

株主資本以外の項目の第３四半期 

会計期間中の変動額（純額） 
－ － －  － 

第３四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12月31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３四半期会計期間中の変動額  

新株の発行 － － － 27,673 

剰余金の配当 △297,513 △297,513 － △297,513 

第３四半期純利益 19,871 19,871 － 19,871 

自己株式の取得 － － △998,500 △998,500 

株主資本以外の項目の第３四半期 

会計期間中の変動額（純額） 
－ － － － 

第３四半期会計期間中の変動額合計 

(千円) 
△277,641 △277,641 △998,500 △1,248,468 

平成19年12月31日残高（千円） 1,733,136 1,733,136 △998,500 11,142,388 

 

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３四半期会計期間中の変動額     

新株の発行 － －  27,673 

剰余金の配当 － －  △297,513 

第３四半期純利益 － －  19,871 

自己株式の取得 － －  △998,500 

株主資本以外の項目の第３四半期 

会計期間中の変動額（純額） 
△754,718  △754,718 △754,718 

第３四半期会計期間中の変動額合計 

(千円) 
△754,718 △754,718  △2,003,186 

平成19年12月31日残高（千円） △274,114 △274,114 10,868,273 
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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 

当事業年度中の変動額  

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 

当事業年度中の変動額（純額） 
－ － － － 

当事業年度中の変動額合計(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 

当事業年度中の変動額  

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 

当事業年度中の変動額（純額） 
－ － － － 

当事業年度中の変動額合計(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 

当事業年度中の変動額 

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 

当事業年度中の変動額（純額） 
△17,402 △17,402 △17,402 

当事業年度中の変動額合計(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３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年12月31日)

第８期 

第３四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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３四半期(当期)純利益  352,293 31,744 390,549

減価償却費  5,606 7,981 7,574

固定資産除却損  ― 68 ―

貸倒引当金の増減額 
（△は減少） 

 ― 1,101 ―

投資損失引当金の増減額 
(△は減少) 

 24,975 △10,881 44,714

前期損益修正損  ― 5,118 ―

受取利息  △2,115 △2,152 △2,595

有価証券利息  △92,712 △82,767 △122,301

株式交付費  257 140 742

有価証券運用損  31,080 ― 31,080

支払利息  263 1,899 263

支払手数料  ― 5,356 ―

為替差損  ― 59 ―

営業投資有価証券の増減額 
(△は増加)  

 △1,644,649 △2,470,904 △1,930,679

売上債権の増減額(△は増加)  △76,286 12,128 4,702

前払費用の増減額(△は増加)  5,550 △7,187 7,044

未収入金の増減額(△は増加)  163 388 △225

その他の資産の増減額 
(△は増加) 

 3,331 △2,119 6,325

未払金の増減額(△は減少)  △46,094 △16,045 △27,538

未払費用の増減額(△は減少)  △2,376 △11,135 △270

前受金の増減額(△は減少)  13,037 △1,103 26,799

預り金の増減額(△は減少)  1,158 △4,910 5,851

未払消費税等の増減額 
(△は減少) 

 △2,447 △11,376 4,629

未払法人税等（外形標準）の 
増減額(△は減少) 

 △13,131 3,781 △22,762

  小計  △1,442,095 △2,550,813 △1,576,094

利息の受取額  91,963 85,467 122,595

利息の支払額  ― △2,326 ―

法人税等の還付額  ― 357,554 ―

法人税等の支払額  △1,239,651 △77,376 △1,230,274

営業活動によるキャッシュ・ 
フロー 

 △2,589,783 △2,187,494 △2,683,773
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 第７期 

第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年12月31日)

第８期 

第３四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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) 

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  △4,458 △24,908 △4,458

無形固定資産の取得による支出  ― △4,944 ―

投資有価証券の取得による支出  △344,929 △200,000 △544,929

投資有価証券の償還による収入  ― 1,000,000 ―

関係会社株式の取得による支出  ― △280,294 ―

有価証券の売却による収入  642,809 ― 642,809

有価証券の取得による支出  △1,037,566 ― △1,037,566

敷金・保証金の預入れによる支出  ― △19,428 ―

短期貸付金の純増減額(△は増加）  ― ― △3,000

長期貸付金の回収による収入  5,276 218 5,439

投資活動によるキャッシュ・ 
フロー 

 △738,867 470,643 △941,705

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・ 
フロー 

 
 

短期借入金借入れによる収入  ― 800,000 ―

株式発行による収入  127,839 27,673 162,652

株式交付費  △257 △140 △742

支払手数料  ― △5,356 ―

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  ― △998,500 －

配当金支払額  △185,731 △294,912 △186,165

財務活動によるキャッシュ・ 
フロー 

 
1,548,671 △471,235 1,582,564

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額 

 
― △59 ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 
  （△は減少） 

 
△1,779,979 △2,188,146 △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３四半期末(期末)残高 

