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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第14期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第13期

会計期間

自平成20年
10月１日
至平成20年

12月31日

自平成19年
10月１日
至平成20年
９月30日

売上高（千円） 1,574,454 6,689,253

経常利益または経常損失（△）

（千円）
68,881 △131,621

四半期純利益または（当期）純損

失（△）（千円）
78,029 △623,747

純資産額（千円） 3,914,303 3,858,516

総資産額（千円） 7,347,831 7,196,598

１株当たり純資産額（円） 30,356.65 29,656.59

１株当たり四半期純利益または(

当期）純損失金額（△）（円）
731.27 △5,639.77

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
730.34 －

自己資本比率（％） 44.1 44.0

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
501,249 103,571

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△270,313 △375,292

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
113,273 △111,879

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
1,496,707 1,152,497

従業員数（人） 326 322

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税は含んでおりません。

３. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第13期については、潜在株式は存在するものの１株当たり

当期純損失が生じているため、記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間における、当社グループにおいて営まれる事業の内容の重要な変更は以下の通りです。

　（1）主要な関係会社の異動

　①保険代理店事業

　株式会社アドバンスライフパートナーズ（連結子会社）は平成20年11月28日に清算手続きが完了、解散したため、連

結の範囲から除外しました。　 

　②再保険事業

　Advance Create Reinsurance Incorporatedは平成20年11月５日に米国ハワイ州において新たに出資設立をして子会社に

なったことから連結の範囲に含めています。

 

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間における、重要な関係会社の異動は以下のとおりです。

 　 (１）除外　 　

名称 住所
資本金
（千円）

主要な　　　事業
内容

議決権
の所有
割合
（％）

関係内容

（連結子会社）

　

株式会社アドバンスライフパートナーズ

 大阪市中央区 43,000
保険代理店

事業
100 役員兼務あり。

　（注）１．主要な事業内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

　

 　 (1）新規 　

名称 住所
資本金
（US$）

主要な　　　事業
内容

議決権
の所有
割合
（％）

関係内容

（連結子会社）

　

Advance Create Reinsurance Incorporated

米国

ハワイ州

ホノルル

600,000
再保険　事

業
100  役員兼務あり。

　（注）１．主要な事業内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 326 (52)

（注）従業員数は、就業人員（当社グループ外からの出向者を除き、契約社員を含んでおります。）であり、臨時

　　　雇用者数（人材会社からの派遣社員を含みます。）は、当四半期連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載　

      しております。

　

(2）提出会社の状況

　 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 313 (50)

 （注）従業員数は、就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、契約社員を

　　　 含んでおります。）であり、臨時雇用者数（人材会社からの派遣社員を含みます。）は、当四半期会計期間の平

　　　 均人員を（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）売上実績

　当第１四半期連結会計期間の売上実績は、次のとおりです。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

前年同期比（％）

保険代理店事業（千円） 1,521,792 －

広告代理店事業（千円） 38,944 －

損害保険事業（千円） 13,717 －　

合計（千円） 1,574,454 －

　（注）１．金額には消費税等は含まれておりません。

２．保険代理店事業における代理店手数料の実績を商品区分別に示すと、次のとおりであります。

商品区分
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

疾病保険（千円） 345,288

傷害保険（千円） 46,104

自動車保険（千円）　 38,324

その他の保険（千円） 990,487

保険代理店手数料計（千円） 1,420,203

保険広告収入（注２） 94,725

その他手数料等（千円） 6,864

保険代理店事業計（千円） 1,521,792

保険代理店手数料計の内初年度手

数料（千円）
1,240,440

保険代理店手数料計の内次年度以

降手数料（千円）
179,763

　（注）１．金額には消費税等は含まれておりません。

２．保険広告収入は、当社グループのＷｅｂおよび店舗展開に伴う、保険会社からの広告収入を計上したもので

あります。

３．主な相手先別の保険代理店事業実績および当該保険代理店事業実績の、保険代理店事業計に対する割合は次

のとおりであります。

相手先

当第１四連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

金額（千円） 割合（％）

東京海上日動あんしん生命保険株式会社 345,111 22.6

オリックス生命保険株式会社 270,032 17.7

アメリカンファミリー生命保険会社 182,467 11.9

　（注）金額には消費税等は含まれておりません。
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(2）仕入（外注）実績

