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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３四半期
連結累計期間

第15期
第３四半期
連結累計期間

第14期
第３四半期
連結会計期間

第15期
第３四半期
連結会計期間

第14期

会計期間

自平成20年
10月１日
至平成21年
６月30日

自平成21年
10月１日
至平成22年
６月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
６月30日

自平成22年
４月１日
至平成22年
６月30日

自平成20年
10月１日
至平成21年
９月30日

売上高（千円） 4,662,7364,957,5031,558,7221,698,4606,491,309

経常利益（千円） 134,897 212,884 19,719 62,658 459,411

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）（千円）
61,251 221,391△10,817 84,010 304,770

純資産額（千円） － － 3,703,6004,411,6474,163,743

総資産額（千円） － － 6,992,1168,740,1527,554,953

１株当たり純資産額（円） － － 28,850.8030,717.3031,879.47

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は四半期純損失金額（△）

（円）

574.91 2,019.41△101.70 767.73 2,857.27

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
541.35 2,010.41 － 764.56 2,851.10

自己資本比率（％） － － 43.9 38.5 46.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
774,544 19,177 － － 1,179,845

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△668,303△681,627 － － △889,978

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△469,004 631,921 － － △183,620

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 790,2501,228,8891,259,143

従業員数（人） － － 335 313 300

　（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. 第14期第３四半期連結会計期間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、潜在株式

は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。　
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。

　なお、株式会社アドバンスリスクマネジメントは平成22年４月１日に当社に吸収合併されたことにより、また、株式

会社アドバンスメディアマーケティングは平成22年４月１日に株式会社保険市場に吸収合併されたことにより、それ

ぞれ消滅しております。　

 

３【関係会社の状況】

　　　当第３四半期連結会計期間において、次の連結子会社が合併により消滅しております。

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の所有割
合(％)

関係内容

（連結子会社）
株式会社アドバ
ンスリスクマネ
ジメント
（注）２

大阪市中央区 80 保険代理店事業　
100
　

役員兼務あり。

資金貸付あり。

（連結子会社）
株式会社アドバ
ンスメディア
マーケティング
（注）３

大阪市中央区 60 広告代理店事業
100
　

役員兼務あり。

資金貸付あり。

　

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

２．株式会社アドバンスリスクマネジメントは平成22年４月１日付で当社との合併により消滅しております。

３．株式会社アドバンスメディアマーケティングは平成22年４月１日付で株式会社保険市場との合併により消滅

しております。　

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成22年６月30日現在

従業員数（人） 313 (37)

（注）従業員数は、就業人員（当社グループ外からの出向者及び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、当第３四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22年６月30日現在

従業員数（人） 294 (29)

（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、当第３四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３四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３四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

前年同期比（％）

保険代理店事業（千円） 1,607,546 109.5

広告代理店事業（千円） 47,570 73.7

損害保険事業（千円） 34,219 159.3

再保険事業（千円） 9,123 218.3

合計（千円） 1,698,460 109.0

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

　　　　２．金額には消費税等は含まれておりません。 

　　　　３．主な相手先別の売上実績及び総売上実績に対する割合は次のとおりであります。 

相手先

前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

アメリカン・ライフ・インシュアランス・

カンパニー
247,186 15.9 361,241 21.3

東京海上日動あんしん生命保険株式会社 289,863 18.6 347,881 20.5

あいおい生命保険株式会社 95,168 6.1 245,726 14.5

オリックス生命保険株式会社 159,935 10.3 138,982 8.2

アメリカンファミリー生命保険会社 180,502 11.6 84,226 5.0

 　　　 

(2）仕入（外注）実績

　当第３四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３四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

前年同期比（％）

保険代理店事業（千円） 535,965 139.3

広告代理店事業（千円） 15,217 21.5

合計（千円） 551,183 121.0

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

　　　　２．金額には消費税等は含まれておりません。 

　

２【事業等のリスク】

　当第３四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。　
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３【経営上の重要な契約等】

保険代理店事業　

　　当第３四半期連結会計期間において保険代理店委託契約を締結した損害保険会社及び少額短期保険会社は次のと

おりであります。当該契約の概要は、保険契約の締結の代理または媒介を行い、契約に至ったものにつき代理店手数

料を受けるというものです。

　

