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１．平成20年３月期第３四半期の業績（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 2,010 8.0 352 △18.5 338 △21.9 335 △22.0

19年３月期第３四半期 1,861 46.8 432 － 433 － 430 －

19年３月期 2,470 － 422 － 402 － 398 －

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 6,489 54 6,043 96

19年３月期第３四半期 8,963 35 － －

19年３月期 8,283 01 － －

 （注）平成19年３月期第３四半期会計期間および平成19年３月期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益につい

ては、潜在株式が存在するものの、当社株式は平成19年３月期末において非上場であり期中平均株価が把握できな

いため記載しておりません。

(2）財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期第３四半期 2,634 2,293 87.1 43,986 59

19年３月期第３四半期 1,881 1,553 82.6 32,344 34

19年３月期 1,978 1,534 77.6 31,603 37

(3）キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期第３四半期 215 △535 406 722

19年３月期第３四半期 402 △705 △21 533

19年３月期 646 △858 △8 636

２．配当の状況

 １株当たり配当金 

 （基準日）  中間期末 期末 年間 

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － － 2,450 00 2,450 00

20年３月期 － － － －

20年３月期（予想） － － 2,750 00 2,750 00

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

 （％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 2,785 12.7 507 20.1 485 20.5 832 108.7 16,007 63

－ 1 －



４．その他

(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　　　　：　無

(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

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、作成日現在において入手可能な情報に基づいて算定

しております。今後の経済状況等の変化により、実際の業績は異なる結果となる可能性があります。

なお、業績予想の前提となる仮定については、７ページ「経営成績および財政状態 ３．業績予想に関する定性的

情報」をご覧ください。
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【経営成績および財政状態】

 １. 当第３四半期会計期間の業績について

  当第３四半期会計期間において、当社は前事業年度に引き続き製薬企業向けの医薬情報提供サービス「ｅディテー

リング®」およびインターネットによる市場調査サービス「ｅリサーチ™」の販売に注力するなど、医療業界・製薬業

界双方を取り巻く環境変化や課題に関わるニーズの先取りに積極的に取り組み続けました。

  この結果、当第３四半期会計期間の売上高は2,010百万円（前年同期比8.0％増）、売上総利益は983百万円（前年同

期比6.1％増）、営業利益は352百万円（前年同期比18.5％減）、経常利益は338百万円（前年同期比21.9％減）、第３

四半期純利益は335百万円（前年同期比22.0％減）となりました。前年同期と比較し、営業利益が減少したのは、主に

販売費及び一般管理費に上場後の管理体制強化のための費用56百万円、事務所拡張および人員増加などによる費用35

百万円を計上したことによるものであります。また、経常利益が減少したのは、営業利益の減少に加え、営業外費用

に株式交付費18百万円を計上したことによるものであります。

  サービス区分別の業績は、次のとおりであります。

  ①医薬営業支援サービス

  当サービスにおいては、販売の重点を「スポンサードＷｅｂコンテンツ制作」および「その他」から、当社の主力

サービスである「ｅディテーリング®」に移し、引き続き注力いたしました。これにより「スポンサードＷｅｂコンテ

ンツ制作」の売上高は176百万円（前年同期比35.0％減）、「その他」の売上高は50百万円（前年同期比23.7％減）と

なりましたが、「ｅディテーリング®」の売上高は875百万円（前年同期比24.8％増）となりました。

この施策および活動などを実行した結果、売上高は1,102百万円(前年同期比6.1％増）となりました。

   ②マーケティング調査サービス

  当サービスにおいては、インターネットによる市場調査サービス「ｅリサーチ™」の受注が増加し、当第３四半期会

計期間の「ｅリサーチ™」の実施件数は130件（前年同期比14.0％増）となりました。また、顧客からの依頼によって実

施する従来からのアドホック調査に加えて、当社の医師会員から収集したデータを複数の顧客に販売するサービスも開

始いたしました。

この施策および活動などを実行した結果、売上高は557百万円（前年同期比31.3％増）となりました。

   ③医療コンテンツサービス

   医師会員向け医療専門サイト「CareNet.com（ケアネット・ドットコム）」を平成19年10月にリニューアルし、新し

い医療ニュースサービスの提供や謝礼ポイント制を開始するなどの取り組みにより、当第３四半期会計期間末の医師会

員数は７万６千人（前年同期は６万６千人）に達し、順調に推移いたしました。

  しかしながら、医師向け教育コンテンツ「ケアネットＤＶＤ」および医師向け教育番組「CareNetTV・メディカル

Ch.®」の売上高は前年同期と比較し減少し、医療コンテンツサービスの売上高は349百万円（前年同期比12.0％減）と

なりました。
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 ２. 経営成績および財政状態に関する分析

