
 

 

平成２０年３月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結） 
平成20年２月１日 

上場会社名  ケンコーコム株式会社             （コード番号：３３２５ 東証マザーズ）      

（URL  http://www.kenko.com）  
本社所在地  東京都港区赤坂３丁目 11 番３号    
問合せ先   代表者役職・氏名  代表取締役執行役員 CEO  後藤 玄利   TEL 03-3584-4156（代表）  

  責任者役職・氏名    取締役執行役員管理本部長  片岡 敬三 
 
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                                         （百万円未満切捨て） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

 
平成 20 年３月期第３四半期 

     百万円 
5,721 

%
16.5

  百万円 
5 

%
△64.5

   百万円 
△1 

% 
－ 

百万円

△110
%
－

平成 19 年３月期第３四半期 4,912 42.2 14 △66.3 3  △91.9 △2 －

(参考) 平成 19 年３月期   6,565  47     33  12  

 
 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 

平成 20 年３月期第３四半期 △3,722 円 80 銭 －

平成 19 年３月期第３四半期 △88 円 93 銭 － 
(参考) 平成 19 年３月期 433 円 60 銭 419 円 34 銭

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。 
 
(2) 財政状態                                    （百万円未満切捨て） 

 総資産   純資産 自己資本比率 １株当たり 
純資産 

 

平成 20 年３月期第３四半期 

百万円

4,329 
百万円

1,847 
% 

42.5 
    円  銭

62,061  29 
平成 19 年３月期第３四半期 3,285 1,821 55.4 63,250  04 
(参考)平成 19 年３月期 3,366 1,951 57.9 65,790   76 

 
(3) キャッシュ・フローの状況                             （百万円未満切捨て） 

 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 
 

平成 20 年３月期第３四半期 

百万円

104 
百万円

△291 
百万円 

849 
百万円

1,892 
平成 19 年３月期第３四半期 139 △335 △185 1,186 
(参考) 平成 19 年３月期 243 △439 △142 1,230 

 

２．配当状況 
・現金配当 １株当たり配当金（円） 
 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間 
平成 19 年３月期 － － － － － 0 円 00 銭 
平成 20 年３月期（実績） － － － － － 0 円 00 銭 
平成 20 年３月期（予想） － － － － － 0 円 00 銭 
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３．平成 20 年３月期の業績予想（平成 19 年４月 1日～平成 20 年３月 31 日） 

 
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 
 
通 期 

百万円 
7,900 

百万円

△15 
百万円

△25 
百万円

△135 
円 

△4,550 
銭 
20 

 

４．四半期財務情報の作成等に係る事項 

(1) 四半期財務諸表の作成基準   ：中間財務諸表作成基準 

(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：有 

(3) 会計監査人の関与    ：有 
 四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則 
の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続 
きを受けております。 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の業績予想は本資料の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あり、実際の業績は今後

の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、添付資料の 3 ページを

ご参照ください。 
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[定性的情報・財務諸表等] 

 
１．経営成績に関する定性的情報 
 当第３四半期の売上高は、5,721 百万円（前年同期比 16.5％増）となりました。 
リテイル事業においては、取扱商品数が 90,397 点となり、前事業年度末から 19,608 点増加しました。当第３四半

期９ケ月間のサイト訪問者数は 45,291 千人（同 11.0％増）となりました。商品カテゴリー別売上は、日用品、化粧品

等の売上が順調に伸びたものの、健康食品市場の不振が続いており、当社における健康食品の売上も落ち込みました。

以上により、リテイル事業の売上高は 5,212 百万円（同 11.8％増）となりました。 
その他の事業においては、ドロップシップ事業やメディア事業の立ち上がりが遅れたことにより、売上高は 509 百

万円（同 102.9％増）にとどまりました。 
 売上総利益率は 35.3％となりました。リテイル事業においては、大企業の資本を受けた競合による積極的な値下げ

攻勢等、環境が厳しくなっております。市場シェアの維持及び拡大のため、戦略的価格施策の一環として一部商品の値

下げを行った影響により、リテイル事業の売上総利益率が低下しました。 
販売費及び一般管理費は、2,012 百万円（同 16.8％増）となりました。取扱商品数の増加への対応、及びドロップシ

ップ事業・メディア事業の立ち上げに伴い、関連費用が増加しました。その結果、営業利益は５百万円（同 64.5％減）

となりました。 
 営業外損益については、営業外収益が３百万円（同 121.7％増）、営業外費用が９百万円（同 23.7％減）となりまし

た。その結果、経常損失は１百万円（前年同期は経常利益３百万円）となりました。 
 特別損益については、固定資産除却損及び関係会社株式評価損等により特別損失が105百万円（前年同期比4,776.3％
増）となりました。当社はソフトウェア資産を複数種類保有しております。これらの資産は、機能も規模も様々であり、