　エクセルエイド少額短期保険株式会社（注１）

アクサ損害保険株式会社（注２）
　

（注１）契約の有効期間は１年間であり、期間満了の60日前までに当事者から書面による別段の意思表示が無い限

り１年間自動延長され、以降も同様です。当事者の一方の60日前の文書による予告により解約できます。

（注２）契約の有効期間は無期限であり、当事者の双方の合意若しくは当事者の一方の60日前の文書による予告に

より解約できます。

 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）業績の状況

　当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、新興国の経済成長と経済対策の効果等に支えられ、企業業績や

個人消費に緩やかながら回復の兆しが見られます。 

　しかし、設備投資の減少、雇用情勢は依然として厳しく、欧州の財政危機や米国経済の下振れ懸念等による円高の影

響もあり、実体経済は先行きの不透明感が拭えない状況にあります。　

　このような状況の下、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

を基本方針とし、あらゆる保険ニーズに対応できるプラットホーム化を推進し、お客様のニーズに機敏に対応してま

いりました。

　当社の基幹である日本最大級の保険比較サイト「保険市場（ほけんいちば）」は、インターネット活用の購買行動

が一般化する中で、「保険のプラットホーム」として圧倒的多数のお客様にご利用いただいており、本サイトより、

多岐にわたる「保険情報」の提供と合わせ「資料請求・来店予約・契約締結」等の機能を提供し、新規保険契約の

増加に繋げております。直近では、消費者動向を反映し、インターネットで保険契約が完結するネット完結型商品の

実績が著しい伸びを示しております。（年間収入保険料換算ベース：前年同期比12.9％増）

　来店型店舗の「保険市場（ほけんいちば）」につきましては、３大都市圏のターミナル立地での展開と商業施設内

の既存店のブラッシュアップを進め、お客様志向の徹底した社員教育の下、多様化するお客様ニーズを捉え、堅調な

業績を挙げております。

　また、パソコンや携帯電話を利用した資料請求やテレマーケティング部門の強化に伴う問合せ・相談が着実に増加

しておりますので、その情報をベースとして、元受保険会社及び他の保険代理店と協同して対応する「協業」戦略の

さらなる拡大強化を図っております。

　さらに、お客様のニーズに機敏に対応できる体制の強化を図るべく取扱保険会社の拡大も進め、当第３四半期連結

会計期間末現在において、生命保険会社30社、損害保険会社27社、少額短期保険会社11社の計68社の保険会社と代理

店委託契約を締結しております。　

以上の取組みにより、当第３四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３四半期連結会計期

間末の保有契約件数につきましても374千件（前連結会計年度末比14.2％増）となりました。

  この結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は1,698百万円（前年同期比9.0％増）、営業利益は141百万円（前

年同期比31.3％増）、経常利益は62百万円（前年同期比217.8％増）、四半期純利益は84百万円（前年同期は四半期

純損失10百万円）となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

　保険代理店事業におきましては、上述の展開により当第３四半期連結会計期間の営業収益は1,607百万円（前年同

期比9.5％増）、営業利益は145百万円（前年同期比15.9％増）となりました。

　広告代理店事業におきましても、上記「保険市場（ほけんいちば）」のブランド力向上を背景に、Webマーケティン

グ手法をベースとした営業を行い、従来からの紙媒体の広告提案から、インターネット広告へのシフトを図っており

ます。この結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は47百万円（前年同期比26.3％減）、営業利益は0百万円（前年

同期は営業損失9百万円）となりました。

　損害保険事業におきましては、新規契約獲得に向け、代理店の拡大、顧客サービス体制の充実等、販売・サービス共

に営業体制の拡充を図り、当第３四半期連結会計期間の売上高は34百万円（前年同期比59.3％増）、営業利益は0円

（前年同期は営業損失0百万円）となりました。

　再保険事業におきましては、当第３四半期会計期間の売上高は9百万円（前年同期比118.3％増）、営業損失は4百万

円（前年同期は営業損失1百万円）となりました。  
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（2）資産、負債及び純資産の状況

