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（百万円未満切捨て）  
１．平成 20年３月期第３四半期の連結業績（平成 19年４月１日 ～ 平成 19年 12 月 31 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３四半期 1,519   9.4  109  △31.6  80   △11.9  53     26.7 
19 年３月期第３四半期 1,389    － 160    － 91    － 42      － 

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３四半期 345    68     307  47 
19 年３月期第３四半期 303  94 251  82 

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３四半期 2,284 810 34.1   4,933  60 
19 年３月期第３四半期 1,868 694   34.7   4,258  86 

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３四半期 89 △490 285 293 
19 年３月期第３四半期 247 △135 90 498 

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３四半期末 

19年３月期第３四半期 
  円   銭 

－   － 

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 2,200 18.7 215 2.0 170 29.8 100 0.6 643 21 
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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 （㈱フォーサイト）   
(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 無 
(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、16ページ「重要な減価償却資産の減価償却の方法」をご覧ください。 
(4) 当社は 19年３月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、19年３月期第３

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。また、19 年３月期第３四半期に
おける潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、当社株式は非上場であったため、
期中平均株価が把握できませんでしたので記載しておりません。 

 
 
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   ％ 

20 年３月期第３四半期    686  22.7    107   2.4    160  34.5    96  32.6 
19 年３月期第３四半期    559   －    105   －    118   －    73   － 

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３四半期   625  82 556  65 
19 年３月期第３四半期   526  12   435  90 

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３四半期 1,366 631 46.2   3,999  56 
19 年３月期第３四半期 935 478 51.2   3,144  45 

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 900 17.8 120 △23.1 170 0.3 120 19.1 771 85 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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３四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、国内経済の先行き不透明感や保険会社の不払

問題等により、保険料収入を十分に確保できない状況となっております。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も見られます。 

なお、平成 19 年 10 月の㈱フォーサイトの完全子会社化に伴い、アドバンテッジＥＡＰと相互に補完で

きるＥＡＰを提供できる体制となりました。当該子会社化により当第３四半期連結会計期間における当社

グループの業績には、㈱フォーサイトの完全子会社化後の業績及び㈱フォーサイトの買収に伴う各種費

用・のれんの償却費が含まれております。 

その結果、売上高は 1,519 百万円（前年同期比9.4％増）、営業利益 109 百万円（前年同期比 31.6％減）、

経常利益 80 百万円（前年同期比 11.9％減）、四半期純利益 53 百万円（前年同期比 26.7％増）となりまし

た。 

 

 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実施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、契約

更改時期の変更により、当第３四半期連結会計期間に売上計上されなかった契約がありますが、順調に契

約更改が行なわれております。その結果、当第３四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、20 団体約 2 万 2 千人増加し、平成 19 年 12 月末現在で、197 団体

約 28万人となりました。保険事務アウトソースにつきましては、一部の保険会社より、委託費の引き下げ

要求がありました。一方で、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

対応できるようなシステム投資を実施し、保険会社へのシステムの導入を進めております。 

 この結果、就業障害者支援事業の売上高は 581 百万円（前年同期比0.7％増）、営業利益は 143 百万円（前

年同期比 44.8％増）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、新規顧客の開拓を進めてまいりました。また、メンタルヘルスケアに関

連するセミナーを積極的に開催し、多くの会社のニーズを喚起しております。その結果、様々な業種及び

規模の企業に対して導入が進み、アドバンテッジＥＡＰの導入団体数及び加入者数につきましては平成 19

年 12 月末現在で、64団体約23万１千人となりました。また、㈱フォーサイトの完全子会社化に伴い、当

第３四半期連結会計期間における当社グループの業績には、㈱フォーサイトの完全子会社化後の業績及び

㈱フォーサイトの買収に伴う各種費用・のれんの償却費が含まれております。 

 この結果、メンタルヘルスケア事業の売上高は 333百万円（前年同期比 86.8％増）、営業利益は 79百万

円（前年同期比 15.3％増）となりました。 

 なお、平成 20 年１月 25 日にＥＡＰ事業の運営会社である㈱ライフバランスマネジメントの株式の譲渡

を受け、子会社化を実施しております。㈱ライフバランスマネジメントが事業運営しているＥＡＰは当社

グループで運営しているＥＡＰと相互に補完できる機能を有しており、今後より幅広いニーズにも対応で

きるものと認識しております。 
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（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、加入状態がほぼ飽和状態にある

ため、売上を大幅に増加させる余地は少なくなっております。特に、当第３四半期連結会計期間におきま

しては、団塊の世代の大量退職や一部の取引先におけるリストラの関係で、保険の継続率が低下しており

ます。しかしながら、近年保険の募集を実施していない企業に対しても再度募集を開始する等積極的に保

険の販売を実施するとともに、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なうＦＰ

（Financial Planner の略）ネットワークに関しましては、登録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 456 百万円（前年同期比 4.9％減）、営業利益は 278 百万円