常に機能向上のための増強及び刷新等のための開発を行っております。当第３四半期において、刷新時期を決定したソ

フトウェアに関しては、除却または臨時償却することにいたしました。 
また、関係会社株式について足元の業績を鑑み、将来の収益予想を保守的に見積もった結果、評価損を計上すること

としました。 
 以上の結果、当第３四半期の売上高は 5,721 百万円、営業利益は５百万円、経常損失は１百万円、税引前第３四半期

純損失は 106 百万円、第３四半期純損失は 110 百万円となりました。 
（注）当年度（平成 20 年３月期）から、モバイルサイトへの訪問者数をより正確に把握することを目的としてサイト

訪問者数の集計方法を一部変更しております。変更前の方法によった場合、当第３四半期のサイト訪問者数は 58,104
千人となります。 
  

２．財政状態に関する定性的情報 
 前事業年度末から当第３四半期末までの９ヶ月間における財政状態の主な変動としては、現金及び預金が 662 百万

円、売掛金が 181 百万円、買掛金が 145 百万円、１年内長期借入が 170 百万円、及び長期借入が 734 百万円増加した

こと、並びに第３四半期純損失を計上したことにより繰越利益剰余金が 110 百万円減少したことが挙げられます。 
   
 ＜キャッシュ・フローの状況＞ 
 当第３四半期においては、現金及び現金同等物（以下、「資金」と言う）は、前事業年度末比 662 百万円増の 1,892
百万円となりました。 
  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第３四半期においては、税引前第３四半期純損失 106 百万円、減価償却費 158 百万円、売上債権の増加額 179 百

万円、仕入債務の増加額 146 百万円等により、104 百万円（前年同期比 25.4%減）の資金を獲得しました。 
 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第３四半期においては、無形固定資産の取得による支出（201 百万円）等により、合計で 291 百万円(前年同期は

335 百万円の支出）の資金を支出しました。 
 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第３四半期においては、長期借入金（950 百万円）等により、849 百万円（前年同期は 185 百万円の支出）の資金

を獲得しました。 
 
３．業績予想に関する定性的情報 
 平成 19 年５月 15 日付の「平成 19 年３月期決算短信」により公表いたしました通期の業績を修正しております。本

日別途公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
 
（注）上記予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で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、実際はこれら予想数値と異なる場合がありますので、これら業績等の予想に全面的に依拠し

て投資等の判断を行うことは差し控えてください。 
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４．四半期財務諸表 
 
(1) 四半期貸借対照表  

 
前第３四半期会計期間末 

(平成 18 年 12 月 31 日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成 19 年 12 月 31 日) 

前事業年度末の 

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    1,186,897  1,892,337   1,230,151

２．売掛金    608,991  800,410   618,501

３．たな卸資産    280,142  360,129   287,927

４．その他 ※３  44,747  50,628   51,478

  貸倒引当金    △8,245  △14,443   △11,149

 流動資産合計    2,112,532 64.3 3,089,064 71.3  2,176,909 64.6

Ⅱ 固定資産           

(1) 有形固定資産 ※１         

１．建物    398,681  377,977   391,946

２．構築物    46,406  37,491   43,800

３．機械及び装置   8,820  7,302   8,405

４．車両運搬具    2,643  1,519   2,262

５．工具器具備品    249,517  227,263   230,135

６．建設仮勘定    23,522  56,521   32,629

 有形固定資産合計    729,591 22.2 708,075 16.4  709,180 21.1

(2) 無形固定資産       

１．ソフトウェア       347,751  263,591   266,765

２．ソフトウェア仮勘定          － 132,524   71,618

３．その他   2,212  2,078   2,116

 無形固定資産合計   349,963 10.7 398,194 9.2  340,501 10.1

(3) 投資その他の資産        

１．投資有価証券 ※２        6,495  6,450   6,480

２．関係会社株式        － 33,526   45,641

３．従業員長期貸付金        － 2,656   2,700

４．差入保証金    80,302  88,512    80,137

５．その他    3,275  2,591   2,211

 投資その他の資産合計    90,073 2.7 133,736 3.1  137,170 4.1

 固定資産合計    1,169,628 35.6 1,240,006 28.7  1,186,852 35.3

Ⅲ 繰延資産      

１．社債発行費   3,718 743   2,974

繰延資産合計   3,718 0.1 743 0.0  2,974 0.1

 資産合計    3,285,880 100.0 4,329,814 100.0  3,366,736 100.0
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前第３四半期会計期間末 

(平成 18 年 12 月 31 日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成 19 年 12 月 31 日) 

前事業年度末の 

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．買掛金 ※２  522,158 676,822   531,274

