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平成 20 年３月期  第３四半期財務・業績の概況 
 

平成 20 年２月７日 
 

上 場 会 社 名        株式会社ウェブドゥジャパン                            上場取引所 大証ヘラクレス 

コ ー ド 番 号         ２１３８                                       ＵＲＬ  http://www.webdojp.com/

代  表  者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）小渕 宏二 

問合せ先責任者 （役職名）取締役 社長室長（氏名）櫻井 英哉             ＴＥＬ (03)3511－5891 
 

（百万円未満切捨て） 
１．平成 20 年３月期第３四半期累計期間の連結業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年 12 月 31 日） 

（注）当社は、当第３四半期連結会計期間より初めて四半期連結財務諸表を作成しているため、平成 19 年３月期第３四

半期累計及び平成 19 年３月期の実績ならびに対前年同四半期増減率については記載しておりません。 
 
 (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   ％

平成 20 年３月期第３四半期累計 2,982   － 235   － 236   － 135   －

平成 19 年３月期第３四半期累計 －   － －   － －   － －   －

平成 19 年３月期 －   － －   － －   － －   －
 

 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

平成 20 年３月期第３四半期累計 4,007   68 3,732   63

平成 19 年３月期第３四半期累計 －   － －   －

平成 19 年３月期 －   － －   －
 
(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

平成20年３月期第３四半期 1,853 1,121 60.5 33,191  71

平成19年３月期第３四半期 － － － －  －

平成 19 年３月期 － － － －  －
 
(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

平成 20 年３月期第３四半期累計 208 △161 1 870 

平成 19 年３月期第３四半期累計 － － － － 

平成 19 年３月期 － － － － 
 
２．配当の状況 

 1 株当たり配当金 

（基準日） 第３四半期末 

 円    銭

平成 19 年３月期第３四半期   －   －

平成 20 年３月期第３四半期 －   －
 
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）   （％表示は対前期増減率） 

 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 3,900  11.6 350  18.9 350  27.7 200  23.6 5,920  31

（注）平成 19 年８月 23 日に人材事業を分社化し設立しておりますが、前回、平成 19 年 11 月８日に発表した「平成 20

年３月期 中間決算短信（非連結）」からの変更はございません。 
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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） ： 有 

新規 １社（社名 株式会社ベインキャリージャパン） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 
(2) 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成 

基準 
(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
(4) 会計監査人の関与 ： 無 

 
５．個別業績の概要（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年 12 月 31 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    ％

平成 20年３月期第３四半期 2,438 △4.6 221  18.6 230  25.2 131  22.2

平成 19年３月期第３四半期 2,557   － 186   － 183   － 107   －

平成 19 年３月期 3,494   － 294   － 274   －  160   － 
 

 １株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円    銭

平成 20年３月期第３四半期 3,889   12

平成 19年３月期第３四半期 3,438   69

平成 19 年３月期 5,083   25

（注）平成 19 年３月期第３四半期から四半期財務諸表を作成しているため、平成 19 年３月期第３四半期の対前年同四 

半期増減率については記載しておりません。 
 
(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

平成 20年３月期第３四半期 1,605 1,117 69.6 33,073   23

平成 19年３月期第３四半期 1,148 569 49.5 18,211   25

平成 19 年３月期 1,627 984 60.5 29,180   99
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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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３四半期の国内経済は、好調な企業収益を背景に、景気の緩やかな拡大基調が持続いたしました。しかしなが

ら、米国のサブプライムローン問題の影響や、原油・原材料価格の高騰が内需に与える影響への懸念から、景気の先

行きの不透明感が増しております。 

 携帯電話各社においては、高画質の液晶画面を搭載し、高速通信（HSDPA 通信）が可能な高性能携帯電話が数多く

発売され、市場ではより高品質なモバイルコンテンツの需要拡大が期待されております。 

このような状況の下、当社グループは、引き続き企業集団の成長拡大を維持するため、新規サービスの制作への取

り組みや組織体制の改善等を通し、事業体制の強化に取り組んでまいりました。 

なお、平成 19 年８月 23 日に当社の人材事業を会社分割により分社化し設立いたしました 100％子会社である株式

会社ベインキャリージャパンが平成 19 年 10 月１日より営業を開始したことにより、当第３四半期より連結経営体制

へ移行しております。 

 

モバイル事業におきましては、モバイルコンテンツサービスにて新規モバイルコンテンツの制作に取り組み、「i小

悪魔★きせかえ」など多くの新規コンテンツのサービスを開始いたしました。 

また、モバイル広告サービスにおいては、当社の広告配信ネットワーク「アドサーチネットワーク」の更なる拡大

に取り組みました。 

以上の結果、モバイル事業の売上高は 1,476 百万円となりました。 

 