 (1) 経営成績および財政状態を分析する上での視点

    当社は、主として、次の３つの視点から経営成績および財務状態を分析しております。

 （ア）成長性の視点：当社の中心的なサービス「ｅディテーリング®」や「ｅリサーチ™」の成長性

 （イ）収益性の視点：第９期(平成16年３月期)に創業以来初の黒字を達成した後の利益率改善状況

 （ウ）健全性の視点：流動性を初めとする財務基盤や資金調達能力に資する要因

 (2) 成長性

 当社は、医師会員の協力を得ることにより、製薬企業向けに「医薬営業支援サービス」および「マーケティング調

査サービス」を提供し、一方 医師会員の獲得を目的に医師に向けて「医療コンテンツサービス」の提供を行ってお

ります。

 これらサービス別の売上高と売上構成比の推移の状況は、次のとおりであります。

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期第３四半期

決算年月

平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成19年12月

売上高

(百万円)

構成比

(％)

売上高

(百万円)

構成比

(％)

売上高

(百万円)

構成比

(％)

売上高

(百万円)

構成比

(％)

売上高

(百万円)

構成比

(％)

医薬営業支援サービス 823 55.8 700 49.1 877 49.1 1,376 55.7 1,102 54.9

eディテーリング® 199 13.5 241 16.9 481 27.0 959 38.8 875 43.6

スポンサードWebコンテン

ツ制作
320 21.8 275 19.3 291 16.3 324 13.2 176 8.8

その他 302 20.5 183 12.9 104 5.8 92 3.7 50 2.5

マーケティング調査サービス 152 10.3 248 17.4 431 24.2 566 22.9 557 27.7

eリサーチ™他 152 10.3 248 17.4 431 24.2 566 22.9 557 27.7

医療コンテンツサービス 380 25.8 393 27.5 475 26.7 527 21.4 349 17.4

CareNetTV・メディカル

Ch.®
367 24.9 329 23.0 297 16.7 274 11.1 190 9.5

ケアネットDVD他 13 0.9 63 4.5 178 10.0 253 10.3 159 7.9

医療連携サービス（注） 119 8.1 86 6.0 - - - - - - 

合計 1,475 100.0 1,428 100.0 1,784 100.0 2,470 100.0 2,010 100.0

（注）「医療連携サービス」は、平成16年12月に営業譲渡を行っております。

 上表のとおり、当社は、「ｅディテーリング®」サービスおよび「ｅリサーチ™」サービスの売上高を伸ばすことに

より、成長を続けてまいりました。今後も、これらサービスに注力することで、引き続き成長していくものと考えて

おります。

①成長性の鍵となる医師会員数について

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期第３四半期

決算年月
平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成19年12月

前年同期比
(％)

前年同期比
(％)

前年同期比
(％)

前年同期比
(％)

前年同期比
(％) 

医師会員数(千人) 33 ＋60.9 49 ＋47.1 58 ＋18.3 68 ＋19.0 76 ＋16.6

 当第３四半期会計期間において、医師会員数は、平成19年10月に医師会員向け医療専門サイト「CareNet.com（ケ

アネット・ドットコム）」をリニューアルし内容の充実を図るなどにより約７千人増加し、当第３四半期会計期間末

の医師会員数は76千人（前年同期は66千人）となり順調に推移いたしました。また、医師会員が増加することにより、

「ｅディテーリング®」サービスや「ｅリサーチ™」サービスの実施件数および売上高は伸びるものと考えておりま

す。

 なお、この点を示す指標については、下記「②「ｅディテーリング®」の成長について」および「③「ｅリサーチ

™」の成長について」のとおりであります。
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  ②「ｅディテーリング®」の成長について

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期第３四半期

決算年月
平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成19年12月

前年同期比
(％)

前年同期比
(％)

前年同期比
(％)

前年同期比
(％)

前年同期比
(％) 

「eディテーリング®」

 売上高（百万円）
199 ＋261.7 241 ＋21.0 481 ＋99.4 959 ＋99.2 875 ＋24.8

「eディテーリング®」

 実施件数（件）（注）１
5 ＋150.0 5 － 11 ＋120.0 19 ＋72.7 14 －

実施企業数(社) 5 ＋150.0 4 △20.0 7 ＋75.0 8 ＋14.3 6 △25.0

リピートオーダー

件数（件）(注)２
1 － 2  ＋100.0 8 ＋300.0 16 ＋100.0 14 ＋27.3

 （注)　１　「ｅディテーリング®」実施件数は、各期においてサービス実施を開始した件数であります。

 　２　 リピートオーダー件数は、同一企業による２回目以降のサービス実施件数であります。

　　当第３四半期会計期間において「ｅディテーリング®」実施件数は前年同期と同数の14件となりましたが、年

間システム利用料金である「ＭＲPlus®ナビゲーションボード」の売上高が増加したことなどにより、「ｅディ

テーリング®」売上高は875百万円（前年同期比24.8％増）となりました。

③「ｅリサーチ™」の成長について

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期第３四半期

決算年月
平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成19年12月

前年同期比
(％）

前年同期比
(％)

前年同期比
(％)

前年同期比
(％)

前年同期比
(％) 