（前年同期比 7.5％増）となりました。 

 なお、㈱エフバランスにおきましては、平成 19 年 12 月末現在でダイエーの店舗内において来店型保険

販売ショップ「おまかせ保険屋さん」を７店舗出店しております。 

  

（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、新規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３四半期連結会計期間

におきましては、新規及び既存顧客への多様な保険商品の提案活動等により、新規契約の獲得及び既存契

約の維持に努めました。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のシステム販売を実施す

ることを予定しております。現状では一部の共済から業務を請負っていることもあり、当該システムに関

連するコストが先行して発生しております。 

 この結果、ビジネスリスク事業の売上高は147 百万円（前年同期比 3.4％減）、営業利益は△36百万円（前

年同期は、40百万円）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３四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計期間末より 316 百万円増加し、2,284 百万円となりま

した。流動資産は 172 百万円減少し、1,123 百万円となりました。これは主に、㈱フォーサイトの新規連結

により流動資産項目が増加したものの、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、現金及び預金が減少したことによ

るものです。固定資産は 489 百万円増加し、1,160 百万円となりました。これは主に、平成 19年 10 月の㈱

フォーサイトの完全子会社化に伴いのれんが増加したこと、設備投資によりソフトウェアが増加したこと

によるものです。 

当第３四半期連結会計期間末の負債は前連結会計期間末より 253 百万円増加し、1,473 百万円となりまし

た。流動負債は 76百万円増加し、1,107 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ものの、

㈱フォーサイトの新規連結により流動負債項目が増加したこと、借入金が増加したことによるものです。

固定負債は 176 百万円増加し、366 百万円となりました。これは主に、借入れの実施により、長期借入金が

増加したことによるものです。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は前連結会計期間末より 63百万円増加し、810 百万円となりまし

た。これは主に、当第３四半期連結会計期間の経営成績の結果により利益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 39.0％となりま

す。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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、114 百万円減少（前年同期は、203 百万円の増加）し、293 百万円となりました。 
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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 89百万円（前年同期比 63.9％減）となりました。 

 これは主に、減価償却費が 69 百万円となったこと、売上債権の増加額が 69 百万円となったこと、法

人税等の支払額が 63 百万円となったこと、税金等調整前四半期純利益が 61 百万円となったこと、のれ

ん償却額が 47 百万円となったこと、及び、その他の負債の増加額が 34 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 490 百万円（前年同期比 261.3％増）となりました。 

 これは主に、新規連結子会社株式取得による支出が 346 百万円となったこと、及び、無形固定資産の

取得による支出が 143 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） 

 財務活動の結果得られた資金は 285 百万円（前年同期比 214.3％増）となりました。 

 これは、長期借入金の借入による収入が 300 百万円となったこと、長期借入金の返済による支出が 142

百万円となったこと、及び、短期借入金の増加額が 100 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。 

 少額短期保険業者の認可が当初の想定よりも厳しくなっていること等により、ビジネスリスク事業及び

パーソナルリスク事業につきましては、一部当初の想定通りの売上計上に結びついておりません。一方で、

就業障害者支援事業及びメンタルヘルスケア事業につきましては、保険会社向けシステム導入の順調な進

捗、アドバンテッジＥＡＰの堅調な伸び、㈱フォーサイト及び㈱ライフバランスマネジメントの買収等に

より、順調に推移しており、当初開示した通期の見通しを達成でき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） 

 平成 19年 10 月 10 日にＥＡＰ事業運営会社である㈱フォーサイトの株式の譲渡を受け、完全子会社化を

実施しております。 

 

(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、16ページ「重要な減価償却資産の減価償却の方法」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 

  
前第３四半期 

連結会計期間末 
（平成18年12月31日） 

当第３四半期 

連結会計期間末 
（平成19年12月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 
（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   498,423   293,078   407,872  

２．受取手形及び売掛金   281,958   400,568   306,494  

３．有価証券   －   －   90,475  

４．たな卸資産   3,372   4,533   3,872  

５．保険代理店勘定 ※１  322,488   285,631   423,981  

６．未収入金   4,730   16,664   19,926  

７．前払費用   15,413   20,827   12,731  

８．繰延税金資産   3,861   50,757   26,117  

９．短期貸付金   －   28,000   －  

10．その他   30,706   29,159   4,246  

  貸倒引当金   △1,690   △6,000   －  

流動資産合計   1,159,267 62.0  1,123,221 49.2  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   25,685   20,640   

減価償却累計額  10,619 10,021  12,929 12,756  11,016 9,624  

(2) 工具器具備品  44,870   62,270   45,813   

減価償却累計額  30,783 14,086  45,275 16,995  31,963 13,850  

有形固定資産合計   24,108 1.3  29,751 1.3  23,474 1.2 

２．無形固定資産           

(1) のれん   133,787   463,474   108,000  

(2) ソフトウェア   318,798   404,894   328,350  

(3)その他   2,401   2,670   2,794  

無形固定資産合計   454,987 24.4  871,039 38.1  439,144 22.3 
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前第３四半期 