  当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末に比べ総資産は1,185百万円増加し8,740百万円、負

債は937百万円増加の4,328百万円、純資産は247百万円増加の4,411百万円となりました。

　資産の増加の主な要因は、受取手形及び売掛金の増加807百万円であります。負債の増加の主な要因は、短期借入金

の増加785百万円であります。また、純資産の増加の主な要因は少数株主持分の増加390百万円であります。

 

（3）キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結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。）は、第２四半期連結会計期間

末に比べ249百万円増加し、1,228百万円（前年同四半期末残高790百万円）となりました。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）

　当第３四半期連結会計期間においては、減価償却費84百万円（前年同期は減価償却費76百万円）等により、営業活

動の結果獲得した資金は89百万円（前年同期は243百万円の収入）となりました。　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四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、保険業法第113条繰延資産の取得による支出

112百万円（前年同期は125百万円の支出）等があり、109百万円の支出（前年同期は445百万円の支出）となりまし

た。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結会計期間における財務活動の結果、少数株主からの払込による収入496百万円等により、269百万

円の収入（前年同期は137百万円の支出）となりました。 

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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、重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。 

 

(5) 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３四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３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の除却を完了し

ております。除却した重要な設備は、次のとおりであります。

所在地
(事業所名) 

事業の種類別セグメント
の名称

設備の内容
帳簿価額
(千円) 

 
完了年月

北海道・東北地区

(札幌元町店) 
保険代理店事業

営業用内装設備及び事務所

保証金
2,498 平成22年4月

関東地区

(町田東急ツインズ店他１店) 
　　　 〃 　　　　〃 6,571 平成22年4月

中国・九州地区

(那覇メインプレイス店) 
　　　 〃 　　　　〃 3,462 平成22年5月

　

　なお、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３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成22年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年８月16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22年８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】

　　　　新株予約権及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。　

平成16年12月22日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） 390

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） 390

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並びに当社の子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業

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分を消却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、株式の分割及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

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

 9/30



(B)会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成21年11月13日取締役会決議分　

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） 　                 　5,000

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） 5,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 50,772

新株予約権の行使期間
平成21年12月８日から

平成26年12月７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　　　51,184

　資本組入額　　25,592

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新株予約権者の相続は認めておりません。

②割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場に

おける当社普通株式の普通取引終値が一度でも権利行使価額に40％（但し、下記３．に準じて取締役会に

より適切に調整されるものとする。）を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本

新株予約権を権利行使価額の75％（但し、下記３．に準じて取締役会により適切に調整されるものとす

る。）の価額で満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときは

この限りではない。

(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合

(b) 当社が法令や株式会社大阪証券取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していな

　　　　　　　　　　

　　かったことが判明した場合

(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事　　

　

　　情に大きな変更が生じた場合

(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合

２．本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

３．当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数

は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額　×
１

分割・併合の比率

　また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合（新株

予約権の行使に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合を除く）は、次の算式によ

り行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

　    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 分割・新規発行前の株価

    既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

　なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係

る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式

数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
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　さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価

額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものと

する。

　行使価額は、株式の分割及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

満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

　また、新株予約権の割当て後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合、

（新株予約権または新株予約権が付された証券の行使により新株式を発行もしくは交付する場合を除

く。）、上記の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

　なお、自己株式の処分の場合には、上記の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「自己

株式数」は「処分前自己株式数」とそれぞれ読み替える。

　

(C)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３四半期会計期間末現在
（平成22年６月30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

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１． 552

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）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も当社の取締役又は使用人であることを要する。また、権利を

付与された者が死亡した場合、相続人は権利を行使することはできない。

②権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることができない。

③この他、権利行使の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する権

利付与契約による。

３．新株予約権を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることができない。 
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

 

（５）【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22年４月１日～

平成22年６月30日
－ 112,391 － 2,915,314 － 16,005

  

（６）【大株主の状況】

　当第３四半期会計期間において大株主の異動はありません。  

　

　

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成22年６月30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   2,963 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 109,428 109,428 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 112,391 － －

総株主の議決権 － 109,428 －

 