「eリサーチ™」他 売上高

（百万円）
152 ＋43.3 248 ＋63.5 431 ＋73.5 566 ＋31.2 557 ＋31.3

「eリサーチ™」他 

実施件数（件）（注）
40 ＋37.9 69 ＋72.5 132 ＋91.3 142 ＋7.6 130 ＋14.0

「eリサーチ™」他

実施企業数（社）
17 ＋41.7 16 △5.9 29 ＋81.3 28 △3.4 17 △34.6

 （注）　「ｅリサーチ™」実施件数は、各期においてサービス実施が完了した件数であります。

　当第３四半期会計期間においては、「①成長の鍵となる医師会員数について」に示すとおり医師会員数の増加

に伴い、製薬企業による当社会員への質の高い調査の実施が実現できております。また、既存顧客からの受注が

増加した結果、「ｅリサーチ™」の実施件数は130件（前年同期比14.0％増）、売上高は557百万円（前年同期比

31.3％増）となりました。
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 (3) 収益性

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期第３四半期 

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成19年12月

売上総利益率（％）（注）１ 41.8 39.5 37.1 47.5 48.9

販売費及び一般管理費比率（％）

（注）２
36.9 36.9 32.7 30.4 31.4

営業利益（百万円）（注）３
71

(－)

37

(△47.4％)

78

(＋108.2％)

422

(＋439.5％)

352

(△18.5％)

営業利益率（％）（注）４ 4.9 2.6 4.4 17.1 17.5

 （注）　１　売上総利益率は、売上総利益を売上高で除して算出しております。

 　２　販売費及び一般管理費比率は、販売費及び一般管理費を売上高で除して算出しております。

 　３　営業利益の（  ）書きは、前年同期比であります。

 　４  営業利益率は、営業利益を売上高で除して算出しております。

　　 当第３四半期会計期間は、「(2)成長性 ②「ｅディテーリング®」の成長について」および「③「ｅリサーチ

™」の成長について」に示すとおり、「ｅディテーリング®」および「ｅリサーチ™」の売上高が拡大しましたが、

主に、販売費及び一般管理費に上場後の管理体制強化のための費用56百万円、事務所拡張および人員増加など

による費用35百万円を計上したことにより、営業利益は352百万円（前年同期比18.5％減）となりました。

 (4) 健全性

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期第３四半期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成19年12月

総資産額（百万円） 1,218 1,253 1,428 1,978 2,634

純資産額（百万円） 990 1,070 1,144 1,534 2,293

自己資本比率（％） 81.3 85.4 80.1 77.6 87.1

現金及び現金同等物（百万円） 917 796 857 636 722

営業活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
59 △148 101 646 215

流動比率（％）（注）１ 490.6 628.9 459.0 419.4 714.2

流動資産比率（％）（注）２ 91.8 91.7 91.2 94.2 92.4

有利子負債残高（百万円）（注）３ 19 5 2 1 1

 （注）　１  流動比率は、流動資産合計額を流動負債合計額で除して算出しております。

 　２  流動資産比率は、流動資産合計額を総資産額で除して算出しております。

　 ３  有利子負債残高は、未経過リース料残高のみとなっております。

     当社は、第９期（平成16年３月期）に設立以来初の営業利益の黒字化を達成してから前事業年度まで継続して

営業利益（黒字）を計上し、それに伴い総資産額および純資産額が増加の傾向にあります。有利子負債について

は、当社は自己資金のみで運営しており、残高については未経過リース料のみとなっております。

 当第３四半期会計期間末時点での現金及び現金同等物残高722百万円、自己資本比率87.1％の水準および有利

子負債残高１百万円の各指標から健全性を有していると判断しております。
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(5）キャッシュ・フローの状況

 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前事業年度末と比較

し85百万円増加し722百万円（前年同期比35.4％増）となりました。

  当第３四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況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215百万円（前年同期は402百万円の収入）となりました。これは、主に税引前第３

四半期純利益338百万円の計上、売上債権の増加47百万円、役員賞与引当金および未払費用の合計額93百万円の減少、

および前受金30百万円の増加によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

 投資活動により支出した資金は535百万円（前年同期は705百万円の支出）となりました。これは、主に定期預金の

預け入れ450百万円、ソフトウェア開発等による支出63百万円および事業所拡張に伴う有形固定資産の購入による支出

19百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

 財務活動の結果得られた資金は406百万円（前年同期は21百万円の支出）となりました。これは、主に株式上場時の

新株発行および自己株式の処分による収入537百万円と配当金支払による支出117百万円の差引によるものであります。

３. 業績予想に関する定性的情報

通期の業績予想については、繰延税金資産の計上を見込み、法人税等調整額△347百万円の計上を計画しております。

従いまして、当期純利益は、経常利益485百万円に法人税等調整額△347百万円を加味した832百万円を見込んでおりま

す。また、20年３月期の配当予想においては、法人税等調整額△347百万円を加味しない経常利益485百万円を基に算

定しております。

なお、業績予想については概ね予想通りに推移しており、現時点におきましては前回公表の通期の業績予想に変更

はありません。
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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）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日現在）

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  1,233,757   2,022,447   1,486,538   