連結会計期間末 

（平成18年12月31日） 

当第３四半期 

連結会計期間末 

（平成19年12月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（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 

(％) 

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券   105,485   100,047   80,813  

(2)長期貸付金   4,000   －   4,000  

(3)敷金保証金 ※２  93,447   105,027   93,353  

(4)繰延税金資産   9,967   16,167   13,749  

(5) その他   17,229   38,799   16,909  

  貸倒引当金   △20   －   －  

投資その他の資産合計   230,110 12.3  260,041 11.4  208,825 10.6 

固定資産合計   709,206 38.0  1,160,832 50.8  671,445 34.1 

資産合計   1,868,473 100.0  2,284,054 100.0  1,967,164 100.0 

           

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．短期借入金   200,000   300,000   200,000  

２．一年以内返済予定の 

  長期借入金 
※２  188,058   151,430   170,753  

３．未払金   83,053   82,999   74,887  

４．未払法人税等   26,011   23,451   35,863  

５．保険料預り金 ※１  322,488   285,631   423,981  

６．賞与引当金   16,204   18,205   33,964  

７．その他   117,314   246,099   92,292  

流動負債合計   953,130 51.0  1,107,818 48.5  1,031,742 52.5 
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前第３四半期 

連結会計期間末 

（平成18年12月31日） 

当第３四半期 

連結会計期間末 

（平成19年12月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（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 

(％) 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※２  209,180   357,750   180,490  

２．繰延税金負債   198   4,042   756  

３．金利スワップ   2,673   1,311   2,032  

４．負ののれん   5,268   2,926   4,682  

５．その他   3,236   －   1,125  

固定負債合計   220,555 11.8  366,030 16.0  189,088 9.6 

負債合計   1,173,686 62.8  1,473,848 64.5  1,220,830 62.1 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   221,224 11.8  235,274 10.3  221,224 11.2 

２．資本剰余金   172,818 9.2  186,868 8.2  172,818 8.8 

３．利益剰余金   241,956 13.0  352,611 15.4  299,142 15.2 

株主資本合計   635,999 34.0  774,754 33.9  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 
  13,958   4,837   9,480 0.5 

２．繰延ヘッジ損益   △1,580   △763   △1,205 △0.1 

評価・換算差額等合計   12,378 0.7  4,074 0.2  8,275 0.4 

Ⅲ 少数株主持分   46,409 2.5  31,377 1.4  44,873 2.3 

純資産合計   694,787 37.2  810,205 35.5  746,333 37.9 

負債純資産合計   1,868,473 100.0  2,284,054 100.0  1,967,164 100.0 
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(２) 四半期連結損益計算書 

  
前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比 

(％) 
金額（千円） 

構成比 

(％) 
金額（千円） 

構成比 

(％) 

Ⅰ 売上高 
 

 
 1,389,481 100.0  1,519,876 100.0  1,852,817 100.0 

Ⅱ 売上原価   136,881 9.9  214,048 14.1  200,653 10.8 

売上総利益   1,252,600 90.1  1,305,827 85.9  1,652,163 89.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,092,322 78.6  1,196,226 78.7  1,441,308 77.8 

営業利益   160,277 11.5  109,601 7.2  210,854 11.4 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  76   436   139   

２．受取配当金  965   970   1,002   

３．負ののれん償却  1,756   1,756   2,341   

４．保険解約返戻金  3,537   1,366   3,537   

５．その他  547 6,883 0.5 2,135 6,665 0.5 697 7,718 0.4 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  15,440   12,979   19,724   

２．持分法による投資損失  28,431   22,788   35,778   

３．株式交付費  8,449   123   8,449   

４．上場関連費用  23,629   －   23,629   

５．その他  － 75,950 5.4 19 35,910 2.4 4 87,586 4.7 

経常利益   91,210 6.6  80,355 5.3  130,986 7.1 

Ⅵ 特別利益 
 

 
         

１．事業譲渡益  3,180   214   3,180   

２．投資有価証券売却益  －   －   16,164   

３．貸倒引当金戻入益  － 3,180 0.2 － 214 0.0 1,450 20,795 1.1 

Ⅶ 特別損失           

１．オフィス移転費用  －   11,613   －   

２．貸倒引当金繰入額  －   6,000   －   

３．固定資産除却損 ※２ 1,526   1,280   1,526   

４．投資有価証券売却損  － 1,526 0.1 － 18,893 1.2 279 1,805 0.1 

税金等調整前四半期 

（当期）純利益 
  92,865 6.7  61,676 4.1  149,976 8.1 

法人税、住民税 

及び事業税 
 28,093   41,665   52,460   

法人税等調整額  29,364 57,458 4.2 △19,961 21,703 1.5 6,459 58,920 3.2 

少数株主損失   △6,778 0.5  △13,496 △0.9  △8,314 △0.5 

四半期（当期）純利益   42,185 3.0  53,469 3.5  99,370 5.4 
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(３) 四半期連結株主資本等変動計算書 

    前第３四半期連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年12月31日） 

 