　当第１四半期連結会計期間の仕入（外注）実績は、次のとおりです。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

前年同期比（％）

保険代理店事業（千円） 406,810 －

広告代理店事業（千円） 31,747 －

合計（千円） 438,558 －

　（注）　金額には消費税等は含まれておりません。
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２【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

　

３【財政状態及び経営成績の分析】

（1）業績の状況

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を発端とした米国を中心とする世界

的な金融市場の混乱とそれに伴う世界経済の大幅な減退が顕在化し、株価下落・企業業績悪化が見られ、景気は後退

の局面となりました。個人におきましても雇用不安の増大から消費低迷へとつながり、今後の日本経済全体の先行き

に不透明感が拡がっております。

　このような状況の中、当社グループは「お客様が最適・快適な購買環境で、簡単便利に保険を購入いただく」こと

を目標と掲げ、日本最大級の保険比較サイト「保険市場（ほけんいちば）」を中心に、検索エンジンや大手ポータル

サイトから個人のブログまで、1万を超えるネット上の様々なサイトに露出することで、不況下だからこそより多く

のお客様に「生活防衛」として保険見直しサービスをご提供してまいりました。また、当社のリアル店舗である「保

険市場」と情報共有を図ることで、より深く知識を得たい・相談したいと考えるお客様には店舗をご案内し、通信販

売をご希望のお客様にはコールセンターを、また簡略化をご希望のお客様にはネット完結型商品をと、ますます多様

化するお客様のあらゆる要望にお応えできる、お客様本位の取り組みをしてまいりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

これらの結果、当第１四半期連結会計期間における新規の保険契約件数は54千件、当第１四半期連結会計期間末の

保有契約件数につきましても285千件となりました。

また、売上高は1,574百万円（前年同期比6.8％増）、営業利益は129百万円（前年同期は213百万円の営業損失）、経

常利益は68百万円（前年同期は253百万円の経常損失）、四半期純利益は78百万円（前年同期は585百万円の四半期

純損失）となり、Ｗｅｂサイトにおける効果的なプロモーション活動の確立と更なる試行錯誤、それらを当社の持つ

様々な販売チャネルと結びつける「Ｗｅｂ ｔｏ Ｒｅａｌ」の手法が、景況観の中で「より安く、より良い保障」を

求めるお客様のニーズとマッチし、創業以来初の第１四半期からの黒字とすることができました。

広告事業におきましても、上記「保険市場」で培ったＷｅｂマーケティング手法をベースとし、従来からのポス

ティングを中心とした「紙」の広告提案から、インターネット広告代理店への転換が実を結びつつあります。

　

（2）キャッシュ・フローの状況

当第１四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、前連結会計年度末に比べ

344百万円増加し、1,496百万円となりました。当第１四半期連結会計期間における各キャッシュフローの状況は次の

通りであります。

　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間においては、税金等調整前四半期純利益59百万円、売上債権の減少349百万円等により、

営業活動により獲得した資金は501百万円となりました。

　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、定期預金の預入による支出95百万円、無形固定

資産の取得による支出111百万円等があり、270百万円となりました。

　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　当第１四半期連結会計期間における財務活動の結果、短期借入金による収入350百万円、短期借入金の返済による支出

221百万円等により、113百万円の資金を獲得いたしました。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に、重要な変更および新

たに生じた課題はありません。 

　

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末における重要な設備の新設、除却等の計画について、重要な

変更および重要な設備計画の完了はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありませ

ん。　
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 420,000

計 420,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年２月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 112,391 112,391

大阪証券取引所ニッポン

・ニュー・マーケット－

「ヘラクレス」

単元株制度を採用し

ておりません。

計 112,391 112,391 － －

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成21年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使（旧商

法に基づき発行された新株引受権の権利行使を含む。）により発行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

　新株予約権および新株予約権付社債に関する事項は次のとおりであります。

(A)旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権（ストックオプション）は次のとお

りであります。

　①平成15年12月19日定時株主総会決議

　(a)平成16年１月27日取締役会決議分

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 　（注）１．                                   132

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 264

新株予約権の行使時の払込金額（円） 101,500

新株予約権の行使期間
平成17年12月20日から

平成21年12月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　  101,500

資本組入額　　 50,750

新株予約権の行使の条件 （注）２．

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３．

代用払込みに関する事項 　　　　　　　 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  　　　　　　　－