２．１年内償還予定の社債   110,000 110,000   110,000

３．１年内返済予定の長期

借入金 
   60,176 230,492   60,176

４．未払金    139,902 231,268   141,322

５．その他 ※３  69,164 63,262   79,929

流動負債合計    901,402 27.5 1,311,845 30.3  922,701 27.4

Ⅱ 固定負債      

１．社債   330,000 220,000   275,000

２．長期借入金    231,148 950,656   216,104

３．その他    1,770 80   1,429

固定負債合計    562,918 17.1 1,170,736 27.0  492,533 14.6

負債合計    1,464,320 44.6 2,482,581 57.3  1,415,235 42.0

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

  １．資本金   926,292 28.2 983,953 22.6  983,268 29.2

 ２．資本剰余金       

(1)．資本準備金   1,162,562 1,220,223  1,219,538 

資本剰余金合計    1,162,562 35.4 1,220,223 28.2  1,219,538 36.2

３．利益剰余金      

(1)．その他利益剰余金     

繰越利益剰余金   △183,808 △279,029  △168,606 

利益剰余金合計    △183,808 △5.6 △279,029 △6.4  △168,606 △5.0

４．自己株式    △83,968 △2.6 △83,968 △1.9  △83,968 △2.5

株主資本合計    1,821,077 55.4 1,841,179 42.5  1,950,232 57.9

Ⅱ 評価・換算差額等      

１． その他有価証券 

評価差額金 
 143 116  134 

評価・換算差額等合計   143 0.0 116 0.0  134 0.0

Ⅲ 新株予約権     

  １．新株引受権  250 250  250 

  ２．新株予約権  88 5,686  884 

新株予約権合計   338 0.0 5,936 0.2  1,134 0.1

純資産合計    1,821,560 55.4 1,847,232 42.7  1,951,501 58.0

負債純資産合計    3,285,880 100.0 4,329,814 100.0  3,366,736 100.0
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(2) 四半期損益計算書 

  

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) 

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)

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    4,912,756 100.0 5,721,256 100.0  6,565,268 100.0

Ⅱ 売上原価    3,174,685 64.6 3,703,911 64.7  4,224,969 64.4

売上総利益    1,738,070 35.4 2,017,344 35.3  2,340,298 35.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費    1,723,556 35.1 2,012,184 35.2  2,292,417 34.9

営業利益    14,514 0.3 5,159 0.1  47,880 0.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  1,470 0.0  3,260 0.1  2,229 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※２  12,830 0.2 9,792 0.2  16,957 0.2

経常利益（△損失）   3,154 0.1 △1,371 △0.0  33,152 0.5

Ⅵ 特別利益 ※３  － － 251 0.0  10,609 0.2

Ⅶ 特別損失 ※４  2,155 0.1  105,093 1.8  26,053 0.4

税引前第３四半期

(当期)純利益（△

損失） 

   999 0.0 △106,213 △1.8  17,709 0.3

法人税、住民税 

及び事業税 
  3,587 4,209 5,096 

法人税等調整額   － 3,587 0.1 － 4,209 0.1 － 5,096 0.1

第３四半期(当期)

純利益（△損失） 
   △2,587 △0.1 △110,422 △1.9  12,613 0.2
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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)             （単位：千円） 
 株主資本 

評価・換算差額

等 
新株予約権 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価証

券評価差額金 

新株 

引受権 

新株 

予約権資本準備金 

その他利益

剰余金 

繰越利益剰

余金 

平成18年３月31日残高 925,139 1,161,409 △181,220 － 1,905,328 508 250 －

第３四半期変動額    

新株の発行 1,152 1,152 － － 2,305 － － －

第３四半期純利益 － － △2,587 － △2,587 － － －

自己株式の取得 － － － △83,968 △83,968 － － －

株主資本以外の項目

の第３四半期変動額

（純額） 

－ － － － － △364 － 88

第３四半期変動額合計 1,152 1,152 △2,587 △83,968 △84,250 △364 － 88

平成 18 年 12 月 31 日残

高 
926,292 1,162,562 △183,808 △83,968 1,821,077 143 250 88

 
 
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)             （単位：千円） 

 株主資本 
評価・換算差額

等 
新株予約権 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価証

券評価差額金 

新株 

引受権 

新株 

予約権資本準備金 

その他利益

剰余金 

繰越利益剰

余金 

平成19年３月31日残高 983,268 1,219,538 △168,606 △83,968 1,950,232 134 250 884

第３四半期変動額    

新株の発行 685 685 － － 1,370 － － －

第３四半期純利益 － － △110,422 － △110,422 － － －

株主資本以外の項目

の第３四半期変動額

（純額） 

－ － － － － △17 － 4,802

第３四半期変動額合計 685 685 △110,422 － △109,052 △17 － 4,802

平成 19 年 12 月 31 日残

高 
983,953 1,220,223 △279,029 △83,968 1,841,179 116 250 5,686
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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)             （単位：千円） 
 株主資本 