株主資本 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 

第３四半期連結会計

期間中の変動額 
         

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

 四半期純利益   42,185 42,185     42,185 

株主資本以外の項目

の第３四半期連結会

計期間中の変動額 
（純額） 

    △10,508 △1,580 △12,089 △6,778 △18,867 

第３四半期連結会計

期間中の変動額合計  
（千円） 

133,400 133,400 42,185 308,985 △10,508 △1,580 △12,089 △6,778 290,117 

平成18年12月31日 

残高（千円） 
221,224 172,818 241,956 635,999 13,958 △1,580 12,378 46,409 694,787 

 

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 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３四半期連結会計
期間中の変動額 

         

 新株の発行 14,050 14,050  28,100     28,100 

 四半期純利益   53,469 53,469     53,469 

株主資本以外の項目

の第３四半期連結会
計期間中の変動額 

（純額） 

    △4,643 442 △4,200 △13,496 △17,697 

第３四半期連結会計

期間中の変動額合計  
（千円） 

14,050 14,050 53,469 81,569 △4,643 442 △4,200 △13,496 63,872 

平成19年12月31日 

残高（千円） 
235,274 186,868 352,611 774,754 4,837 △763 4,074 31,377 810,205 
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    前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 

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

の連結会計年度中の

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 

  
前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 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 
 92,865 61,676 149,976 

減価償却費  42,900 69,168 63,336 

負ののれん償却額  △1,756 △1,756 △2,341 

のれん償却額  77,363 47,211 103,151 

貸倒引当金の増減額 
（△は減少） 

 260 6,000 △1,450 

受取利息及び受取配当金  △1,042 △1,406 △1,142 

支払利息  15,440 12,979 19,724 

持分法による投資損失  28,431 22,788 35,778 

株式交付費  8,449 123 8,449 

投資有価証券売却益  － － △16,164 

有価証券売却益  － △275 － 

固定資産除却損  1,526 1,280 1,526 

投資有価証券売却損  － － 279 

賞与引当金の減少額  △18,743 △17,566 △984 

売上債権の増加額  △25,067 △69,065 △49,603 

たな卸資産の増減額 
（△は増加） 

 665 △661 166 

未収消費税等の増加額  － △3,158 － 

未払消費税等の減少額  △4,526 △9,420 △490 

その他の資産の減少額  6,523 12,103 4,980 

その他の負債の増加額  65,763 34,365 38,020 

     

小計  289,052 164,386 353,213 

利息及び配当金の受取額  1,753 1,312 1,165 

利息の支払額  △16,353 △12,179 △18,426 

法人税等の支払額  △26,667 △63,947 △27,042 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 247,786 89,572 308,909 
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前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31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） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

    

新規連結子会社株式取得に

よる支出 
※２ － △346,792 － 

有価証券の取得による支出  － － △90,393 

有価証券の売却による収入  － 90,751 － 

有形固定資産の取得による

支出 
 △659 △9,427 △2,259 

無形固定資産の取得による
支出 

 △138,568 △143,843 △165,826 

投資有価証券の取得による

支出 
 △972 △50,000 △1,203 

投資有価証券の売却による
収入 

 － － 17,280 

差入保証金の支払による 

支出 
 △116 △7,020 △116 

差入保証金の返還による 
収入 

 591 － 591 

貸付による支出  － △28,000 － 

貸付金の回収による収入  4,000 4,000 4,000 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 △135,724 △490,332 △237,927 

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー 
    

短期借入金の増加額  － 100,000 － 

長期借入金の返済による 

支出 
 △170,851 △142,063 △216,846 

長期借入金の借入による 

収入 
 － 300,000 － 

株式の発行による収入  261,827 28,029 258,350 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 90,976 285,966 41,504 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 

  （△は減少） 
 203,037 △114,794 112,486 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 

  期首残高 
 295,385 407,872 295,385 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

  四半期末（期末）残高 
※１ 498,423 293,078 407,872 
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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 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31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 

 

(1)連結子会社の数  ３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 

㈱フォーサイト 

(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 

   上記のうち、㈱フォーサイト

については、当第３四半期連結

会計期間において株式を取得し

子会社としたため、連結の範囲

に含めております。 

 

 (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。 

(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) 

 同 左 

(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 

(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) 

 同 左 

(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。 

 同 左  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 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日          

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年12月31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） 

４．会計処理基準に関す

る事項 

   

イ 有価証券 イ 有価証券 イ 有価証券 

 ①    

    

(1)重要な資産の評価基

準及び評価方法 

     

 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) 

 ②その他有価証券 

  時価のあるもの 

同 左 

   

   

 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 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同 左 

  時価のないもの 

同 左 

 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 

ロ たな卸資産 

 貯蔵品 

  同 左 
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項目 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日          

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年12月31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） 

(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 

 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  10～15年 

  工具器具備品   ２～10年 

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 

  （会計方針の変更） 

 当社及び連結子会社は、法人

税法の改正に伴い、当中間連結

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。 

 これに伴う損益への影響は軽

微であります。 

 