２  受取手形  201   －   1,187   

３  売掛金  445,984   327,618   279,085   

４  たな卸資産  58,414   46,132   27,084   

５  その他  27,881   36,952   68,769   

貸倒引当金  △249   △77   △67   

流動資産合計   1,765,990 93.8  2,433,074 92.4  1,862,598 94.2

Ⅱ　固定資産           

１  有形固定資産 ※１ 20,921   28,413   23,071   

２  無形固定資産  42,283   115,523   39,301   

３  投資その他の資産  52,794   57,418   53,246   

固定資産合計   115,998 6.2  201,355 7.6  115,619 5.8

資産合計   1,881,989 100.0  2,634,430 100.0  1,978,218 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１  買掛金  116,031   86,293   95,245   

２  未払法人税等  5,633   6,035   8,941   

３  前受金  114,508   139,825   108,961   

４  役員賞与引当金  －   －   37,000   

５  その他  91,864   108,529   193,916   

流動負債合計   328,037 17.4  340,684 12.9  444,064 22.4

負債合計   328,037 17.4  340,684 12.9  444,064 22.4

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１  資本金   300,000 16.0  587,830 22.3  306,250 15.5

２  資本剰余金           

(1）資本準備金  468,587   512,952   474,837   

(2）その他資本剰余金  156,534   379,440   156,534   

資本剰余金合計   625,122 33.2  892,392 33.9  631,372 31.9

 ３  利益剰余金           

(1）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  628,829   813,413   596,531   

利益剰余金合計   628,829 33.4  813,413 30.9  596,531 30.2

株主資本合計   1,553,951 82.6  2,293,636 87.1  1,534,153 77.6

Ⅱ　新株予約権   － －  109 0.0  － －

純資産合計   1,553,951 82.6  2,293,745 87.1  1,534,153 77.6

負債純資産合計   1,881,989 100.0  2,634,430 100.0  1,978,218 100.0
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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   1,861,875 100.0  2,010,455 100.0  2,470,524 100.0

Ⅱ 売上原価   935,299 50.2  1,027,141 51.1  1,297,547 52.5

売上総利益   926,576 49.8  983,313 48.9  1,172,976 47.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   493,934 26.6  630,832 31.4  750,763 30.4

営業利益   432,642 23.2  352,481 17.5  422,212 17.1

Ⅳ 営業外収益 ※１  810 0.1  4,438 0.2  1,641 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  － －  18,255 0.9  21,671 0.9

経常利益   433,453 23.3  338,664 16.8  402,183 16.3

Ⅵ 特別利益 ※３  32 0.0  － －  74 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４  － －  － －  119 0.0

税引前第３四半期（当期）純利益   433,485 23.3  338,664 16.8  402,138 16.3

法人税、住民税及び事業税  2,850 2,850 0.2 2,850 2,850 0.1 3,800 3,800 0.2

第３四半期（当期）純利益   430,635 23.1  335,814 16.7  398,338 16.1
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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

純資産合計 
資本金

資本剰余金        利益剰余金

株主資本合
計資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

 その他利益
 剰余金

 利益剰余金
 合計

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日 残高 (千円) 300,000 468,587 156,534 625,122 219,813 219,813 1,144,935 1,144,935

第３四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当(注)１ － － － － △21,619 △21,619 △21,619 △21,619

第３四半期純利益 － － － － 430,635 430,635 430,635 430,635

第３四半期会計期間中の変動額合計
（千円)

－ － － － 409,015 409,015 409,015 409,015

平成18年12月31日 残高 (千円) 300,000 468,587 156,534 625,122 628,829 628,829 1,553,951 1,553,951

（注）　１　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。

　２　その他資本剰余金の第３四半期会計期間末残高は156,534千円は、資本金減少差益であります。

　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

 新株予約権 純資産合計
資本金

 資本剰余金  利益剰余金

株主資本合
計資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金  利益剰余金

 合計
繰越利益剰
余金

平成19年３月31日　残高 (千円) 306,250 474,837 156,534 631,372 596,531 596,531 1,534,153 － 1,534,153

第３四半期会計期間中の変動額

新株式の発行(注)１ 81,580 81,580 － 81,580 － － 163,161 － 163,161

自己株式の処分(注)２ － － 379,440 379,440 － － 379,440 － 379,440

剰余金の配当 － － － － △118,932 △118,932 △118,932 － △118,932

資本金組み入れ(注)３ 200,000 △43,465 △156,534 △200,000 － － － － －

第３四半期純利益 － － － － 335,814 335,814 335,814 － 335,814

株主資本以外の項目の第３四半期会
計期間中の変動額(純額)

－ － － － － － － 109 109

第３四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

281,580 38,115 222,905 261,020 216,881 216,881 759,482 109 759,591

平成19年12月31日　残高 (千円) 587,830 512,952 379,440 892,392 813,413 813,413 2,293,636 109 2,293,745

（注)　１　平成19年４月の当社株式の上場に際し実施した公募による新株式の発行および平成19年11月のストック・オプ

ションの権利行使による新株式の発行によるものであります。

 ２　平成19年４月の当社株式の上場に際し実施した売出しによる自己株式の処分によるものであります。

       ３　平成19年６月の定時株主総会における決議項目であります。

 ４　その他資本剰余金の第３四半期会計期間末残高379,440千円は、自己株式処分差益であります。
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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 