人材事業におきましては、当第３四半期より当社の連結子会社となりました株式会社ベインキャリージャパンが、

テクニカルアウトソーシングサービス及び人材紹介サービスにおきまして、着実に事業基盤を拡大しており、人材事

業の売上高は 1,506 百万円となりました。 

 

以上の結果、当第３四半期連結会計期間の業績は売上高 2,982 百万円となり、経常利益は 236 百万円、四半期純利

益は 135 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 

  当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果得られた資金は208百万円となりました。 

これは主に、税引前四半期純利益が大きく影響したものであります。 

（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161百万円となりました。 

主な要因としましては、ソフトウェア開発等に伴う無形固定資産の取得等を反映したものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動により得られた資金は１百万円となりました。 

これは、全額がストックオプション行使による新株発行により得られたものであります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、平成 19 年８月 23 日に人材事業を分社化し設立しておりますが、前回、平成 19 年

11 月８日に発表した「平成 20 年３月期 中間決算短信（非連結）」からの変更はございません。 

 

４．その他 

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） 

当社の人材事業を平成 19 年８月 23 日付で分社化し設立した株式会社ベインキャリージャパンが、平成 19 年 10

月１日より営業を開始したことに伴い、当第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しております。 
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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３四半期連結会計期間末 

（平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部） 

Ⅰ 流動資産 

１．現金及び預金 870,024

２．売掛金 505,837

３．たな卸資産  25,432

４．その他 48,622

貸倒引当金 △1,908

流動資産合計 1,448,008 78.1

Ⅱ 固定資産 

１．有形固定資産 56,959 3.1

２．無形固定資産 

(1) ソフトウェア 198,753

(2) その他 36,562

無形固定資産合計 235,316 12.7

３．投資その他の資産 112,731

投資その他の資産合計 112,731 6.1

固定資産合計 405,007 21.9

資産合計 1,853,016 100.0
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当第３四半期連結会計期間末 

（平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部） 

Ⅰ 流動負債 

１．買掛金 565,627

２．未払金 87,552

３．その他  78,390

流動負債合計 731,570 39.5

Ⅱ 固定負債 

１．繰延税金負債 163

固定負債合計 163 0.0

負債合計 731,734 39.5

 

（純資産の部） 

Ⅰ 株主資本 

 １．資本金 317,310 17.1

 ２．資本剰余金 307,310 16.6

 ３．利益剰余金 496,662 26.8

株主資本合計 1,121,282 60.5

純資産合計 1,121,282 60.5

負債純資産合計 1,853,016 100.0
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(2) 四半期連結損益計算書 

 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

   至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高 2,982,534 100.0

Ⅱ 売上原価 1,943,847 65.2

売上総利益 1,038,686 34.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 803,154 26.9

営業利益 235,532 7.9

Ⅳ 営業外収益 856 0.0

Ⅴ 営業外費用 84 0.0

経常利益 236,304 7.9

Ⅵ 特別利益 5,700 0.2

Ⅶ 特別損失 13,886 0.5

税引前四半期純利益 228,118 7.6

法人税、住民税及び事業税 95,631

法人税等調整額 △2,799 92,832 3.1

四半期純利益 135,286 4.5
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(3) 四半期連結株主資本等変動計算書 

当第３四半期連結会計期間（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 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 特別償却

準備金 
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） 316,697 306,697 306,697 1,602 359,773 361,375 984,770 984,770

第３四半期連結累計期間中の
変動額 

   

新株の発行 612 612 612 － － － 1,225 1,225

特別償却準備金の取崩 － － － △550 550 － － －

四半期純利益 － － － － 135,286 135,286 135,286 135,286

第３四半期連結累計期間中の変
動額合計（千円） 

612 612 612 △550 135,836 135,286 136,511 136,511

平成19年12月31日残高（千円） 317,310 307,310 307,310 1,052 495,609 496,662 1,121,282 1,121,282
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(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日）