評価・換算差額

等 
新株予約権 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価証

券評価差額金 

新株 

引受権 

新株 

予約権 資本準備金 

その他利益

剰余金 

繰越利益剰

余金 

平成18年３月31日残高 925,139 1,161,409 △181,220 － 1,905,328 508 250 －

事業年度中の変動額    

新株の発行 58,129 58,129 － － 116,258 － － －

当期純利益 －  － 12,613 － 12,613 － － －

自己株式の取得 － － － △83,968 △83,968 － － －

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額（純額） 

－ － － － － △373 － 884

事業年度中の変動額合

計 
58,129 58,129 12,613 △83,968 44,903 △373 － 884

平成19年３月31日残高 983,268 1,219,538 △168,606 △83,968 1,950,232 134 250 884
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(4) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

  

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)

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)

前事業年度の要約 

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) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         

１．税引前第３四半期(当期)純利益   999 △106,213 17,709   

２．減価償却費   132,102 158,605 185,945 

３．貸倒引当金の増加額   1,771 3,293 4,675 

４．受取利息及び受取配当金   △183  △463 △414 

５．支払利息   7,888 6,697 10,199 

６．株式交付費   37 816 580 

７．社債発行費償却  2,231 2,231 2,975 

８．自己株式取得費用  2,098 － 2,098 

９．株式報酬費用  － 4,802 884 

10．保険差益  － △251 △10,609 

11．固定資産除却損   315 34,018 24,213 

12. 固定資産臨時償却費  － 46,256 － 

13. 関係会社株式評価損  － 24,551 － 

14．売上債権の増加額   △158,409 △179,922 △176,313 

15．仕入債務の増加額   148,806 146,444 157,922 

16．たな卸資産の増加額   △56,577 △72,202 △64,363 

17．前払費用の増減額  △5,262 △11,048 2,968 

18．未収入金の増減額  999 2,969 △3,212 

19．未払金の増加額  31,103 28,914 39,344 

20．未払費用の増加額  11,090 4,652 13,653 

21．未収(未払)消費税等の増減額   32,107 9,769 46,374 

22．その他   7,013 5,295 10,312 

小計   158,134 109,219 264,944 

23．利息及び配当金の受取額   183 463 349 

24．保険金の受取額  － 14,741 － 

25．利息の支払額   △6,518 △6,006 △10,138 

26．法人税等の支払額   △11,798 △14,012 △11,798 

  営業活動によるキャッシュ・フロー   139,999 104,405 243,356 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

１．有形固定資産の取得による支出   △156,434 △65,273 △174,032 

２．無形固定資産の取得による支出   △175,704 △201,097 △215,136 

３．子会社株式の取得による支出  － △12,436 － 

４．関係会社株式の取得による支出  － －       △45,641 

５．敷金保証金の差入による支出  △365 △8,625       △365 

６．敷金保証金の返還による収入  85 119 85 

７．その他   △3,475 △4,143 △3,983 

  投資活動によるキャッシュ・フロー   △335,893 △291,455 △439,073 
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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)

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)

前事業年度の要約 

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) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

１．長期借入による収入  － 950,000 － 

２．長期借入金の返済による支出   △45,132 △45,132 △60,176 

３．社債の償還による支出  △55,000 △55,000 △110,000 

４．株式の発行による収入   2,267 553 115,677 

５．自己株式の取得による支出   △86,066 － △83,968 

６．自己株式取得費用の支払額   － － △2,098 

７．その他   △1,537 △1,184 △1,827 

  財務活動によるキャッシュ・フロー   △185,468 849,237 △142,392 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額   △381,362 662,186 △338,108 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   1,568,259 1,230,151 1,568,259 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

第３四半期末(期末)残高 
 ※ 1,186,897 1,892,337 1,230,151 
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(5) 注記事項等 

四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

    期別 

   項目 

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)

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)

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) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を

採用しております。 

(1) 関連会社株式 

同   左 

(1) 有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

 第３四半期会計期間末日の

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)を採用してい

ます。 

(2) 有価証券 

同   左 

(2) 有価証券 

 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)を

採用しています。 

   (2) たな卸資産 

商品 

 移動平均法による原価法を採

用しております。 

(3) たな卸資産 

商品 

 同   左 

 

(3) たな卸資産 

 同   左 

 

 

仕掛品  

個別法による原価法を採用して

おります。 

 