②【自己株式等】

 平成22年６月30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
2,963    － 2,963 2.64

計 － 2,963   － 2,963 2.64
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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21年
10月

11月 12月
平成22年
１月

２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高（円） 53,90050,80057,80064,90061,70054,50059,40058,00054,000

最低（円） 48,00046,10048,50057,80051,40049,65050,40051,50051,000

　（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日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。

役職の異動

　新役名 　新職名 　旧役名 　旧職名 　氏名 　異動年月日

　取締役　

　常務執行役員　

マーケティング・

営業統括本部長

　取締役

　常務執行役員　

マーケティング・

営業統括本部長　兼

　営業部長

　堀　了太 　平成22年2月1日
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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。

　なお、前第３四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成20年10月１日から平成21年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年10月１日から

平成22年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則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、前第３四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平

成21年６月30日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成20年10月１日から平成21年６月30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、当第３四半期連結会計期間（平成22

年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年10月１日から平成22年６月30日

まで）に係る四半期連結財務諸表について、大阪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３四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,331,908 1,309,769

受取手形及び売掛金 2,183,539 1,376,471

繰延税金資産 187,664 187,664

その他 196,844 226,934

貸倒引当金 △81 △2,141

流動資産合計 3,899,874 3,098,697

固定資産

有形固定資産 ※1
 332,769

※1
 210,904

無形固定資産

のれん 173,933 203,940

広告実施権等 197,312 225,402

ソフトウエア 259,332 388,377

その他 256,614 61,757

無形固定資産合計 887,193 879,478

投資その他の資産

投資有価証券 199,249 335,159

保険積立金 1,338,744 1,311,454

差入保証金 530,809 393,578

その他 280,359 283,174

投資その他の資産合計 2,349,163 2,323,366

固定資産合計 3,569,126 3,413,749

繰延資産

開業費 129,810 167,514

開発費 50,184 106,262

保険業法第113条繰延資産 1,062,270 730,771

その他 28,886 37,957

繰延資産合計 1,271,151 1,042,506

資産合計 8,740,152 7,554,953
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,640 14,060

短期借入金 1,685,000 900,000

賞与引当金 185,557 119,842

店舗閉鎖損失引当金 18,051 8,598

その他 1,147,467 1,052,397

流動負債合計 3,042,716 2,094,899

固定負債

社債 780,000 1,020,000

長期借入金 5,700 75,000

退職給付引当金 54,491 32,630

その他 445,597 168,680

固定負債合計 1,285,788 1,296,310

負債合計 4,328,505 3,391,209

純資産の部

株主資本

資本金 2,915,314 2,915,314

資本剰余金 615,018 618,507

利益剰余金 △19,703 87,990

自己株式 △155,243 △122,193

株主資本合計 3,355,386 3,499,619

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,946 5,942

評価・換算差額等合計 5,946 5,942

新株予約権 2,060 －

少数株主持分 1,048,254 658,181

純資産合計 4,411,647 4,163,743

負債純資産合計 8,740,152 7,554,953
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成21年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成22年６月30日)

