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1. 平成20年12月期第3四半期の連結業績（平成20年1月1日～平成20年9月30日）

 (1) 連結経営成績

売上高 営業利益 経常利益
第３四半期
(当期)純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期第３四半期 5,906 6.3 770 17.5 772 22.1 438 27.8
19年12月期第３四半期 5,558 － 655 － 632 － 342 －

19年12月期 8,184 28.8 1,361 58.5 1,332 55.2 743 60.2

１株当たり第３四半期
(当期)純利益

潜在株式調整後
１株当たり第３四半期

(当期)純利益
円 銭 円 銭

20年12月期第３四半期 3,239 87 － －
19年12月期第３四半期 2,721 34 － －

19年12月期 5,882 72 － －

 (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12月期第３四半期 4,253 3,448 81.1 25,555 44
19年12月期第３四半期 3,554 2,062 58.0 16,371 36

19年12月期 5,013 3,326 66.4 24,551 21

 (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12月期第３四半期 432 △422 △482 1,196

19年12月期第３四半期 410 △706 △88 848

19年12月期 937 △794 292 1,668

－ 1 －



  

 
（注）20年12月期第1四半期配当金の内訳 普通配当 315円00銭 記念配当 210円00銭 
   20年12月期中間期配当金の内訳   普通配当 472円20銭 記念配当 314円80銭 
   20年12月期第3四半期配当金の内訳 普通配当 185円40銭 記念配当 123円60銭 
    

(％表示は、対前期増減率) 

 
  

  

 
  [(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。] 
    
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
   本書に記載されている連結業績予想は、本書提出日現在において最も蓋然性が高い内容と認識 
  しておりますが、経済の不透明性が増す中、多分に不確実な要素を含んでいるため、実績数値が 
  予想数値と異なる場合があることをお含みおきください。 
   また、業績予想の背景、前提条件につきましては５ページに記載しております【定性的情報・  
  財務諸表】3．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

  

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年12月期 - - 655 00 163 00 947 00 1,765 00

20年12月期（実績） 525 00 787 00 309 00 － － － －

20年12月期（予想） － － － － － － 1,637 00 3,258 00

3. 平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

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 8,790 7.4 1,570 15.3 1,570 17.9 880 18.4 6,508 42

4. その他

 (1) 期中における重要な子会社の異動(連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無
： 有

 (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 ： 無
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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わが国経済は、米国で発生したサブプライムローン問題に端を発する
世界的な金融・資本市場の混乱、原油価格の高騰、穀物価格の高騰等の影響により、多くの企業の業績が軟
調に推移しました。当社の顧客企業においても、中堅・中小企業を中心に各種予算の縮小が見られました。
しかし、中長期的には、少子高齢化による就労人口の減少や、個人の価値観多様化の流れを受け、重要な経
営資源である「人」や、人の「モチベーション」というテーマへの注目は高まっており、多くの企業で重要
な経営課題として捉えられている状況に変わりはないと考えております。 
 このような環境のもと、当期の当企業グループは、「データベース商品の販売強化」「ブランドマネジメ
ント事業の強化」「拠点展開による顧客開拓」を成長戦略と位置づけております。第３四半期連結会計期間
においては、いずれの戦略も順調に推移し、データベース診断・ブランドマネジメント事業・東海地域の売
上・利益は大幅に伸長いたしました。 
 結果といたしまして、当第３四半期連結会計期間における連結売上高は5,906,736千円（前年同四半期比
106.3%）、売上総利益3,595,167千円（同106.8%）、営業利益770,504千円（同117.5%）、経常利益772,138
千円（同122.1％）、および第3四半期純利益は438,332千円（同127.8％）となりました。 
 当企業グループ全体として、平成20年12月期第1四半期決算発表時に公表した業績予測を売上高および全
ての段階利益において達成しております。 
  
当第３四半期連結会計期間における事業領域別の概況は以下のとおりであります。 
  
（モチベーションマネジメント事業） 
 当該事業領域における当第３四半期連結会計期間における売上高は2,443,266千円（前年同四半期比
96.6%）、売上総利益は1,796,391千円（同96.6％）となりました。 
当該事業領域では、社員のモチベーション向上を目的とした教育研修、人事制度、組織風土など組織戦略の
立案と実行支援に関するサービスを提供しております。当該事業領域については、不況下における中堅・中
小企業を中心とした人事・研修関連予算の縮小の影響を受け、当第３四半期の売上高は前年を下回る結果と
なりました。このような環境変化を見据え、当年7月より、中堅・中小企業から大手企業へと営業人員をシ
フトしましたが、この結果は今後、結実してくると考えております。 
  