純資産合計

 資本金

 資本剰余金  利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

 その他利益
 剰余金 

利益剰余金
合計繰越利益剰

余金

平成18年３月31日　残高 (千円) 300,000 468,587 156,534 625,122 219,813 219,813 1,144,935 1,144,935

事業年度中の変動額

新株式の発行(注)１ 6,250 6,250 － 6,250 － － 12,500 12,500

剰余金の配当(注)２ － － － － △21,619 △21,619 △21,619 △21,619

当期純利益 － － － － 398,338 398,338 398,338 398,338

事業年度中の変動額合計（千円） 6,250 6,250 － 6,250 376,718 376,718 389,218 389,218

平成19年３月31日　残高 (千円) 306,250 474,837 156,534 631,372 596,531 596,531 1,534,153 1,534,153

（注）　１　ストック・オプションの権利行使によるものであります。

      　２　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。

      　３　その他資本剰余金の当事業年度末残高156,534千円は、資本金減少差益であります。 
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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     

税引前第３四半期（当期）純利益  433,485 338,664 402,138

減価償却費  17,937 27,862 24,064

受取利息及び受取配当金  △634 △3,501 △1,462

役員賞与引当金の増減額(△は減少)  － △37,000 37,000

売上債権の増減額（△は増加）  △104,268 △47,346 61,594

たな卸資産の増減額（△は増加）  △21,394 △19,047 9,934

仕入債務の増減額（△は減少）  5,698 △8,951 △15,087

未払金の増減額(△は減少)  8,215 △23,963 34,880

未払消費税等の増減額(△は減少)  21,844 △24,539 27,403

未払費用の増減額(△は減少)  △9,607 △56,869 53,763

前受金の増加額  20,776 30,863 15,230

その他  34,035 39,699 △48

小計  406,088 215,871 649,411

利息及び配当金の受取額  200 3,248 460

法人税等の支払額  △3,800 △3,800 △3,800

営業活動によるキャッシュ・フロー  402,488 215,320 646,071

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

 　　 定期預金の預入による支出  △700,000 △450,000 △850,000

有形固定資産の取得による支出  △2,253 △19,296 △5,385

無形固定資産の取得による支出  △2,907 △63,592 △3,069

その他  － △3,105 －

投資活動によるキャッシュ・フロー  △705,161 △535,995 △858,454

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

新株式の発行による収入  － 163,161 12,500

自己株式の処分による収入  － 379,440 －

配当金の支払額  △21,204 △117,764 △21,213

その他  － △18,252 －

財務活動によるキャッシュ・フロー  △21,204 406,583 △8,713

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △323,877 85,908 △221,095

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  857,634 636,538 857,634

Ⅵ　現金及び現金同等物の第３四半期末(期末)残高 ※１ 533,757 722,447 636,538
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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  資産の評価基準及び評価

方法

(1) たな卸資産 (1) たな卸資産 (1) たな卸資産

① 製品 ① 製品 ① 製品

総平均法による原価法を採用し

ております。

同左 同左

② 仕掛品 ② 仕掛品 ② 仕掛品

個別法による原価法を採用して

おります。

同左 同左

２  固定資産の減価償却の方

　　法

(1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産

定率法を採用しております。 同左  同左

なお、耐用年数は建物が15年～

18年、器具及び備品が２年～15

年であります。

なお、耐用年数は建物が２年～

18年、器具及び備品が２年～15

年であります。

なお、耐用年数は建物が15年～

18年、器具及び備品が２年～15

年であります。

　　 　　――――――― （会計処理方法の変更）

法人税法の改正に伴い、当第３

四半期会計期間から、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。

これにより営業利益、経常利益

および税引前第３四半期純利益

に与える影響は軽微でありま

す。 

　　 　　―――――――

  

(2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産

ソフトウェア 同左 同左

社内における利用可能期間(５

年)に基づく定額法を採用してお

ります。

３  引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (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

(2） 　　――――――― (2） 　　――――――― (2) 役員賞与引当金

　　 　　 役員賞与の支払いに備えるため

当事業年度における支給見込額

を計上しております。

なお、当事業年度から、「役員

賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第４号 平成17年11月29

日)を適用しております。これに

より営業利益、経常利益および

税引前当期純利益は、それぞれ

37,000千円減少しております。

４ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ております。

同左 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 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

預金およ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カ月以内に満期日およ

び償還期限の到来する短期投資

からなっております。

 同左  同左

６ その他四半期財務表(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

消費税および地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。なお、仮払消費税および

仮受消費税は、相殺のうえ、金

額的重要性が乏しいため、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 

消費税および地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。

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
(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

基準等）

当第３四半期会計期間から、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」(企業

会計基準第５号 平成17年12月９日)および

「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該当する

金額は、1,553,951千円であります。

――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等）

当事業年度から、「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」(企業会計基準第

５号 平成17年12月９日)および「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該当する金額は、

1,534,153千円であります。

なお、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、中間財

務諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財

務諸表等規則により作成しております。

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。

（ストック・オプション等に関する会計基準等）

当第３四半期会計期間から、「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)および「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。なお、これ