売上高 ※1
 4,662,736 4,957,503

売上原価 ※2
 1,361,828 1,604,736

売上総利益 3,300,908 3,352,767

販売費及び一般管理費 ※3
 2,931,974

※3
 2,891,980

営業利益 368,934 460,786

営業外収益

受取利息及び配当金 6,176 4,127

その他 45,565 28,684

営業外収益合計 51,742 32,811

営業外費用

支払利息 27,701 33,437

開発費償却 130,704 56,078

保険業法第113条繰延資産償却 70,165 129,009

その他 57,207 62,188

営業外費用合計 285,779 280,713

経常利益 134,897 212,884

特別利益

持分変動利益 － 38,631

投資有価証券売却益 － 34,511

保険解約返戻金 － 24,032

その他 － 2,060

特別利益合計 － 99,235

特別損失

投資有価証券評価損 19,705 －

固定資産除却損 20,146 32,436

店舗閉鎖損失 48,457 ※4
 52,191

投資有価証券売却損 － 44,810

その他 12,414 1,791

特別損失合計 100,725 131,229

税金等調整前四半期純利益 34,171 180,890

法人税、住民税及び事業税 64,542 25,400

法人税等調整額 △32,495 －

法人税等合計 32,046 25,400

少数株主損失（△） △59,125 △65,901

四半期純利益 61,251 221,391
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

売上高 ※1
 1,558,722 1,698,460

売上原価 ※2
 455,653 551,183

売上総利益 1,103,069 1,147,277

販売費及び一般管理費 ※3
 995,438

※3
 1,005,908

営業利益 107,630 141,368

営業外収益

受取利息及び配当金 1,389 817

その他 9,287 7,723

営業外収益合計 10,676 8,541

営業外費用

支払利息 8,850 12,589

開発費償却 43,568 18,320

保険業法第113条繰延資産償却 22,063 39,359

その他 24,105 16,980

営業外費用合計 98,587 87,251

経常利益 19,719 62,658

特別利益

持分変動利益 － 38,631

投資有価証券売却益 － 34,511

その他 － 900

特別利益合計 － 74,043

特別損失

固定資産除却損 7,610 2,644

店舗閉鎖損失 19,446 ※4
 20,174

投資有価証券売却損 － 44,810

その他 5,280 1,791

特別損失合計 32,338 69,420

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△12,618 67,281

法人税、住民税及び事業税 12,476 7,742

法人税等調整額 657 －

法人税等合計 13,134 7,742

少数株主損失（△） △14,936 △24,471

四半期純利益又は四半期純損失（△） △10,817 84,010
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成21年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成22年６月30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 34,171 180,890

減価償却費 207,544 236,794

のれん償却額 10,070 24,612

保険業法第113条繰延資産償却額 70,165 129,009

繰延資産償却額 169,881 106,499

貸倒引当金の増減額（△は減少） 457 △2,060

賞与引当金の増減額（△は減少） 53,717 65,714

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,044 21,861

受取利息及び受取配当金 △6,176 △4,127

支払利息 27,701 33,437

持分変動損益（△は益） － △38,631

売上債権の増減額（△は増加） 106,997 △778,575

仕入債務の増減額（△は減少） △1,270 －

未払金の増減額（△は減少） 67,726 △2,818

その他 154,693 129,421

小計 904,723 102,028

利息及び配当金の受取額 6,799 4,844

利息の支払額 △30,756 △30,792

法人税等の支払額 △62,585 △50,705

店舗閉鎖による支出 △43,636 △30,230

その他の収入 － 24,032

営業活動によるキャッシュ・フロー 774,544 19,177

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 △245,538 △241,526

定期預金の払戻による収入 350,079 173,132

有形固定資産の取得による支出 △65,185 △38,428

投資有価証券の取得による支出 △343,558 －

投資有価証券の売却及び償還による収入 200,652 116,863

無形固定資産の取得による支出 △182,948 △107,162

貸付けによる支出 △220,000 －

貸付金の回収による収入 336,417 －

保険積立金の積立による支出 △25,656 △25,858

差入保証金の差入による支出 △84,609 △177,525

差入保証金の回収による収入 66,425 33,422

保険業法第113条繰延資産の取得による支出 △398,233 △432,757

繰延資産の取得による支出 △6,701 －

その他 △49,446 18,212

投資活動によるキャッシュ・フロー △668,303 △681,627
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成21年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成22年６月30日)

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 750,000 1,351,321

短期借入金の返済による支出 △821,000 △566,321

長期借入金の返済による支出 △69,300 △69,300

社債の償還による支出 △150,000 △240,000

自己株式の取得による支出 △19,979 △46,504

配当金の支払額 △158,724 △305,653

少数株主からの払込みによる収入 － 496,353

その他 － 12,025

財務活動によるキャッシュ・フロー △469,004 631,921

現金及び現金同等物に係る換算差額 516 273

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △362,246 △30,254

現金及び現金同等物の期首残高 1,152,497 1,259,143

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 790,250

※
 1,228,889

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

20/30



【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３四半期連結累計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成22年６月30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リスクマネジメントは平成22年４月１日に当社に吸収合