  （追加情報） 

 当社及び連結子会社は、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

り取得原価の５％に到達した連

結会計年度の翌連結会計年度よ

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、減価償却に含め

ております。 

 これに伴う損益への影響は軽

微であります。 

 

 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 

ロ 無形固定資産 

  同 左 

(3)繰延資産の処理方法 株式交付費 

 支払時に全額費用処理しており

ます。 

株式交付費 

 同 左 

株式交付費 

 同 左 
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項目 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31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） 

(4)重要な引当金の計上

基準 

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。 

イ 貸倒引当金 

 同 左 

イ 貸倒引当金 

 同 左 

 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第３

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 

 同 左 

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。 

(5)重要なリース取引の

処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。 

 同 左  同 左 
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項目 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日    

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日    

至 平成19年12月31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。 

イ ヘッジ会計の方法 

 同 左 

イ ヘッジ会計の方法 

 同 左 

 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 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同 左 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同 左 

 ハ ヘッジ方針 

 金利リスクの低減並びに金融

収支改善のため、対象債務の範

囲内でヘッジを行っておりま

す。 

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。 

 

ハ ヘッジ方針 

 同 左 

 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。 

二 ヘッジ有効性評価の方法 

 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。 

 同 左 

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  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 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日        

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日        

至 平成19年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日        

至 平成19年３月31日） 

    

    

    

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

 当第３四半期連結会計期間より、「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。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金

額は649,958千円です。 

  

 

（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） 

前第３四半期連結会計期間末 

（平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 

（平成19年12月31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 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 同 左 

 

 

 

 

 

 

 

※２ 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) 21,840千円

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 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) 11,520千円

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 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） 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日         

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日        

至 平成19年12月31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       115,090千円 

   給与手当       355,423千円 

   賞与引当金繰入額    15,291千円 

    

 

※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       132,472千円 

   給与手当       349,559千円 

   賞与引当金繰入額    15,713千円 

    

 

※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 

※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           6千円 

     ソフトウェア      1,274千円 

※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） 

前第３四半期連結会計期間（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 

 前連結会計年度末 

株式数 

（株） 

第３四半期連結会計

期 間 増 加 株 式 数

（株） 

第３四半期連結会計

期 間 減 少 株 式 数

（株） 

第３四半期連結会計

期間末株式数 

（株） 

発行済株式     

 普通株式 137,742 14,500 － 152,242 

合計 137,742 14,500 － 152,242 

自己株式     

 普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

(注)普通株式の発行済株式数の増加14,500株は、大阪証券取引所ヘラクレス市場への上場に伴う新株の発行に

よる増加です。 

 

    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。 

 

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．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 5,620 － 157,862 

合計 152,242 5,620 － 157,862 

自己株式     

 普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

(注)普通株式の発行済株式数の増加5,620株は、新株予約権の行使に伴う新株の発行による増加です。 

 

    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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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 

自己株式 － － － － 

 普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

(注)普通株式の発行済株式数の増加14,500株は、大阪証券取引所ヘラクレス市場への上場に伴う新株の発行に

よる増加です。 

 

    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。 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日        

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日         

至 平成19年12月31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３四半期末

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 

現金及び預金勘定      498,423千円 

現金及び現金同等物     498,423千円 

 

※１ 現金及び現金同等物の第３四半期末

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 

現金及び預金勘定     293,078千円 

現金及び現金同等物    293,078千円 

 

※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 

現金及び預金勘定      407,872千円 

現金及び現金同等物     407,872千円 

 

 ２      ２ 
   

    
    

    
    

 

※２ 株式取得により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳 

   株式の取得により新たに㈱フォーサ

イトを連結したことに伴う連結開始時

の資産及び負債の内訳並びに㈱フォー

サイト株式の取得価額と取得のための

支出（純額）との関係は次のとおりで

あります。 
 

 （千円）  

流動資産 159,024 

固定資産 11,620 

のれん 402,685 

流動負債 △108,330 

固定負債 － 

株式取得価額 465,000 

㈱フォーサイト 

現金及び現金同等物 
△118,207 

 

 

差引：㈱フォーサイト 

取得のための支出 
346,792 
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（有価証券関係） 

 前第３四半期連結会計期間末（平成18年12月31日） 

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 33,881 57,489 23,607 

合計 33,881 57,489 23,607 

 

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 4,274 

 

 当第３四半期連結会計期間末（平成19年12月31日） 

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 32,409 8,312 

合計 24,096 32,409 8,312 

 

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 

転換社債型新株予約権附社債 50,000 
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前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

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） 

連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1) 株式 24,096 40,387 16,290 

合計 24,096 40,387 16,290 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 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） 

 前第３四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31日）、当第３四半期連結会計期

間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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。 
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（ストック・オプション等関係） 

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

  当第３四半期連結会計期間にストック・オプション等の付与は行っておりませんので、該当事項はあり

ません。 

 

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

  当第３四半期連結会計期間にストック・オプション等の付与は行っておりませんので、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） 