による損益に与える影響はありません。

――――――――― （ストック・オプション等に関する会計基準等）

当事業年度から、「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)および「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。

なお、これによる損益に与える影響はありま

せん。
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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 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額

55,587千円 69,906千円 56,927千円

（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 営業外収益のうち主なもの

受取利息　　               634千円

※１ 営業外収益のうち主なもの

受取利息　　　　         3,501千円

※１ 営業外収益のうち主なもの

受取利息                 1,462千円

※２  ――――――――――― 

 

※２ 営業外費用のうち主なもの

株式交付費　　　        18,252千円

※２ 営業外費用のうち主なもの

上場関連費　   　　     21,627千円

※３ 特別利益のうち主なもの

貸倒引当金戻入益            32千円

※３  ――――――――――― 

 

※３ 特別利益のうち主なもの

貸倒引当金戻入益            74千円 

※４  ―――――――――――  　

 

※４  ―――――――――――     　

 

※４ 特別損失のうち主なもの

固定資産除売却損　         119千円

５ 減価償却実施額

    (千円)

有形固定資産             4,736

無形固定資産            10,387

５ 減価償却実施額

      (千円)

有形固定資産            12,978

無形固定資産            11,638

５ 減価償却実施額

      (千円)

有形固定資産             6,649

無形固定資産            13,531

（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 50,444 － － 50,444

合計 50,444 － － 50,444

自己株式

普通株式 2,400 － － 2,400

合計 2,400 － － 2,400

２　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 ストック・オプションと
しての新株予約権 － － － 

３　配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額(円）
基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 21,619 450 平成18年３月31日  平成18年６月29日
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当第３四半期会計期間（自 平成19年４月１日　至 平成19年12月31日）

１　発行済株式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 50,944 1,200 － 52,144

合計 50,944 1,200 － 52,144

自己株式

普通株式（注）２ 2,400 － 2,400 －

合計 2,400 － 2,400 －

（注）１　普通株式の発行済株式数の増加1,200株は、平成19年４月の当社株式の上場に際し実施した公募による新株式の

発行および平成19年11月のストック・オプションの権利行使による新株式の発行によるものであります。

２　自己株式の減少2,400株は、平成19年４月の当社株式の上場に際し実施した売出しによる自己株式の処分による

ものであります。

２　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 ストック・オプションと
しての新株予約権 － － 109

３　配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

 配当額(円）
基準日 効力発生日

平成19年６月27日

定時株主総会
普通株式 118,932 2,450  平成19年３月31日 平成19年６月28日 
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前事業年度（自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31日）

１　発行済株式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） 50,444 500 － 50,944

合計 50,444 500 － 50,944

自己株式

普通株式 2,400 － － 2,400

合計 2,400 － － 2,400

（注）普通株式の発行済株式数の増加500株は、ストック・オプションの権利行使によるものであります。

２　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 ストック・オプションと
しての新株予約権 － － －

３　配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たりの

　配当額(円）
基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 21,619 450 平成18年３月31日 平成18年６月29日

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たりの

配当額(円）
基準日 効力発生日

平成19年６月27日

定時株主総会
  普通株式 118,932  利益剰余金 2,450 平成19年３月31日 平成19年６月28日
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（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）

※１　現金及び現金同等物の第３四半期会計
期間末残高と四半期貸借対照表に掲記
されている科目の金額との関係　

※１　現金及び現金同等物の第３四半期会計
期間末残高と四半期貸借対照表に掲記
されている科目の金額との関係

※１　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

 (千円)
現金及び預金勘定 1,233,757
預入期間が３ヵ月
を超える定期預金

△700,000

現金及び現金同等物 533,757

 (千円)
現金及び預金勘定 2,022,447
預入期間が３ヵ月
を超える定期預金

△1,300,000

現金及び現金同等物 722,447

 (千円)
現金及び預金勘定 1,486,538
預入期間が３ヵ月
を超える定期預金

△850,000

現金及び現金同等物 636,538

（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ンナンス・リース取引

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ンナンス・リース取引

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ンナンス・リース取引

(借主側） (借主側） (借主側）

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額および

第３四半期末残高相当額

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額および

第３四半期末残高相当額

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額および

期末残高相当額

取得価額
相当額

減価償却累
計額相当額

第３四半期末
残高相当額

取得価額
相当額

減価償却累
計額相当額

第３四半期末
残高相額

取得価額
相当額

減価償却累
計額相当額

期末残高相当
額

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

器具及
び備品  2,853　  　1,763　　 1,089 

器具及
び備品  3,027　 　2,184   　　 842 

器具及
び備品 2,853 　 　1,917　    　935 

合計  2,853　  　1,763　　 1,089 合計  3,027　 　2,184  　 　 842 合計 2,853      1,917        935 