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、株式分割による調整の結果２株であります。

２．新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。

①権利を付与された者は、権利行使時において、当社ならびに当社子会社の取締役、監査役、執行役員および

従業員であることを要する。

②権利を付与された者が死亡した場合は、取締役会に定める手続きに従い、相続を認めるものとする。

③権利行使の前日の当社普通株式の主たる取引所の終値が135,000円以上であることを要する。

３．新株予約権の譲渡は認めておりません。

４．新株予約権の目的となる株式の数とは、特別決議に基づく新株予約権付与契約における新株発行予定数から

既に発行した株数及び退職等による権利喪失分を消却した新株発行予定数を減じ、株式分割による調整を

行った数のことであります。

５．発行価格は、株式の分割および併合を行う場合には、次の算式により調整するものとする。調整による１円未

満の端数は切上げる。また、当社の合併、株式交換、会社分割等により、発行価格の調整を必要とする場合、取

締役会が適切と判断する発行価格に変更されるものとする。

調整後発行価格 ＝ 調整前発行価格　 ×
１

分割・併合の比率

６．資本組入額は、上記５．により発行価格が調整された場合は、調整後発行価格に0.5を乗じた金額とし、計算の

結果１円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。

７．目的となる株式の数は、株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整するものとする。ただ

し、かかる調整は本新株予約権のうち当該時点で権利行使又は消却していない新株予約権の目的となる株式

の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これのみを切り捨てるものとする。

また、当社の合併、株式交換、会社分割等により、目的となる株式の数の調整を必要とする場合、取締役会が適

切と判断する目的となる株式の数に変更されるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

８．平成16年8月25日開催の取締役会決議に基づき、平成16年11月22日をもって１株を２株に分割いたしました。

これにより新株予約権の目的となる株式の数並びに新株予約権の行使時の払込金額、株式の発行価格及び資

本組入額が調整されております。　
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　(b)平成16年９月21日取締役会決議分

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 　（注）１．                                    91

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 182

新株予約権の行使時の払込金額（円） 284,887

新株予約権の行使期間
平成17年12月20日から

平成21年12月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 284,887

資本組入額　 142,444

新株予約権の行使の条件 （注）２．

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３．

代用払込みに関する事項 　　　　　　　 　－

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  　　　　　　　　－

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、株式分割による調整の結果２株であります。

２．新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。

①権利を付与された者は、権利行使時において、当社ならびに当社子会社の取締役、監査役、執行役員および

従業員であることを要する。

②権利を付与された者が死亡した場合は、取締役会に定める手続きに従い、相続を認めるものとする。

③権利行使の前日の当社普通株式の主たる取引所の終値が135,000円以上であることを要する。

３．新株予約権の譲渡は認めておりません。

４．新株予約権の目的となる株式の数とは、特別決議に基づく新株予約権付与契約における新株発行予定数から

既に発行した株数及び退職等による権利喪失分を消却した新株発行予定数を減じ、株式分割による調整を

行った数のことであります。

５．発行価格は、株式の分割および併合を行う場合には、次の算式により調整するものとする。調整による１円未

満の端数は切上げる。また、当社の合併、株式交換、会社分割等により、発行価格の調整を必要とする場合、取

締役会が適切と判断する発行価格に変更されるものとする。

調整後発行価格 ＝ 調整前発行価格　 ×
１

分割・併合の比率

６．資本組入額は、上記５．により発行価格が調整された場合は、調整後発行価格に0.5を乗じた金額とし、計算の

結果１円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。

７．目的となる株式の数は、株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整するものとする。ただ

し、かかる調整は本新株予約権のうち当該時点で権利行使又は消却していない新株予約権の目的となる株式

の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これのみを切り捨てるものとする。

また、当社の合併、株式交換、会社分割等により、目的となる株式の数の調整を必要とする場合、取締役会が適

切と判断する目的となる株式の数に変更されるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

８．平成16年8月25日開催の取締役会決議に基づき、平成16年11月22日をもって１株を２株に分割いたしまし

た。これにより新株予約権の目的となる株式の数並びに新株予約権の行使時の払込金額、株式の発行価格及

び資本組入額が調整されております。
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②平成16年12月22日定時株主総会決議