貯蔵品 

 総平均法による原価法を採用

しております。 

貯蔵品 

 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(但し建物(付属設備を除

く)については定額法）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        ６～38 年 

  構築物     10～30 年 

機械及び装置    12 年 

車両運搬具     ４年 

工具器具備品   ３～10 年 

 (1) 有形固定資産      

定率法(但し建物(付属設備を除

く)については定額法）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        ６～38 年 

  構築物     10～30 年 

機械及び装置    12 年 

車両運搬具     ４年 

工具器具備品   ３～15 年 

なお、平成 19 年度の法人税法

の改正に伴い、平成 19 年４月１

日以降に取得した有形固定資産

については、改正法人税法に規定

する償却方法により減価償却費

を計上しております。 

(1) 有形固定資産 

定率法(但し建物(付属設備を除

く)については定額法）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        ６～38 年 

  構築物     10～30 年 

機械及び装置    12 年 

車両運搬具     ４年 

工具器具備品   ３～15 年 

   (2) 無形固定資産  

 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)による定額法を採用

しております。  

 (2) 無形固定資産 

同   左 

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(主に５年)による定額法

を採用しております。  

 (2) 無形固定資産 

同   左 

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)による定額法を採

用しております。   

  (3) 長期前払費用  

 均等償却を採用しております。

 (3) 長期前払費用 

同   左 

 (3) 長期前払費用 

同   左 

３．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 

(1) 株式交付費 

同   左 

 (2) 社債発行費  

商法施行規則に規定する最長期

間（3年）で毎期均等償却してお

ります。 

(2) 社債発行費  

3 年で毎期均等償却しておりま

す。  

(2) 社債発行費  

商法施行規則に規定する最長期

間（3年）で毎期均等償却してお

ります。 
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    期別 

   項目 

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)

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)

前事業年度 

 (自 平成 18 年４月 1 日 

  至 平成 19 年３月 31 日) 

４．引当金の計上基準  貸倒引当金 

 売上債権等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。  

 

同   左 

 

同   左 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

 

同   左 

 

同   左 

６．四半期キャッシュ・フロ

ー計算書（キャッシュ・

フロー計算書）における

資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

 

同   左 

 

同   左 

７．その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のため

の基本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 

 消費税等の会計処理 

同   左 

 消費税等の会計処理 

同   左 

   

会計方針の変更 

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) 

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) 

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） 

当第３四半期会計期間より、「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 1,821,221 千円であります。 

  なお、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貸借

対照表の純資産の部については、改正後の中

間財務諸表等規則により作成しております。 

--------------- 

 

（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 1,950,366 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） 

 当第３四半期会計期間より、「ストック・

オプション等に関する会計基準」（企業会

計基準第8号 平成17年12月27日）及び「ス

トック・オプション等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第11号

平成18年5月13日）を適用しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び税引前

第３四半期純利益は、それぞれ 88 千円減少

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）及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第 11 号 平

成 18 年 5 月 31 日）を適用しております。

   これにより営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益は、それぞれ 884 千円減少し

ております。  

--------------- 

 

（有形固定資産の減価償却方法の変更） 

平成19年度の法人税法改正に伴い、当第３

四半期会計期間より、平成19年４月１日以降

取得した有形固定資産については「新定率

法」を採用しております。この変更に伴う影

響額は軽微であります。 

--------------- 
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表示方法の変更 

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) 

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) 

前事業年度 

 (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） 

 当第３四半期会計期間より、「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 19 号）を適用しております。 

 前第３四半期会計期間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、

当事業年度より「株式交付費」として表示す

る方法に変更しております。 

 前第３四半期会計期間において営業活動に

よるキャッシュフローとして表示していた

「新株発行費」は、当第３四半期会計期間よ

り「株式交付費」として表示する方法に変更

しております。 

--------------- 

 

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱

い） 

 当事業年度より、「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 19 号）

を適用しております。 

 前事業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、当事業年

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。 

 前事業年度において営業活動によるキャッ

シュ・フローとして表示していた「新株発行

費」は、当事業年度より「株式交付費」とし

て表示する方法に変更しております。 

 

追加情報 

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) 

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) 

前事業年度 

 (自 平成 18 年４月 1 日 

  至 平成 19 年３月 31 日) 

--------------- 

 

（有形固定資産の減価償却方法の変更） 

当第３四半期会計期間より、平成 19 年３

月 31 日以前に取得した有形固定資産のうち

償却限度額までの償却が終了しているもの

については、残存価額を５年間で均等償却し

ております。この変更に伴う影響額は軽微で

あります。 

--------------- 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第３四半期会計期間末 

(平成 18 年 12 月 31 日現在) 

当第３四半期会計期間末 

(平成 19 年 12 月 31 日現在) 

前事業年度末 

（平成 19 年３月 31 日現在) 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

217,116千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

327,625千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

250,597千円 

※２．担保に供している資産 

建物     371,261千円 

投資有価証券  6,495千円 

合計     377,756千円 

 上記の担保付債務 

 買掛金         2,176千円 

長期借入金  166,400千円 

（内１年内返済 

長期借入金） 28,800千円 

合計     168,576千円 

※２．担保に供している資産 

建物     351,186千円 

投資有価証券  6,450千円 

合計     357,726千円 

 上記の担保付債務 

 買掛金         4,206千円 

長期借入金  487,600千円 

（内１年内返済 

長期借入金） 79,200千円 

合計     491,806千円 

※２．担保に供している資産 

建物     365,574千円 

投資有価証券  6,480千円 

合計     372,054千円 

 上記の担保付債務 

 買掛金         2,354千円 

長期借入金  159,200千円 

（内１年内返済 

長期借入金） 28,800千円 

合計     161,554千円 

※３．消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、当該金額 18,041 千円を流動

負債の「その他」に含めて表示しており

ます。 

※３．消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、当該金額 10,715 千円を流動

負債の「その他」に含めて表示しており

ます。 

※３．   --------------- 

 