  前連結会計年度において存在したストック・オプションの内容 

 平成17年 

ストック・オプション① 

平成17年 

ストック・オプション② 

付与対象者の区分 

及び人数 

取締役     ４名 

従業員     ９名 
社外協力者   ３名 

株式の種類別のストッ

ク・オプション数（注） 
普通株式   39,308株 普通株式   1,750株 

付与日 平成17年３月22日 平成17年３月22日 

権利確定条件 権利確定上はありません 同 左 

対象勤務期間 
自 平成17年３月22日 

至 平成19年３月31日 

自 平成17年３月22日 

至 平成19年３月31日 

権利行使期間 
自 平成19年４月１日 

至 平成27年３月21日 

自 平成19年４月１日 

至 平成27年３月21日 

権利行使価格  （円） 5,000 5,000 

付与日における公正な評

価単価     （円） 
－ － 

（注）株式数に換算して記載しております。
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年12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 577,541 178,571 480,111 153,255 1,389,481 － 1,389,481 

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
－ － － － － － － 

計 577,451 178,571 480,111 153,255 1,389,481 － 1,389,481 

営業費用 478,527 109,783 221,338 113,163 922,813 306,390 1,229,203 

営業利益 99,014 68,788 258,773 40,091 466,667 (306,390） 160,277 

 （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 

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の金額は306,390千円であり、その主

なものは当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用です。 
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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） 

 

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 581,550 333,611 456,732 147,981 1,519,876 － 1,519,876 

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
－ 3,681 － － 3,681 (3,681) － 

計 581,550 337,292 456,732 147,981 1,523,557 (3,681) 1,519,876 

営業費用 438,170 258,002 178,612 184,648 1,059,433 350,841 1,410,275 

営業利益 143,379 79,290 278,120 (36,666) 464,123 (354,522) 109,601 

 （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の金額は350,841円であり、その主な

ものは当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用です。 
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前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 

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 

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の金額は391,191千円であり、その主

なものは当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用です。 

   

 

 【所在地別セグメント情報】 

 前第３四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31日）、当第３四半期連結会計期

間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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】 

 前第３四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31日）、当第３四半期連結会計期

間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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） 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日        

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日        

至 平成19年12月31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 

4,258.86円 

１株当たり当期純利益金額 

303.94円 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 

251.82円 
 

１株当たり純資産額 

4,933.60円 

１株当たり当期純利益金額 

345.68円 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 

307.47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。 

 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日   

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

至 平成19年12月31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） 42,185 53,469 99,370 

 普通株主に帰属しない金額 

 （千円） 
－ － － 

 普通株式に係る 

 四半期（当期）純利益 

 （千円） 

42,185 53,469 99,370 

 期中平均株式数（株） 138,797 154,679 142,112 

    

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） 28,728 19,222 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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  （重要な後発事象） 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日        

至 平成18年12月31日） 

 当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日         

至 平成19年12月31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） 

      

      

      

（株式取得による会社等の買収） 

(1）概要及び目的 

 当社は平成20年１月21日開催の取締役会

決議及び平成20年２月４日開催の取締役会

決議に基づき、ＥＡＰ事業の更なる強化を

目的として、㈱ライフバランスマネジマン

トの株式を、平成20年１月25日をもって

50.4％、平成20年２月７日をもってさらに

40.2％に取得し、子会社といたしました。  

  

(2)株式取得の相手会社の名称 

 ngi group株式会社 他 

 

 (3）買収する会社の名称、事業内容、規模 

 名称  ㈱ライフバランスマネジメント 

 事業内容         ＥＡＰ事業 

 資本金                   197,230千円 

 

 (4)株式取得の時期 

  ①平成20年１月25日 

  ②平成20年２月７日 

 

 (5)取得する株式の数、取得価額及び取得後

の持分比率 

 取得株式数          3,972株 

 取得価額         457,574千円 

 取得後の持分比率       90.6％ 

 

 (6)支払資金の調達方法 

 主に金融機関からの借入により調達いた

します。 

 

 

 （株式の追加取得による完全子会社化） 

 当社は、平成20年１月21日開催の取締役

会決議に基づき、連結子会社である㈱ア

イ・ビー・コーポレーションの持分33.9％

を追加取得し、同社を完全子会社といたし

ました。 

 概要は以下のとおりであります。 

(1)取得株式数        610,000株 

(2)取得金額         45,750千円 

(3)取得日            平成20年２月８日 
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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 
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   318,570   74,822   167,557  

２．売掛金   25,018   26,148   26,850  

３．未収入金   3,739   25,590   12,829  

４．有価証券   －   －   90,475  

５．貯蔵品   374   1,424   992  

６．前払費用   4,703   5,536   4,803  

７．短期貸付金   120,000   318,000   150,000  

８．繰延税金資産   2,022   5,694   6,329  

９．その他   13,202   7,443   3,526  

  貸倒引当金   △870   △6,000   －  

流動資産合計   486,761 52.0  458,660 33.6  463,365 52.4 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1)建物  8,437   10,757   8,437   