平成17年12月14日取締役会決議分

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 4,150

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） 　　　　　　　　　　－

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 4,150

新株予約権の行使時の払込金額（円） 351,000

新株予約権の行使期間
平成17年12月14日から

平成22年12月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

　発行価額　　　351,000

　資本組入額　　175,500

新株予約権の行使の条件 （注）１．

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２．

代用払込みに関する事項  　　　　　　　－

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  　　　　　　　－

（注）１．新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。

①権利を付与された者は、権利行使時において当社ならびに当社の子会社の取締役、監査役、執行役員および

従業員であることを要する。

②権利を付与された者が死亡した場合は、取締役会に定める手続きに従い、相続を認めるものとする。

２．新株予約権の譲渡は認めておりません。

３．新株予約権の目的となる株式の数とは、特別決議に基づく新株予約権付与契約における新株発行予定数から

既に発行した株数及び退職等により権利喪失した新株発行予定数を減じた数のことであります。

４．発行価格は、株式の分割および併合を行う場合には、次の算式により調整するものとする。調整による１円未

満の端数は切上げる。また、当社の合併、株式交換、会社分割等により、発行価格の調整を必要とする場合、取

締役会が適切と判断する発行価格に変更されるものとする。

調整後発行価格 ＝ 調整前発行価格　 ×
１

分割・併合の比率

５. 資本組入額は、上記４．により発行価格が調整された場合は、調整後発行価格に0.5を乗じた金額とし、計算の

結果１円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。

 ６．目的となる株式の数は、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により調整するものとする。ただ

し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却していない新株予約権の目的となる株

式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これのみを切り捨てるものとす

る。また、当社の合併、株式交換、会社分割等により、目的となる株式の数の調整を必要とする場合、取締役会

が適切と判断する目的となる株式の数に変更されるものとする。

調整後株式数 ＝ 　　 調整前株式数　×　分割・併合の比率

　

　

　

　

(B)旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権（ストックオプション）の状況（株主総会決議日：平成13年12

月21日）は以下のとおりであります。

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 　                 　－

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  　　　　　　　　　　－

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
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第１四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の目的となる株式の数（株） 817

新株予約権の行使時の払込金額（円） 37,605

新株予約権の行使期間
平成16年１月１日から

平成23年12月21日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

　発行価額　　　37,605

　資本組入額　　37,605

新株予約権の行使の条件 （注）２．

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２．

代用払込みに関する事項 　　　  　　　 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　             －

　（注）１．「新株予約権の目的となる株式の数」は特別決議における新株発行予定数から権利喪失により発行しなく

なった株式数を減じ、株式分割による調整を行った数のことであります。

２．「新株予約権の行使の条件」及び「新株予約権の譲渡に関する事項」については「ストックオプション制

度の内容」をご参照ください。
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（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総

数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増

減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年11月20日

　※1
△3,000 112,391 － 2,915,314 － 317,892

平成20年12月30日　

　※2
－ 112,391 － 2,915,314 △317,892 －

 　※1　平成20年11月20日付の自己株式3,000株の消却によるものであります。

　 ※2　平成20年12月19日の株主総会決議において、資本準備金317,892千円を減少し、その他資本剰余金に振り替えること

を決議し、平成20年12月30日にその効力が発生したことによるものであります。

　　　　 

（５）【大株主の状況】

　　当第１四半期会計期間において大株主の異動は把握しておりません。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　5,688 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　106,703 106,703 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 112,391 － －

総株主の議決権 － 106,703 －

　

　

②【自己株式等】

　 平成20年12月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社アドバンス

クリエイト

大阪市中央区瓦町

三丁目５番７号
5,688 － 5,688 5.06

計 － 5,688 － 5,688 5.06

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年

10月 11月 12月

最高（円） 70,000 50,000 48,000

最低（円） 39,450 38,000 40,000

　（注）　最高・最低株価は、大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」におけるものであります。

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、ＫＤＡ監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,621,876 1,382,512