※ 3,599,777 1,148,696 3,336,842
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（５）注記事項等 

項目 

第７期 
第３四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

第８期 
第３四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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 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 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３四半期会計期間末日

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。 

(1) 有価証券 

① 満期保有目的の債券 

償却原価法（利息法）であ

ります。 

② 子会社株式 

移動平均法に基づく原価法

であります。 

③ 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３四半期会計期間末日

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。 

④ 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。 

(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 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。 
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項目 

第７期 
第３四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

第８期 
第３四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

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 

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。 

（会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当

第３四半期会計期間より、

平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法

に変更しております。 

当該変更に伴う損益に与え

る影響は、軽微であります。

（追加情報） 

法人税法の改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取

得した資産については、改

正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用に

より取得価額の５％に到

達した事業年度の翌事業

年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等

償却し、減価償却費に含め

て計上しております。 

当該変更に伴う損益に与え

る影響は、軽微であります。

(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。 

 (2) 無形固定資産 

定額法によっております。

 

(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 

定額法によっております。
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項目 

第７期 
第３四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

第８期 
第３四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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 

当第３四半期末現在に有す

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３四半期にお

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 

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。 

 

(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３四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

第８期 
第３四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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３四半期会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 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13,180,079千円であり

ます。 

 中間財務諸表等規則の改正により、

当第３四半期会計期間における四半期

財務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 

― 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。 
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（四半期貸借対照表関係）  
第７期 

第３四半期会計期間末 

(平成18年12月31日) 

第８期 

第３四半期会計期間末 

(平成19年12月31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 

68,130千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

77,233千円

※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３四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

第８期 
第３四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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 営業投資売上原価 

   売上原価の中には、営業投資有価証

券評価損29,049千円、投資損失引当

金繰入額24,975千円が含まれてお

ります。 

※１ 営業投資売上原価 

   売上原価の中には、営業投資有価証

券評価損169,981千円、投資損失引

当金戻入額10,881千円が含まれて

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 2,115千円

有価証券利息 96,462千円
 

※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息 2,152千円

有価証券利息 83,478千円

法人税等還付加算金 9,669千円
 

※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息 2,595千円

有価証券利息 128,568千円
 

※３ 営業外費用の主要項目 

有価証券運用損 31,080千円

支払利息 263千円

株式交付費 257千円
 

※３ 営業外費用の主要項目 

支払手数料 5,356千円

支払利息 1,899千円

貸倒引当金繰入額 1,101千円
 

※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 ― ※４ 特別損失の主要項目 

前期損益修正損 5,118千円
 

※４ ― 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 5,606千円

無形固定資産 ― 千円
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 7,636千円

無形固定資産 345千円
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 7,574千円

無形固定資産 ― 千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係） 

前第３四半期会計期間（自 平成18年４月１日  至 平成18年12月31日) 

 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 
当第３四半期 
会計期間末 

普通株式(株) 98,268 727 ― 98,995

（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 
当第３四半期 
会計期間末 

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 

当第３四半期 

会計期間末 

当第３四半期 
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 ― ― 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 ― 289.00 637.00 ―

平成15年６月新株予約権 普通株式 1,906.00 ― 104.00 1,802.00 ―

平成16年６月新株予約権 普通株式 2,761.00 ― 413.00 2,348.00 ―

提出会社 

平成17年６月新株予約権 普通株式 2,167.00 613.00 145.00 2,635.00 ―

合 計 8,428.13 613.00 951.00 8,090.13 ―

（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月年新株予約権の減少40株、平成17年６月新株予約権の減少

145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289 株、平成15 年６月新株予約権の減少65 株、平成16 年６月新株予約権の減少

373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
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当第３四半期会計期間（自 平成19年４月１日  至 平成19年12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 
当第３四半期 
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 
当第３四半期 
会計期間末 

普通株式(株) ― 4,185 ― 4,185

（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 

当第３四半期 

会計期間末 

当第３四半期 
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 ― 54.00 2,230.00 ―

提出会社 

平成17年６月新株予約権 普通株式 2,520.00 ― 84.00 2,436.00 ―

合 計 7,799.13 ― 531.00 7,268.13 ―

（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。 

     平成16年６月新株予約権の減少54株、平成17年６月新株予約権の減少84株は、従業員の退職に伴い失権したもの

であります。 

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月年新株予約権の減少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３四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

第８期 
第３四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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３四半期末残高

と四半期貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,300,653千円

有価証券勘定 2,299,124千円

現金及び 

現金同等物 
3,599,777千円

 

※現金及び現金同等物の第３四半期末残高

と四半期貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,148,696千円

現金及び 

現金同等物 
1,148,696千円

 

※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３四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

第８期 
第３四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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３四半期末残高相当額 