（四半期損益計算書関係） 

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) 

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) 

前事業年度 

(自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日) 

※１．営業外収益の主なもの 

受取利息         93千円 

破損商品等弁償金    324千円 

※１．営業外収益の主なもの 

受取利息        346千円 

破損商品等弁償金    757千円 

償却債権取立益     494千円 

講演料収入       291千円 

債務償却益      1,134千円 

※１．営業外収益の主なもの 

受取利息        324千円 

破損商品等弁償金     452千円 

償却債権取立益     595千円 

講演料収入       460千円 

※２．営業外費用の主なもの 

支払利息          3,611千円 

社債利息         4,276千円 

社債発行費償却   2,231千円 

株式交付費       37千円 

自己株式取得費   2,098千円 

※２．営業外費用の主なもの 

支払利息             3,432千円 

社債利息            3,265千円 

社債発行費償却       2,231千円 

株式交付費         816千円 

 

※２．営業外費用の主なもの 

支払利息             4,688千円 

社債利息            5,511千円 

社債発行費償却       2,975千円 

株式交付費         580千円 

自己株式取得費用   2,098千円 

※３.       --------------- 

 

※３. 特別利益の主なもの 

保険差益        251千円 

※３. 特別利益の主なもの 

保険差益      10,609千円 

※４. 特別損失の主なもの 

過年度消費税等   1,839千円 

固定資産除却損       315千円 

※４. 特別損失の主なもの 

固定資産除却損      34,018千円 

固定資産臨時償却費 46,256千円 

関係会社株式評価損 24,551千円 

過年度消費税等     266千円 

※４. 特別損失の主なもの 

固定資産除却損      24,213千円 

過年度消費税等    1,839千円 

※５．減価償却実施額 

有形固定資産     84,084千円 

無形固定資産     48,017千円 

※５．減価償却実施額 

有形固定資産        87,562千円 

無形固定資産        71,043千円 

※５．減価償却実施額 

有形固定資産        117,963千円

無形固定資産         67,981千円
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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 

 前事業年度末株式数

（株） 

当第３四半期会計期間

増加株式数（株） 

当第３四半期会計期間 

減少株式数（株） 

当第３四半期会計期間

末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式（注）１ 29,208 45           － 29,253

   合計 29,208 45           － 29,253

自己株式     

普通株式（注）２           － 459           － 459

   合計           － 459           － 459

（注）１.普通株式の発行済株式数の増加 45 株は、新株予約権の権利行使によるものであります。 

２.普通株式の自己株式の株式数の増加 459 株は、自己株式の取得によるものであります。 

 

２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約

権の目的

となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数 （株） 当第３四半

期会計期間

末残高     

（千円） 

前事業年度末
当第３四半期

会計期間増加

当第３四半期

会計期間減少 

当第３四半期

会計期間末 

提出会社 
新株引受権付社債 普通株式 500 －          － 500 250

第 7 回新株予約権（注） －   － － － －  88

 合計 － 500 － － 500 338

（注）当該新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

    

３.配当に関する事項 

   該当事項はありません。 
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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 

 前事業年度末株式数

（株） 

当第３四半期会計期間

増加株式数（株） 

当第３四半期会計期間 

減少株式数（株） 

当第３四半期会計期間

末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式（注） 30,104 24           － 30,128

   合計 30,104 24           － 30,128

自己株式                

普通株式           459     －           － 459

合計           459     －           － 459

（注）普通株式の発行済株式数の増加 24 株は、新株予約権の権利行使によるものであります。 

 

２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約

権の目的

となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数 （株） 当第３四半

期会計期間

末残高     

（千円） 

前事業年度末
当第３四半期

会計期間増加

当第３四半期

会計期間減少 

当第３四半期

会計期間末 

提出会社 

新株引受権付社債 普通株式 500       －          － 500 250

第 7 回新株予約権（注） －       －       － － － 3,451

第 8 新株予約権（注） －       －           －          － － 1,073

第 9 新株予約権（注） － － － － － 1,132

第 10 回新株予約権（注） － － －      －      － 30

 合計 － － － － － 5,936

（注）該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。           

  

３.配当に関する事項 

   該当事項はありません。 
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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 