受取手形及び売掛金 981,317 1,323,414

繰延税金資産 152,548 109,537

その他 297,279 368,987

貸倒引当金 △604 △583

流動資産合計 3,052,417 3,183,869

固定資産

有形固定資産 ※1
 174,835

※1
 179,726

無形固定資産

のれん 230,730 234,087

広告実施権等 253,492 262,855

ソフトウエア 439,976 409,646

その他 2,943 2,882

無形固定資産合計 927,142 909,471

投資その他の資産

投資有価証券 317,699 112,981

保険積立金 ※2
 1,276,946

※2
 1,267,632

差入保証金 401,456 414,516

その他 265,613 270,142

投資その他の資産合計 2,261,716 2,065,273

固定資産合計 3,363,694 3,154,471

繰延資産

開業費 198,649 203,434

開発費 299,819 349,902

保険業法第113条繰延資産 411,876 285,585

その他 21,373 19,334

繰延資産合計 931,719 858,257

資産合計 7,347,831 7,196,598
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,669 18,632

短期借入金 1,842,400 1,713,400

賞与引当金 79,016 129,486

その他 639,622 660,029

流動負債合計 2,573,708 2,521,549

固定負債

社債 600,000 600,000

長期借入金 152,000 167,400

退職給付引当金 24,165 21,770

その他 83,654 27,363

固定負債合計 859,819 816,533

負債合計 3,433,528 3,338,082

純資産の部

株主資本

資本金 2,915,314 2,915,314

資本剰余金 750,878 1,228,400

利益剰余金 △138,750 △544,842

自己株式 △283,380 △432,840

株主資本合計 3,244,062 3,166,033

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,917 △1,585

評価・換算差額等合計 △4,917 △1,585

少数株主持分 675,158 694,068

純資産合計 3,914,303 3,858,516

負債純資産合計 7,347,831 7,196,598
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 ※1
 1,574,454

売上原価 ※2
 438,558

売上総利益 1,135,896

販売費及び一般管理費 ※3
 1,006,157

営業利益 129,738

営業外収益

受取利息及び配当金 2,390

その他 21,809

営業外収益合計 24,199

営業外費用

支払利息 9,846

開発費償却 43,568

保険業法第113条繰延資産償却 20,206

その他 11,435

営業外費用合計 85,056

経常利益 68,881

特別損失

店舗閉鎖損失 2,276

その他 7,150

特別損失合計 9,427

税金等調整前四半期純利益 59,454

法人税、住民税及び事業税 39,904

法人税等調整額 △39,569

法人税等合計 335

少数株主損失（△） △18,910

四半期純利益 78,029

EDINET提出書類

株式会社アドバンスクリエイト(E05280)

四半期報告書

18/26



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 59,454

減価償却費 64,458

のれん償却額 3,356

貸倒引当金の増減額（△は減少） 21

賞与引当金の増減額（△は減少） △50,470

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,395

受取利息及び受取配当金 △2,390

支払利息 9,846

繰延資産償却額 72,559

売上債権の増減額（△は増加） 349,228

仕入債務の増減額（△は減少） △5,962

その他 68,043

小計 570,539

利息及び配当金の受取額 2,098

利息の支払額 △9,238

法人税等の支払額 △60,723

店舗閉鎖による支出 △1,426

営業活動によるキャッシュ・フロー 501,249

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 △95,150

定期預金の払戻による収入 200,000

有形固定資産の取得による支出 △9,451

投資有価証券の取得による支出 △209,114

無形固定資産の取得による支出 △111,035

貸付けによる支出 △200,000

貸付金の回収による収入 309,257

保険積立金の積立による支出 △9,313

差入保証金の差入による支出 △4,333

差入保証金の回収による収入 8,060

保険業法第113条繰延資産の取得による支出 △142,918

繰延資産の取得による支出 △6,314

投資活動によるキャッシュ・フロー △270,313

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 350,000

短期借入金の返済による支出 △221,000

長期借入金の返済による支出 △15,400

配当金の支払額 △326

財務活動によるキャッシュ・フロー 113,273

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 344,209

現金及び現金同等物の期首残高 1,152,497

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,496,707
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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等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項

の変更

(１)連結の範囲の変更

株式会社アドバンスライフパートナーズは平成20年11月28日に

清算手続きが完了、解散したため、連結の範囲から除外していま

す。

Advance Create Reinsurance Incorporatedは平成20年11月５日に米

国ハワイ州において新たに出資設立をして子会社になったこと

から連結の範囲に含めています。

 (２)変更後の連結子会社の数

　　５社

２．会計処理基準に関する事

項の変更

リース取引に関する会計基準等の適用

　当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から平成19年３月30

日改正の「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員

会　企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員会　企業会計基準適用指針第16

号）を早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。

　 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外

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を引き続き採用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