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３四半期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

第３四半期
末残高 
相当額 
(千円) 

器具備品 18,259 7,437 10,821 
 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

第３四半期
末残高 
相当額 
(千円) 

器具備品 21,589 13,439 8,150
 

 
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
 

(2) 未経過リース料第３四半期末残高相当

額等 

  未経過リース料第３四半期末残高相当

額 

一年内 5,586千円

一年超 5,321千円

合計 10,908千円
 

(2) 未経過リース料第３四半期末残高相当

額等 

  未経過リース料第３四半期末残高相当

額 

一年内 4,008千円

一年超 4,240千円

合計 8,248千円
 

(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 4,497千円

減価償却費相当額 4,349千円

支払利息相当額 139千円
 

(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 4,755千円

減価償却費相当額 4,605千円

支払利息相当額 152千円
 

(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３四半期会計期間末（平成18年12月31日） 

 

１ 時価のあるその他有価証券 

区分 
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 1,182,666 2,503,567 1,320,900

投資有価証券に属するもの  

株式 180,792 246,240 65,448

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

計 1,363,458 2,749,807 1,386,348

営業投資有価証券に属するもの  

株式 763,505 601,594 △161,911

営業出資金 29,851 25,833 △4,017

貸借対照表計上額が 

取得原価を下回るもの 

計 793,356 627,427 △165,929

合計 2,156,814 3,377,234 1,220,419

 

２ 当第３四半期会計期間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12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 306,514 292,255 ―

合計 306,514 292,255 ―

 

３ 時価のない主な有価証券 

区分 
四半期貸借対照表計上額 

(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 2,299,124 

投資有価証券に属するもの   

社債 2,000,000 

（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 2,702,861 

社債 185,160 

新株予約権等 30,459 

営業出資金 519,342 

投資有価証券に属するもの  

投資信託受益証券 344,929 

 
なお、当第３四半期会計期間末(平成18年12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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当第３四半期会計期間末（平成19年12月31日） 

 

１ 時価のあるその他有価証券 

区分 
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 847,710 1,328,791 481,080
貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 
計 847,710 1,328,791 481,080

営業投資有価証券に属するもの  

株式 2,498,434 1,785,218 △713,215

投資有価証券に属するもの  

株式 180,792 99,662 △81,129

投資信託受益証券 500,000 437,312 △62,687

貸借対照表計上額が 
取得原価を下回るもの 

計 3,179,226 2,322,193 △857,032

合計 4,026,937 3,650,984 △375,952

 

２ 当第３四半期会計期間中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12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 547,489 102,704 ―

合計 547,489 102,704 ―

 

３ 時価のない主な有価証券 

区分 
四半期貸借対照表計上額 

(千円) 

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 4,282,219 

新株予約権等 0 

営業出資金 467,739 

投資有価証券に属するもの  

社債 1,000,000 

投資信託受益証券 228,300 

 
なお、当第３四半期会計期間末(平成19年12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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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、当事業年度末(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３四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

第８期 
第３四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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３四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

第８期 
第３四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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３四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３四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

第８期 
第３四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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 133,138円84銭 113,948円29銭 129,790円56銭 

１株当たり第３四半期(当期)純利益 2,004円17銭 205円16銭 981円40銭 

潜在株式調整後１株当たり 
第３四半期(当期)純利益 

1,938円51銭 203円96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３四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

第８期 
第３四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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） 

13,180,079 10,868,273 12,871,460 

普通株式に係る純資産額(千円) 13,180,079 10,868,273 12,871,460 

差額の主な内訳（千円） ― ― ― 

普通株式の発行済株式数（株） 98,995 99,564 99,171 

普通株式の自己株式数（株） ― 4,185 ― 

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） 

98,995 95,379 99,171 

 
２．１株当たり第３四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期(当期)純利益 

項目 

第７期 
第３四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

第８期 
第３四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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３四半期(当期)純利益(千円) 

196,793 19,871 96,589 

普通株式に係る 
第３四半期(当期)純利益(千円) 

196,793 19,871 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) 98,192 96,857 98,420 

第３四半期(当期)純利益調整額 ― ― ― 

潜在株式調整後１株当たり第３四半
期(当期)純利益の算定に用いられた
普通株式増加数の主要な内訳(株) 

   

 新株予約権 3,326 572 3,073 

普通株式増加数(株) 3,326 572 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３四半期(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 
 2,725個 

新株予約権 
①株主総会の特別決議日 
 ⅰ 平成13年６月18日 
 ⅱ 平成15年６月19日 
 ⅲ 平成16年６月21日 
 ⅳ 平成17年６月20日 
②新株予約権の数 
 ⅰ    36個 
 ⅱ 1,636個 
 ⅲ 2,230個 
 ⅳ 2,436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３四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

第８期 
第３四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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。 