 前事業年度末株式数

（株） 

当事業年度 

増加株式数（株） 

当事業年度 

減少株式数（株） 

当事業年度末株式数

（株） 

発行済株式     

普通株式（注）１ 29,208 896           － 30,104

   合計 29,208 896           － 30,104

自己株式                

普通株式（注）２     －     459           － 459

合計     －     459           － 459

（注）１．普通株式の発行済株式数の増加 896 株は、第三者割当増資による増加 800 株、新株予約権の権利行使による増加 96 株であ

ります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加 459 株は、取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。 

 

２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約

権の目的

となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数 （株） 当事業年度

末 残 高  

（千円） 前事業年度末
当事業年度 

増加 

当事業年度 

減少 
当事業年度末 

提出会社 
新株引受権付社債 普通株式 500       －          － 500 250

第 7 回新株予約権（注） －   － － － － 884

 合計 － － － － － 1,134

（注）当該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。 

 

３.配当に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第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) 

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) 

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

と第３四半期貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

            （平成 18 年 12 月 31 日現在） 

現金及び預金勘定       1,186,897 千円 

現金及び現金同等物     1,186,897 千円 

※ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高

と第３四半期貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

            （平成 19 年 12 月 31 日現在）

現金及び預金勘定       1,892,337 千円 

現金及び現金同等物     1,892,337 千円 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

 

（平成 19 年３月 31 日現在）

現金及び預金勘定       1,230,151 千円 

現金及び現金同等物     1,230,151 千円 
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（リース取引関係） 

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) 

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) 

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 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額および第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) 

工具器具

備品 
54,429 40,390 14,038 

ソフトウ

ェア 
6,245 5,933 312 

合計 60,675 46,324 14,350 

  

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額および第３四半期期

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)

工具器具

備品 
36,627 31,919 4,707

 

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額および期末残高相当額 

 

  

取得価額

相当額 

(千円) 

減価償却

累計額相

当額 

(千円) 

期末残高

相当額

(千円)

工具器具

備品 
54,429 43,089 11,340

ソフトウ

ェア 
6,245 6,245 －

合計 60,675 49,334 11,340
 

２．未経過リース料第３四半期末残高相当

額 

１年内 9,564 千円 

１年超  5,916 千円 

合計 15,480 千円 

  

２．未経過リース料第３四半期末残高相当

額 

１年内  4,722 千円 

１年超   443 千円 

合計  5,163 千円 
 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内  8,168 千円 

１年超 4,101 千円 

合計 12,269 千円 
 

３．当第３四半期の支払リース料、減価償

却費相当額および支払利息相当額 

支払リース料 10,127 千円 

減価償却費相当額 9,031 千円 

支払利息相当額 710 千円 

  

３．当第３四半期の支払リース料、減価償

却費相当額および支払利息相当額 

支払リース料 7,447 千円

減価償却費相当額 6,633 千円

支払利息相当額 344 千円
 

３．当期の支払リース料、減価償却費相当額

および支払利息相当額 

支払リース料 13,503 千円

減価償却費相当額 12,041 千円

支払利息相当額 875 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

を零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 
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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 日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの （単位：千円）

 

前第３四半期会計期間末（平成18年12月31日現在） 

取 得 原 価 
貸 借 対 照 表 

計 上 額 
差 額 

株式 6,252 6,495 242 

合計 6,252 6,495 242 

 

当第３四半期会計期間末（平成 19 年 12 月 31 日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの （単位：千円）

 

当第３四半期会計期間末（平成19年12月31日現在） 

取 得 原 価 
貸 借 対 照 表 

計 上 額 
差 額 

株式 6,252 6,450 198 

合計 6,252 6,450 198 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 （単位：千円）

当第３四半期会計期間末（平成19年12月31日現在） 

 貸 借 対 照 表 計 上 額 

関係会社株式  33,526 

 

前事業年度末（平成19年３月31日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの （単位：千円）

 

前事業年度末（平成19年３月31日現在） 

取 得 原 価 
貸 借 対 照 表 

計 上 額 
差 額 

株式 6,252 6,480 227 

合計 6,252 6,480 227 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 （単位：千円）

前事業年度末（平成19年３月31日現在） 

 貸 借 対 照 表 計 上 額 

関係会社株式  45,641 

 

（デリバティブ取引関係） 

 

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） 

      当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

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） 

      当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

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

      当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 
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（持分法損益等） 

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) 

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) 

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、関連会社がありませんので、該当

事項はありません。 

関連会社に対する投資の金額 21,090 千円

持分法を適用した場合の投資

の金額 
21,090 千円

持分法を適用した場合の投資

損失の金額 
24,551 千円

関連会社に対する投資の金額 45,641 千円

持分法を適用した場合の投資の

金額 
45,641 千円

持分法を適用した場合の投資利

益の金額 
－千円

 

（１株当たり情報） 

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) 

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) 