(2)未経過リース料第３四半期末残高相当額等 (2)未経過リース料第３四半期末残高相当額等 (2)未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料第３四半期末残高相当額 未経過リース料第３四半期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

（千円）              （千円）                 (千円）

１年以内     　         　 565

１年超       　　      　1,305     

１年以内            　     615

１年超               　    871     

１年以内           　      569

１年超　　　　　   　　　1,161     

合計                     1,870 合計                     1,486 合計                     1,730

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額

および減損損失 

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額

および減損損失 

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額

および減損損失 

 (千円） 　(千円） (千円)

支払リース料                579 支払リース料                492 支払リース料                799

減価償却費相当額            622 減価償却費相当額            397 減価償却費相当額            777

支払利息相当額               47 支払利息相当額               47 支払利息相当額               61

(4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 (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、定率法によっ

て残存価額を10％として求められた償却費

に10／９を乗じる方法によっております。

同左 同左

(5)利息相当額の算定方法 (5)利息相当額の算定方法 (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。

同左 同左

(減損損失について） (減損損失について） (減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

同左 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）

該当事項はありません。

当第３四半期会計期間末（平成19年12月31日現在）

該当事項はありません。

前事業年度（平成19年３月31日現在）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

前第３四半期会計期間末（平成18年12月31日現在）

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

当第３四半期会計期間末（平成19年12月31日現在）

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

前事業年度（平成19年３月31日現在）

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、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３四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

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）

１  ストック・オプションに係る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　109千円 

    ２  当事業年度に付与したストック・オプションの内容

 

平成19年 

ストック・オプション 

(平成19年６月27日開催

定時株主総会特別決議） 

付与対象者の区分および人数 当社取締役１名

ストック・オプション数（注） 普通株式67株

付与日 平成19年11月19日

権利確定条件
付与日（平成19年11月19日）以降、満２年以上継

続して勤務していること。 

対象勤務期間 － 

権利行使期間 平成21年７月１日～平成25年３月31日 

権利行使価格（円） 170,637

付与日における公正な評価単価（円） 51,040 

（注） 株式数に換算して記載しております。

　　前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１  ストック・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名 

当社株式は、当事業年度末において非上場であり、また、「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）に規定する「単位当たりの本源的価値」はないため、株式報酬費用としての費用計

上額はありません。 

２  当事業年度に存在したストック・オプションの内容

 

株式会社ケアネット・インター

ナショナルとの合併に伴い当社

が引継いだストック・オプショ

ン 

平成16年

ストック・オプション

(平成16年６月29日開催

定時株主総会特別決議）

平成18年

ストック・オプション

（平成18年６月29日開催

定時株主総会特別決議)

付与対象者の区分および数
当社取締役 ３名

 当社使用人 ７名

当社取締役４名

当社使用人56人

当社取締役４名

当社使用人13名

ストック・オプション数（注) 普通株式  500株 普通株式　4,140株 普通株式　600株

付与日 平成15年５月１日
平成16年９月１日および

平成17年６月27日

平成18年８月１日および

平成18年12月15日

権利確定条件

付与日（平成15年５月１日）以

降、権利確定日（対象勤務期間

の最終日）まで継続して勤務し

ていること。

付与日（平成16年９月１日）以

降、権利確定日（対象勤務期間

の最終日）まで継続して勤務し

ていること。

付与日（平成18年８月１日）以

降、権利確定日（対象勤務期間

の最終日）まで継続して勤務し

ていること。

対象勤務期間

平成15年５月１日～

 平成16年７月１日

普通株式4,140株のうち、

1,540株が平成16年９月１日～

平成18年７月１日。

1,300株が平成16年９月１日～

平成20年４月20日。

1,300株が平成16年９月１日～

平成21年４月19日。

普通株式600株のうち、

158株が平成18年８月１日～

平成20年７月１日。

300株が平成18年８月１日～

平成21年４月19日。

142株が平成18年８月１日～

平成22年４月19日。 

権利行使期間
平成16年７月１日～

平成19年３月31日

平成18年７月１日～

平成26年３月31日

平成20年７月１日～

平成28年３月31日

権利行使価格（円） 25,000 25,306 25,000

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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（持分法損益等）

前第３四半期会計期間末（平成18年12月31日現在）

当社には関連会社がないため、該当事項はありません。

当第３四半期会計期間末（平成19年12月31日現在）

当社には関連会社がないため、該当事項はありません。

前事業年度（平成19年３月31日現在）

当社には関連会社がないため、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 32,344円34銭

１株当たり第３四半期純利

益金額

8,963円35銭

なお、潜在株式調整後1株当たり第３四半期

期純利益金額については、新株予約権の残高

があり潜在株式が存在するものの、当社株式

は非上場であり、期中平均株価が把握できな

いため記載しておりません。

１株当たり純資産額 43,986円59銭

１株当たり第３四半期純利

益金額

6,489円54銭

潜在株式調整後１株当たり

第３四半期純利益金額

6,043円96銭

１株当たり純資産額 31,603円37銭

１株当たり当期純利

益金額

8,283円01銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額については、新株予約権の残高があり潜