減価償却累計額  4,217 4,219  5,089 5,667  4,385 4,051  

(2)工具器具備品  20,863   27,205   22,463   

減価償却累計額  14,173 6,689  17,961 9,243  15,094 7,369  

有形固定資産合計   10,909 1.2  14,911 1.1  11,421 1.3 
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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 
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 
(％) 

２．無形固定資産           

(1)商標権   886   1,156   1,279  

(2)ソフトウェア   113,412   99,404   107,658  

(3)その他   1,514   1,514   1,514  

無形固定資産合計   115,813 12.4  102,075 7.4  110,452 12.5 

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券   1,468   51,246   1,246  

(2)関係会社株式   255,688   660,688   215,192  

(3)長期貸付金   4,000   －   4,000  

(4)敷金保証金 ※１  78,527   78,804   78,527  

(5)繰延税金資産   12,207   －   －  

(6)その他   415   －   434  

株式評価引当金   △30,000   －   －  

貸倒引当金   △20   －   －  

投資その他の資産合計   322,286 34.4  790,738 57.9  299,399 33.8 

固定資産合計   449,008 48.0  907,725 66.4  421,273 47.6 

資産合計   935,770 100.0  1,366,385 100.0  884,638 100.0 

           

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．短期借入金   260,000   250,000   200,000  

２．１年以内返済予定の 
  長期借入金 

※１  44,170   21,270   35,120  

３．未払金   55,856   42,793   59,993  

４．未払費用   10,515   15,306   6,785  

５．未払法人税等   1,803   21,611   7,615  

６．預り金   7,470   11,031   5,459  

７．前受収益   51,656   67,372   32,530  

８．賞与引当金   4,610   6,097   8,510  

９．その他   9,450   9,273   13,205  

流動負債合計   445,533 47.6  444,757 32.6  369,221 41.7 
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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 
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 
(％) 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※１  11,520   290,250   8,940  

固定負債合計   11,520 1.2  290,250 21.2  8,940 1.0 

負債合計   457,053 48.8  735,007 53.8  378,161 42.7 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   221,224 23.7  235,274 17.2  221,224 25.0 

２．資本剰余金           

(1)資本準備金  182,727   196,777   182,727   

資本剰余金合計   182,727 19.5  196,777 14.4  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  74,765   199,327   102,525   

利益剰余金合計   74,765 8.0  199,327 14.6  102,525 11.6 

株主資本合計   478,716 51.2  631,378 46.2  506,477 57.3 

純資産合計   478,716 51.2  631,378 46.2  506,477 57.3 

負債純資産合計   935,770 100.0  1,366,385 100.0  884,638 100.0 
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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 

（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） 

構成比 

(％) 
金額（千円） 

構成比 

(％) 
金額（千円） 

構成比 

(％) 

Ⅰ 売上高   559,707 100.0  686,563 100.0  764,286 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１  50,747 9.1  79,832 11.6  74,378 9.7 

売上総利益   508,959 90.9  606,730 88.4  689,908 90.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  403,777 72.1  499,025 72.7  533,863 69.9 

営業利益   105,182 18.8  107,705 15.7  156,044 20.4 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  1,486   4,759   2,504   

２．受取配当金  52,500   52,524   52,500   

３．ソフトウェア貸与収入  20,250   16,950   26,100   

４．保険解約返戻金  －   1,366   －   

５．その他  384 74,621 13.4 1,016 76,617 11.1 522 81,627 10.7 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  7,810   7,023   10,092   

２．貸与ソフトウェア 

  維持管理費用 
 20,491   17,166   26,009   

３．株式交付費  8,449   123   8,449   

４．上場関連費用  23,629   －   23,629   

５．その他  460 60,841 10.9 － 24,314 3.5 － 68,181 8.9 

経常利益   118,962 21.3  160,008 23.3  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  30,000   －   －   

２．固定資産除却損  1,526   1,280   1,526   

３．オフィス移転費用  －   3,314   －   

４．貸倒引当金繰入額  －   6,000   －   

３．関係会社株式評価損  － 31,526 5.7 19,503 30,099 4.4 40,496 42,022 5.5 

税引前四半期（当期） 

純利益 
  87,436 15.6  129,908 18.9  132,637 17.4 

法人税、住民税及び 

事業税 
 3,913   32,472   13,453   

法人税等調整額  10,499 14,412 2.6 635 33,107 4.8 18,399 31,853 4.2 

四半期（当期）純利益   73,023 13.0  96,801 14.1  100,783 13.2 
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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 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 

第３四半期会計期間中の 

変動額 
       

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

 四半期純利益    73,023 73,023 73,023 73,023 

第３四半期会計期間中の 

変動額合計（千円） 
133,400 133,400 133,400 73,023 73,023 339,823 339,823 

平成18年12月31日残高 

（千円） 
221,224 182,727 182,727 74,765 74,765 478,716 478,716 

 

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 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３四半期会計期間中の 