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        63,250円04銭 

１株当たり第３四半期純損失   88円93銭 

１株当たり純資産額         62,061円29銭

１株当たり第３四半期純損失  3,722円80銭

１株当たり純資産額    65,790円76銭 

１株当たり当期純利益       433円60銭 

 なお、潜在株式調整後１株あたり第３四半

期純利益については、第３四半期純損失を計

上しているため記載しておりません。 

同   左 

 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益      419円34銭 

 

 （注）１株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益金額の

算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前第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)

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)

前事業年度 

(自 平成 18 年４月 １日

至 平成 19 年３月 31 日)

１株当たり第３四半期（当期）純利益金額  

第３四半期（当期）純利益（△損失） （千円） △2,587 △110,422 12,613 

普通株主に帰属しない金額 （千円）                － －            － 

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益（△損失） 

（千円） 

△2,587 △110,422 12,613 

期中平均株式数 （株） 29,100.35 29,661.24 29,089.71 

    

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益金額    

第３四半期（当期）純利益調整額 （千円）                －             －               － 

普通株式増加数 (株) － －  989.69 

（うち新株引受権及び新株予約権） － － （989.69）

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）純利益の算定に含めなかった潜在株

式の概要 

－ － 
新株予約権３種類 

(新株予約権の数 564個)
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（ストック・オプション等関係） 

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．当第３四半期会計期間における費用計上額及び科目名 

     販売費及び一般管理費    88 千円 

２．当第３四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 第７回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 当社従業員 27 名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式 121 株 

付与日 平成 18 年 12 月 22 日 

権利確定条件 権利確定日（平成 21 年１月 1 日）において当社の従

業員の地位にあること。 

対象勤務期間 自 平成 18 年 12 月 22 日 

至 平成 21 年１月１日 

権利行使期間 
自 平成 21 年１月１日 

至 平成 27 年 12 月 31 日 

権利行使価格（円） 162,698 

付与日における公正な評価単価（円） 76,522～85,224 

 

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 30 日） 

１．当第３四半期会計期間における費用計上額及び科目名 

     販売費及び一般管理費   4,802 千円 

２．当第３四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 第８回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 当社従業員 12 名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式 75 株 

付与日 平成 19 年６月 26 日 

権利確定条件 権利確定日（平成 21 年７月 1 日）において、当社、

当社子会社または当社関係会社の取締役、監査役もし

くは従業員の地位にあること。 

対象勤務期間 自 平成 19 年６月 26 日 

至 平成 21 年７月１日 

権利行使期間 
自 平成 21 年７月１日 

至 平成 28 年 12 月 31 日 

権利行使価格（円） 124,150 

付与日における公正な評価単価（円） 70,615～76,441 

 

 第９回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ８名、監査役 ３名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式 79 株 

付与日 平成 19 年６月 26 日 

権利確定条件 権利確定日（平成 21 年７月 1 日）において、当社の

取締役および監査役の地位にあること。 

対象勤務期間 自 平成 19 年６月 26 日 

至 平成 21 年７月１日 

権利行使期間 
自 平成 21 年７月１日 

至 平成 28 年 12 月 31 日 

権利行使価格（円） 124,150 
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付与日における公正な評価単価（円） 70,615～76,441 

 

 第 10 回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 当社従業員 11 名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式 45 株 

付与日 平成 19 年 12 月 21 日 

権利確定条件 権利確定日（平成 22 年１月１日）において、当社、

当社子会社または当社関係会社の取締役、監査役もし

くは従業員の地位にあること。 

対象勤務期間 自 平成 19 年 12 月 21 日 

至 平成 22 年１月１日 

権利行使期間 
自 平成 22 年１月１日 

至 平成 28 年 12 月 31 日 

権利行使価格（円） 118,000 

付与日における公正な評価単価（円） 65,893～70,690 

 

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

１．当事業年度における費用計上額及び科目名 

     販売費及び一般管理費    884 千円 

２．当事業年度に付与したストック・オプションの内容 

 第７回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 当社従業員 27 名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式 121 株 

付与日 平成 18 年 12 月 22 日 

権利確定条件 権利確定日（平成 21 年１月 1 日）において当社の従

業員の地位にあること。 

対象勤務期間 自 平成 18 年 12 月 22 日 

至 平成 21 年１月１日 

権利行使期間 
自 平成 21 年１月１日 

至 平成 27 年 12 月 31 日 

権利行使価格（円） 162,698 

付与日における公正な評価単価（円） 76,522～85,224 

 

（重要な後発事象） 

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) 

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) 

前事業年度 

(自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日) 

--------------- 

 

--------------- 

 

--------------- 
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(6) 事業部門別売上高 
（単位：百万円） 

事業部門別 

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)

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)

前事業年度 

(自 平成 18 年４月 １日

  至 平成 19 年３月 31 日)

  リテイル事業 4,661 5,212 6,193 

    Ｅリテイル事業 4,633 5,188 6,148 

    その他リテイル 27 24 44 

  その他の事業 250 509 372 

合計 4,912 5,721 6,565 

 
 