在株式が存在するものの、当社株式は非上場

であり、期中平均株価が把握できないため記

載しておりません。

（注） １　１株当たり純資産額の算定上の基礎は次のとおりであります。

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)

前事業年度末
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 1,553,951 2,293,745 1,534,153

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － 109 －

普通株式に係る第３四半期末（期末）の純資産額

（千円）
1,553,951 2,293,636 1,534,153

１株当たり純資産額の算定に用いられた第３四半期

末（期末）の普通株式の数（株）
48,044 52,144 48,544

（注） ２　１株当たり第３四半期(当期)純利益および潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益金額の算定上の基礎

は、次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    

四半期損益計算書(損益計算書)上の第３四半期

（当期）純利益 (千円) 
430,635 335,814 398,338

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 

(千円) 
430,635 335,814 398,338

普通株式の期中平均株式数 (株) 48,044 51,747 48,091

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） － 3,815 －

（うち新株予約権） (－) (3,815) (－)

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 

株式会社ケアネット・イン

ターナショナルとの合併に

伴い引継いだ新株予約権 

500個

平成19年６月27日開催定時

株主総会決議による新株予

約権 67個

平成16年６月29日開催定時

株主総会決議による新株予

約権 3,940個

平成18年６月29日開催定時

株主総会決議による新株予

約権 560個

平成16年６月29日開催定時

株主総会決議による新株予

約権 3,940個

平成18年６月29日開催定時

株主総会決議による新株予

約権 600個
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（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）

───── ───── （新株式の発行および自己株式の処分）

当社は、当社株式の株式会社東京証券取引所

マザーズ市場への上場に際し、平成19年３月

23日および平成19年４月４日開催の取締役会

において、下記のとおり公募による新株式の

発行および売出しによる自己株式の処分を決

議し、平成19年４月19日に払込が完了いたし

ました。

この結果、平成19年４月19日付で資本金

385,300千円、資本剰余金1,089,862千円およ

び発行済株式総数は51,944株となっておりま

す。

  (1）新株式の発行

① 募集方法 ：一般募集

(ブックビルディング方

式)

② 発行する株式の

種類及び数

：普通株式1,000株

③ 発行価格 ：１株につき170,000円

一般募集はこの価格にて行いました。

④ 引受価額 ：１株につき158,100円

この価額は当社が引受人より１株当たり

の新株式払込金として受取った金額であ

ります。

なお、発行価格と引受価額との差額の総

額は、引受人の手取金であります。

⑤ 払込金額 ：１株につき136,000円

この金額は会社法上の払込金額であり、

平成19年４月４日開催の取締役会におい

て決定された金額であります。

⑥ 発行価額の総額：136,000千円

⑦ 引受価額の総額：158,100千円

⑧ 資本組入額 ：１株につき79,050円

⑨ 資本組入額の総

額

：79,050千円

⑩ 払込期日 ：平成19年４月19日

⑪ 資金の使途 ：会員データベース開発

および基幹システム

バージョンアップ開発

費のシステム開発投資

等に充当いたします。

  (2）自己株式の処分

① 処分方法 ：売出し

(ブックビルディング方

式）

② 処分する株式の

種類及び数

：普通株式2,400株

③ 処分価額 ：１株につき158,100円

④ 処分価額の総額 ：379,440千円

⑤ 自己株式処分差

益

：379,440千円

⑥ 払込期日 ：平成19年４月19日

⑦ 資金の使途 ：本社移転に伴う事務所

設備およびサービス改

良を目的としたシステ

ム開発投資等に充当い

たします。
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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
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

─────

 

 

─────

 

 

（資本準備金およびその他資本剰余金の資本

金組み入れ）

当社は、平成19年６月27日開催の定時株主総

会において、今後の事業拡大に備え、資本準

備金とその他資本剰余金の合計200,000千円を

資本金に組み入れることを決議いたしました。

(1）会社法第448条第１項の規定に基づく資本

準備金の額の減少および資本金組み入れ

① 減少する資本準

備金の額

：資本準備金474,837千円

のうち43,465千円

② 資本組入額 ：43,465千円

③ 効力発生日 ：平成19年６月28日

  (2）会社法第450条第１項の規定に基づくその

他資本剰余金の額の減少および資本金組

み入れ

① 減少する剰余金

の額

：その他資本剰余金

156,534千円

② 資本組入額 ：156,534千円

③ 効力発生日 ：平成19年６月28日

─────

 

─────

 

（自己株式の取得）

当社は、平成19年６月27日開催の株主総会に

おいて、機動的な株主還元の実行を可能とす

るため、またストック・オプションの行使時

に新株発行に代えて自己株式を交付すること

に備えるため、会社法第156条の規定に基づき、

自己株式を取得することについて決議いたし

ました。

① 取得する株式の

種類

：当社普通株式

② 取得する株式の

総数

：1,500株（上限）

（発行済株式総数に対す

る割合 2.9％）

③ 取得する期間 ：平成19年６月27日から

平成20年６月26日まで

④ 取得価額の総額：250,000千円（上限）
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