変動額 
       

 新株の発行 14,050 14,050 14,050   28,100 28,100 

 四半期純利益    96,801 96,801 96,801 96,801 

第３四半期会計期間中の 

変動額合計（千円） 
14,050 14,050 14,050 96,801 96,801 124,901 124,901 

平成19年12月31日残高 

（千円） 
235,274 196,777 196,777 199,327 199,327 631,378 631,378 

 

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 

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)  有価証券 (1)  有価証券 （1） 有価証券 

    

    

１．資産の評価基準及び

評価方法 

    

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） 

売買目的有価証券 

同 左 

 

   子会社及び関連会社株式 

   移動平均法による原価法 

子会社及び関連会社株式 

    同 左 

子会社及び関連会社株式 

    同 左 

   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 

その他有価証券 

  時価のないもの 

 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 

（2） たな卸資産 

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 

定率法によっております。 

（主な耐用年数） 

建物        10～15年 

工具器具備品  ３～10年 

(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 

  （会計方針の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴

い、当中間会計期間より、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。 

 これに伴う損益への影響は軽

微であります。 

 

  （追加情報） 

 法人税法化改正に伴い、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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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） 

 (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 

  

(2) 無形固定資産 

   同 左 

 

３．繰延資産の処理方法 株式交付費  

 支出時に全額費用処理しており

ます。 

株式交付費 

 同 左 

株式交付費 

 同 左 

４．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。 

(1)貸倒引当金 

    同 左 

(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３四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 

  同 左 

(2)賞与引当金 

従業員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)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。 

（3） （3） 

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．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 

 同 左 

 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 
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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 

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） 

前会計年度 

（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 

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

478,716千円であります。 

  

 

 

（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） 

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） 

前会計年度 

（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) 21,840千円

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) 11,520千円

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 

㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝ

ﾃｯｼﾞｲﾝｼｭｱ
ﾗﾝｽｻｰﾋﾞｽ 

 

1,133 

未経過 

リース料 

 計 1,133 - 
 

 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 

㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝ

ﾃｯｼﾞｲﾝｼｭｱ
ﾗﾝｽｻｰﾋﾞｽ 

 

733 

未経過 

リース料 

 計 733 - 
 

 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 

㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝ

ﾃｯｼﾞｲﾝｼｭｱ
ﾗﾝｽｻｰﾋﾞｽ 

 

1,033 

未経過

リース料 

 計 1,033  - 
 

 

（四半期損益計算書関係） 

前第３四半期会計期間末 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 

（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. 減価償却実施額 

有形固定資産     2,865千円  

無形固定資産      19,599千円 

１. 減価償却実施額 

有形固定資産     3,707千円  

無形固定資産     24,184千円 

１. 減価償却実施額 

有形固定資産     3,954千円  

無形固定資産     25,085千円 

 

（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） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

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） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  該当事項はありません。 
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（有価証券関係） 

 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）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。 

 

（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 

3,144.45円 

１株当たり当期純利益金額 

526.12円 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 

435.90円 
 

１株当たり純資産額 

3,999.56円 

１株当たり当期純利益金額 

625.82円 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 

556.65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。 

 
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 

四半期（当期）純利益金額 
   

 四半期（当期）純利益（千円） 73,023 96,801 100,783 

 普通株主に帰属しない金額 

 （千円） 
－ －   - 

 普通株式に係る 

 四半期（当期）純利益 

 （千円） 

73,023 96,801 100,783 

 期中平均株式数（株） 138,797 154,679 142,112 

    

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） 28,728 19,222 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 

－ －   - 

 



 

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３四半期財務・業績の概況 

 

 
 

 

41

（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） 

（株式取得による会社等の買収） 

(1）概要及び目的 

 当社は平成20年１月21日開催の取締役会

決議及び平成20年２月４日開催の取締役会

決議に基づき、ＥＡＰ事業の更なる強化を

目的として、㈱ライフバランスマネジマン

トの株式を、平成20年１月25日をもって

50.4％取得し子会社とし、平成20年２月７

日をもって40.2％追加取得しました。   

(2)株式取得の相手会社の名称 

 ngi group株式会社 他 

(3）買収する会社の名称、事業内容、規模 

 名称  ㈱ライフバランスマネジメント 

 事業内容         ＥＡＰ事業 

 資本金          197,230千円 

(4)株式取得の時期 

  ①平成20年１月25日 

  ②平成20年２月７日 

(5)取得する株式の数、取得価額及び取得後

の持分比率 

 取得株式数          3,972株 

 取得価額         457,574千円 

 取得後の持分比率       90.6％ 

    

    

(6)支払資金の調達方法 

 主に金融機関からの借入により調達いた

します。 

 

    

    

（株式の追加取得による完全子会社化） 

 当社は、平成20年１月21日開催の取締役

会決議に基づき、連結子会社である㈱ア

イ・ビー・コーポレーションの持分33.9％

を追加取得し、同社を完全子会社といたし

ました。 

 概要は以下のとおりであります。 

(1)取得株式数        610,000株 

(2)取得金額         45,750千円 

(3)取得日            平成20年２月８日 

    

 