　

【簡便な会計処理】

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法

　　　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２．固定資産の減価償却費の算定方法　

　　　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によってお

ります。

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

     該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年９月30日）

※１.　有形固定資産の減価償却累計額

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　188,337千円

※２. 担保に供している財産および偶発債務

　　　当社代表取締役 濱田佳治の借入金

　　402,000千円に対して、担保として差し入れた

　　保険積立金は404,399千円であります。

※１.　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　181,354千円　

※２.　　　　　　同左　

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

※１.　売上高のうち、保険代理店手数料収入は、1,521,792千

円、広告料収入は、38,944千円、損害保険料収入は、

13,717千円であります。

※２.　外注費他であります。　

※３.　販売費および一般管理費のうち主要な費目および金

額は次のとおりであります。

報酬給与　　　　　　　362,555千円

賞与引当金繰入額　  　 63,329千円

減価償却費　　　　　　 64,458千円　

地代家賃　　　　　　　113,791千円　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

　※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

　（平成20年12月31日現在）

（千円）　

　現金及び預金勘定                       1,621,876

　預入期間が３ヶ月を超える定期預金       △125,168

　 現金及び現金同等物　　　　　　　　　　 1,496,707
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成20年10月１日　至　

平成20年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　112,391株

　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　 5,688株

　

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

　

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。

　

　      ５．株主資本の著しい変動に関する事項

　　　　　　前連結会計年度末に比して、以下の通り株主資本の金額に著しい変動が認められます。

　（千円）

　 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高　 2,915,314 1,228,400 △544,842 △432,840 3,166,033

当第１四半期連結会計期

間末までの変動額
     

その他資本剰余金からそ

の他利益剰余金への振替
－ △328,062 328,062 － －

四半期純利益　 － － 78,029 － 78,029

自己株式の消却 － △149,460 － 149,460 －

当第１四半期連結会計期

間末までの変動額合計
－ △477,522 406,091 149,460 78,029

当第１四半期連結会計期

間末残高
2,915,314 750,878 △138,750 △283,380 3,244,062
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）

 
保険代理店事
業（千円）

広告代理店事
業（千円）

損害保険事
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
1,521,792 38,944 13,717 1,574,454 － 1,574,454

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
2,103 17,632 － 19,735 (△19,735) －

計 1,523,895 56,577 13,717 1,594,190 (△19,735) 1,574,454

営業利益又は営業損失

（△）
124,489 1,770 △1,518 124,741 4,996 129,738

　（注）１．事業区分の方法

　経営の実態が具体的かつ適切に開示できるよう、事業を区分しております。

２．各事業区分の内容

保険代理店事業　生命保険および損害保険の代理店業。

広告代理店事業　ポスティング、新聞、セールスプロモーションその他広告業務取扱いおよび企画、制作な

らびにマーケティング等サービス活動。

　　　　　　  損害保険事業  　損害保険業。

　

【所在地別セグメント情報】

該当事項はありません。

　

【海外売上高】

該当事項はありません。　

　

（有価証券関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）

前連結会計年度の末日に比べて著しい変動はありませんので、記載しておりません。

　

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）

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。　

　

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

該当事項はありません。　
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年９月30日）

１株当たり純資産額 30,356.65円 １株当たり純資産額 29,656.59円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 731.27円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
730.34円

　（注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半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。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益（千円） 78,029

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 78,029

期中平均株式数（株） 106,703

　  

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額  

普通株式増加数（株） 137

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

　                   －

（重要な後発事象）

　     該当事項はありません。

 

（リース取引関係）

当第１四半期連結会計期間におけるリース取引残高は、前連結会計年度末に比して著しい変動が認められないた

め、記載しておりません。　

　

２【その他】

該当事項はありません。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年２月13日

株式会社アドバンスクリエイト

取締役会　御中

ＫＤＡ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 毛利　優　　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 関本　亨　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アドバンス

クリエイトの平成20年10月１日から平成21年９月30日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年10月１日

から平成20年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アドバンスクリエイト及び連結子会社の平成20年12月31日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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