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 228,118 

減価償却費 46,675 

貸倒引当金の増減額（△減少額） △4,816 

受取利息及び受取配当金 △754 

支払利息 73 

固定資産除却損 706 

ライセンス費用和解金 13,180 

売上債権の増減額（△増加額） 9,188 

たな卸資産の増減額（△増加額） △19,028 

仕入債務の増減額（△減少額） 127,756 

未払消費税等の増減額（△減少額） △6,934 

その他資産の増減額（△増加額） △13,500 

その他負債の増減額（△減少額） △43,956 

小計 336,708 

利息及び配当金の受取額 754 

利息の支払額 △73 

ライセンス費用和解金の支払額 △13,180 

法人税等の支払額 △115,659 

営業活動によるキャッシュ・フロー 208,550 

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 △2,957 

無形固定資産の取得による支出 △150,119 

貸付による支出 △500 

貸付金の返済による収入 500 

敷金保証金の預入による支出 △8,899 

敷金保証金の返還による収入 300 

投資活動によるキャッシュ・フロー △161,677 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入 1,225 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,225 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△減少額） 48,097 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 821,926 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 870,024 

  

 

 

 

 

－8－ 



 ㈱ウェブドゥジャパン（2138）平成 20 年３月期 第３四半期財務・業績の概況 
 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 モバイル事業 

（千円） 

人材事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高      

(1) 外部顧客に対する 

売上高 
1,476,203 1,506,330 2,982,534 － 2,982,534 

(2) セグメント間の内部 

売上高または振替高 
262 29,140 29,402 (29,402)  －

計 1,476,466 1,535,471 3,011,937 (29,402)  2,982,534 

営業費用 1,088,803 1,507,056 2,595,859 151,142  2,747,002 

営業利益 387,663 28,414 416,078 (180,545)  235,532 

（注）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の金額は188,627千円であり、その主なものは、当

社の管理部門に係る費用であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

   当第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

    本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び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３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

    海外売上高がないため該当事項はありません。 
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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３四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

株式会社ベインキャリージャパン 

平成19年８月23日に会社分割を

行い子会社を設立し、平成19年10

月１日付で営業を開始したことに

より、連結の範囲に含めておりま

す。 

２．連結子会社の四半期会計

期間等に関する事項 

連結子会社の四半期決算日と四半期

連結決算日は一致しております。 

３．会計処理基準に関する事

項 

(1) 資産の評価基準及び評価

方法 

たな卸資産 

仕掛品 

個別法による原価法を採用しており

ます。 

(2) 固定資産の減価償却の方

法 

① 有形固定資産 

定率法を採用しております。 

ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（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、主な耐用年数は次のとおりで

す。 

    建物        ３～24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

年以内）に基づく定額法によっており

ます。 

(3) 引当金の計上基準 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勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

(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。 
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項目 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

(5) その他四半期連結財務諸

表作成のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。 

(6) 四半期連結キャッシュ・

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。

  

 

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 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12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。 
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６．四半期個別財務諸表 

(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） 

前事業年度の要約貸借対照表

（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

（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金 400,631 660,730 821,926 

２．売掛金 458,577 310,643 520,388 

３．たな卸資産  11,267 25,432 6,404 

４．立替金 － 120,352 － 

５．その他 29,928 46,715 30,817 

貸倒引当金 △5,876 △1,908 △6,724 

流動資産合計  894,527 77.9 1,161,966 72.4  1,372,811 84.4

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 54,842 4.8 55,914 3.5 52,056 3.2

２．無形固定資産   

(1) ソフトウェア 94,241 187,943 97,572 

(2) その他 793 36,562 577 

無形固定資産合計 95,034 8.2 224,506 14.0 98,150 6.0

３．投資その他の資産   

(1) 関係会社株式 － 50,000 － 

(2) 敷金・保証金 104,132 112,731 104,132 

投資その他の資産

合計 
104,132 9.1 162,731 10.1 104,132 6.4

固定資産合計  254,008 22.1 443,152 27.6  254,339 15.6

資産合計  1,148,536 100.0 1,605,119 100.0  1,627,151 100.0
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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） 

前事業年度の要約貸借対照表

（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

（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金 406,608 288,034  436,216 

２．未払金 59,050 135,730  54,824 

３．その他  113,460 63,911  151,175 

流動負債合計  579,119 50.4 487,675 30.4  642,216 39.5

Ⅱ 固定負債    

１．繰延税金負債 369 163  163 

固定負債合計  369 0.1 163 0.0  163 0.0

負債合計  579,489 50.5 487,839 30.4  642,380 39.5

          

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １．資本金  135,347 11.8 317,310 19.8  316,697 19.5

 ２．資本剰余金  125,347 10.9 307,310 19.1  306,697 18.8

 ３．利益剰余金  308,351 26.8 492,659 30.7  361,375 22.2

株主資本合計  569,046 49.5 1,117,279 69.6  984,770 60.5

純資産合計  569,046 49.5 1,117,279 69.6  984,770 60.5

負債純資産合計  1,148,536 100.0 1,605,119 100.0  1,627,151 100.0
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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 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  2,557,509 100.0 2,438,822 100.0  3,494,028 100.0