併されたことにより、また、株式会社アドバンスメディアマーケティングは平

成22年４月１日に株式会社保険市場に吸収合併されたことにより、それぞれ

消滅しております。

  (２)変更後の連結子会社の数

　　３社

 

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成22年６月30日）

（四半期連結損益計算書）

　前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました特別損失の「投資有価証券評価損」（当第３四半期連

結累計期間の残高1,791千円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当第３四半期連結累計期間では、特別損失の「そ

の他」として掲記することとしました。

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

　前第３四半期連結累計期間において、区分掲記していた営業活動によるキャッシュ・フローの「仕入債務の増減額

（△は減少）」（当第３四半期連結累計期間の残高△7,420千円）は、当四半期連結会計期間末に金額的重要性を再検

討した結果、金額の重要性が乏しく今後も同様に推移すると考えられるため、当第３四半期連結累計期間では、「その

他」として掲記することとしました。

　前第３四半期連結累計期間において、区分掲記していた投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券の取得

による支出」（当第３四半期連結累計期間の残高△187千円）及び「貸付金の回収による収入」（当第３四半期連結

累計期間の残高18,399千円）は、当四半期連結会計期間末に金額的重要性を再検討した結果、金額の重要性が乏しく今

後も同様に推移すると考えられるため、当第３四半期連結累計期間では、「その他」として掲記することとしました。

　

【簡便な会計処理】

１．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。

２．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　　　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によってお

ります。

　　　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に、経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著

しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測及びタックス・プランニン

グを利用しております。　

 

【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３四半期連結会計期間末
（平成22年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年９月30日）

※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　

 225,464千円  210,850千円

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年６月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成22年６月30日）

※１.　売上高のうち、保険代理店手数料収入は、4,425,605

千円、広告料収入は、181,957千円、損害保険料収入は、

50,992千円、再保険料収入は4,180千円、であります。

１.　　　　　　　　―――――　　　　　　　　　　

※２.　外注費他であります。 ２.　　　　　　　　―――――

※３.　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。

※３.　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。

報酬給与 1,085,401千円

賞与引当金繰入額 175,146千円

減価償却費 207,544千円

地代家賃 327,288千円

報酬給与 1,029,912千円

賞与引当金繰入額 171,808千円

退職給付引当金繰入額 27,244千円

　 　　

４．　　　　　　　　―――――　

　

※４．店舗閉鎖損失には店舗閉鎖損失引当金繰入額18,051

千円が含まれております。　

前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

※１.　売上高のうち、保険代理店手数料収入は、1,468,483

千円、広告料収入は、64,575千円、損害保険料収入は、21,483

千円、再保険料収入は4,180千円であります。

１.　　　　　　　　―――――

※２.　外注費他であります。 ２.　　　　　　　　―――――

※３.　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。

※３.　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。

報酬給与 369,832千円

賞与引当金繰入額 61,037千円

減価償却費 76,131千円

地代家賃 103,635千円

報酬給与 373,427千円

賞与引当金繰入額 63,018千円

退職給付引当金繰入額 12,576千円

　 　　

４．　　　　　　　　―――――　

　

※４．店舗閉鎖損失には店舗閉鎖損失引当金繰入額7,104

千円が含まれております。　
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年６月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成22年６月30日）

　※現金及び現金同等物の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　

　※現金及び現金同等物の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　

　（平成21年６月30日現在）

（千円）

　（平成22年６月30日現在）

（千円）

 現金及び預金勘定  915,724

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金等  △125,473

 現金及び現金同等物  790,250

 現金及び預金勘定 1,331,908

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金等  △103,018

 現金及び現金同等物 1,228,889

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年10月１日　至　

平成22年６月30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　 2,963株

 

３．新株予約権等に関する事項　

平成21年新株予約権 

　　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　　　　5,000株

　　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　2,060千円

 

４．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 配当の原資 

平成21年11月13日

取締役会
普通株式 164,9441,500 平成21年9月30日 平成21年12月21日利益剰余金

平成22年5月14日

取締役会
普通株式 164,1421,500 平成22年3月31日 平成22年6月14日利益剰余金

 

５．株主資本の著しい変動に関する事項

　該当事項はありません。
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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21年４月１日　至 平成21年６月30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）

再保険事業
（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

1,468,48364,575 21,483 4,1801,558,722 － 1,558,722

(2）セグメン

ト間の内

部売上高

又は振替

高

29,582 36,662 － － 66,244(66,244) －

計 1,498,065101,23721,483 4,1801,624,966(66,244) 1,558,722

営業利益又は営

業損失（△）
125,920△9,843 △211 △1,876 113,989△6,359 107,630

　

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年４月１日　至 平成22年６月30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）

再保険事業
（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

1,607,54647,570 34,219 9,1231,698,460 － 1,698,460

(2）セグメン

ト間の内

部売上高

又は振替

高

25,900 12,731 － － 38,631(38,631) －

計 1,633,44660,302 34,219 9,1231,737,092(38,631) 1,698,460

営業利益又は営

業損失（△）
145,935 670 － △4,362 142,243 △874 141,368

　

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日　至 平成21年６月30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）

再保険事業
（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

4,425,605181,95750,992 4,1804,662,736 － 4,662,736

(2）セグメン

ト間の内

部売上高

又は振替

高

58,274 92,092 － － 150,366(150,366) －

計 4,483,880274,04950,992 4,1804,813,102(150,366) 4,662,736

営業利益又は営

業損失（△）
382,584 8,477 △664 △3,469 386,927△17,993368,934
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当第３四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日　至 平成22年６月30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）

再保険事業
（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

4,685,182159,57192,252 20,4974,957,503 － 4,957,503

(2）セグメン

ト間の内

部売上高

又は振替

高

87,745 71,273 － － 159,018(159,018) －

計 4,772,927230,84492,252 20,4975,116,522(159,018) 4,957,503

営業利益又は営

業損失（△）
482,528△3,266 26 △16,608462,680△1,893 460,786

　（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　生命保険及び損害保険の代理店業。

広告代理店事業　Webプロモーションその他広告業務取扱い及び企画、制作並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。

再保険事業 　　 再保険業。

　

【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21年４月１日　至平成21年６月30日）及び当第３四半期連結会計期間（自平成

22年４月１日　至平成22年６月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。

　

　前第３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日　至平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成

21年10月１日　至平成22年６月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。

　

【海外売上高】

　前第３四半期連結会計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）及び当第３四半期連結会計期間（自平

成22年４月１日　至平成22年６月30日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

　

　前第３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日　至平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成21年10月１日　至平成22年６月30日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（有価証券関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）

　企業集団の事業の運営において重要であり、かつ、四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の

末日に比べて著しい変動が認められるものがないため、記載しておりません。　

　

　

（デリバティブ取引関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成22年６月30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３四半期連結会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

該当事項はありません。　

 

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成22年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年９月30日）

１株当たり純資産額 30,717.30円 １株当たり純資産額 31,879.47円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年６月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成22年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 574.91円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
541.35円

１株当たり四半期純利益金額 2,019.41円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
2,010.41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。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年６月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成22年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（千円） 61,251 221,391

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） 61,251 221,391

期中平均株式数（株） 106,541 109,632

　 　 　

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） 205 491

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

 

 －

 

 －
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 101.70円

なお、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、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 767.73円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
764.56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。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △10,817 84,010

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又は四半期純損失

（△）（千円）
△10,817 84,010

期中平均株式数（株） 106,363 109,428

　 　 　

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）      －      453

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３四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】

平成22年５月14日開催の取締役会において、四半期配当に関し、次のとおり決議いたしました。　

　
 
（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 配当の原資 

平成22年５月14日

取締役会
普通株式 164,142 1,500 平成22年３月31日 平成22年６月14日利益剰余金
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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８月14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　享　　　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３四半期連結会計期間（平成21年４月１日

から平成21年６月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年10月１日から平成21年６月30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21年６月30日現在

の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連

結累計期間のキャッシュ・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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年８月12日

株式会社アドバンスクリエイト

取締役会　御中

大阪監査法人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 坂東　和宏　　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 加藤　功士　　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21年10月１日から平成22年９月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成22年４月１日

から平成22年６月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年10月１日から平成22年６月30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22年６月30日現在

の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連

結累計期間のキャッシュ・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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