Ⅱ 売上原価  1,773,580 69.3 1,535,459 63.0  2,392,280 68.5

売上総利益  783,928 30.7 903,363 37.0  1,101,748 31.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費  597,119 23.4 681,870 28.0  807,275 23.1

営業利益  186,809 7.3 221,493 9.0  294,473 8.4

Ⅳ 営業外収益  44 0.0 8,930 0.4  327 0.0

Ⅴ 営業外費用  2,892 0.1 52 0.0  20,671 0.6

経常利益  183,961 7.2 230,371 9.4  274,130 7.8

Ⅵ 特別利益  － － 5,700 0.2  － －

Ⅶ 特別損失  596 0.0 13,886 0.6  795 0.0

税引前四半期（当期）

純利益 
 183,364 7.2 222,185 9.0  273,334 7.8

法人税、住民税及び事

業税 
75,360 93,496 111,572 

法人税等調整額 555 75,916 3.0 △2,595 90,901 3.7 1,289 112,862 3.2

四半期（当期）純利益  107,448 4.2 131,283 5.3  160,472 4.6

   

 

(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 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 特別償却

準備金 
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） 135,347 125,347 125,347 3,108 197,795 200,903 461,598 461,598

第３四半期会計期間中の変動額   

利益処分による特別償却準備
金の積立（注） 

－ － － 73 △73 － － －

利益処分による特別償却準備
金の取崩（注） 

－ － － △844 844 － － －

特別償却準備金の取崩 － － － △550 550 － － －

四半期純利益 － － － － 107,448 107,448 107,448 107,448

第３四半期会計期間中の変動額合
計（千円） 

－ － － △1,321 108,770 107,448 107,448 107,448

平成18年12月31日残高（千円） 135,347 125,347 125,347 1,786 306,565 308,351 569,046 569,046

（注）平成18年６月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 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 特別償却

準備金 
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） 316,697 306,697 306,697 1,602 359,773 361,375 984,770 984,770

第３四半期会計期間中の変動額   

新株の発行 612 612 612  1,225 1,225

特別償却準備金の取崩  △550 550  

四半期純利益  131,283 131,283 131,283 131,283

第３四半期会計期間中の変動額合
計（千円） 

612 612 612 △550 131,834 131,283 132,508 132,508

平成19年12月31日残高（千円） 317,310 307,310 307,310 1,052 491,607 492,659 1,117,279 1,117,279

 

前事業年度の株主資本等変動計算書（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 特別償却

準備金 
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） 135,347 125,347 125,347 3,108 197,795 200,903 461,598 461,598

事業年度中の変動額   

新株の発行 181,350 181,350 181,350 － － － 362,700 362,700

利益処分による特別償却準備
金の積立（注） 

－ － － 73 △73 － － －

利益処分による特別償却準備
金の取崩（注） 

－ － － △844 844 － － －

特別償却準備金の取崩 － － － △733 733 － － －

当期純利益 － － － － 160,472 160,472 160,472 160,472

事業年度中の変動額合計（千円） 181,350 181,350 181,350 △1,505 161,978 160,472 523,172 523,172

平成19年３月31日残高（千円） 316,697 306,697 306,697 1,602 359,773 361,375 984,770 984,770

（注）平成18年６月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) 四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

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 

たな卸資産 

仕掛品 

個別法による原価法を採用

しております。 

たな卸資産 

仕掛品 

同左 

たな卸資産 

仕掛品 

同左 

２．固定資産の減価償却

の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。 

ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（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、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

   建物     ３年～24年

   工具器具備品 ３年～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年以内）

に基づく定額法によってお

ります。 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 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

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

同左 

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 
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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）

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 

(1) 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜方式によっ

ております。 

(2) 税額計算に際しての諸準

備金等の取扱い 

 第３四半期会計期間にか

かる納付税額及び法人税等

調整額は、当事業年度にお

いて予定している利益処分

による特別償却準備金の取

崩を前提として、当第３四

半期会計期間に係る金額を

計算しております。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

 

 

(2) 税額計算に際しての諸

準備金等の取扱い 

同左 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

 

 

(2)          
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(5) 四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

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569,046千円であります。 

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。 

 

               

               
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （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。 

従来の資本の部の合計に相当する

金額は984,770千円であります。 

なお、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。 
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