（エントリーマネジメント事業） 
 当該事業領域における当第３四半期連結会計期間における売上高は1,895,364千円（前年同期比
107.4％）、売上総利益は1,106,133千円（同115.3％）となりました。 
 当該事業領域では、採用シーンにおいてベストマッチを実現することを目的とした採用戦略の立案と実行
支援に関するサービスを提供しております。当該事業領域においては、一部の業界で新卒採用人数を抑制す
る動きがございますが、大手企業を中心に、少子化を背景とする優秀な人材の獲得競争は依然として激し
く、顧客企業の採用手法は更に複雑化・高度化している状況です。当社では、大手企業に対する営業強化に
向けて、営業人員をシフトすると共に、プロダクトアウト型の商品提案ではなく、顧客の上流の課題を解決
するためのマーケットイン型の総合提案へと営業手法を見直しました。これらの取り組みが奏功し、当年７
－９月の経営成績は前年と比べ、売上高125.0％、売上総利益147.6%と大幅に続伸しました。 
  
（ブランドマネジメント事業） 
 当該事業領域における当第３四半期連結会計期間における売上高は954,942千円（前年同四半期比
136.6%）、売上総利益は571,949千円（同142.3％）となりました。 
 （平成20年7月25日に株式取得した株式会社日本インベスターズサービスの６－９月期の売上高55,768千
円、売上総利益25,935千円を含んでいます。） 
 当該事業領域では、ブランドイメージの明確化と浸透を目的としたマーケティング活動、IR活動等、ブラ
ンド戦略の立案と実行支援に関するサービスを提供しております。当第３四半期は個人の価値観や消費動向
についての「データベース」や「インターネットリサーチ」、それに基づく「コンサルティングサービス」
が大手企業の顧客を中心に、売上高を大幅に伸ばしました。また、投資家への決め細やかな情報開示が求め
られる時流を捉え、IRブランディング活動であるIRコンサルティングやアニュアルレポートの売上高が順調
に推移しました。 
  
（プレイスマネジメント事業） 
 当該事業領域における当第３四半期連結会計期間における売上高は586,876千円（前年同期比112.9％）、
売上総利益は112,411千円（同98.6％）となりました。 
 当該事業領域では、コミュニケーションの活性化、生産性の向上を目的としたオフィス構築等、プレイス
戦略の立案と実行支援に関するサービスを提供しております。景気低迷の影響を受け、中堅・中小企業を中
心にオフィス投資を控える企業が増加したため、主力サービスである「プレイス戦略コンサルティング」が
前年同期比91.8%の結果となりました。一方、前年１月から開始いたしましたレンタルオフィスサービス
「CABINs」は当第２四半期に引き続き順調に拡大し、前年同期比186.5％となりました。第３四半期連結会

【定性的情報・財務諸表等】
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計期間の経営成績は前年同期と比べ、売上高は増加したものの、売上総利益では微減となりました。 
  
（その他） 
 その他における当第３四半期連結会計年度の売上高は、26,285千円（前年同期比56.5％）となりました。
各種ビジネスイベントでの講演や、書籍の出版・新聞、ビジネス誌への寄稿に伴う報酬を売上高として計上
しております。 
 なお当第１四半期より、前連結会計年度末まで「その他」に含めていた株式会社リンクダイニングをプレ
イスマネジメント事業に含めており、前年同期比率については遡及して修正した数値に基づいて計算してお
ります。 
  
  
2. 連結財政状態および連結キャッシュ・フローの状況に関する定性的情報 
  

(1) 連結財政状態 
 当第３四半期連結会計期間末において、総資産合計は前連結会計年度末から759,771千円減少し、
4,253,762千円となりました。 
 当該減少の主な要因は、現金及び預金において配当金支払296,136千円、法人税等納付719,612千円、リン
クポート晴海への設備投資115,455千円等の支出が売上債権の回収額を大幅に上回ったため422,151千円の減
少となったこと、および売上債権が代金回収により444,769千円減少したことによるものであります。 
 また、負債合計は前連結会計年度末から882,044千円減少し、804,799千円となりました。当該減少の主な
要因は、仕入債務や未払金の支払による減少288,767千円および未払法人税等の納付による減少402,084千
円、並びに借入金の返済184,000千円によるものであります。 
 また、純資産合計は前連結会計年度末から122,273千円増加し、3,448,963千円となりました。当該増加の
主な要因は、第３四半期純利益を438,332千円計上したこと、および配当金として296,136千円の支払を実施
したことが挙げられます。 
 
(2) 連結キャッシュ・フローの状況 
 当第３四半期連結会計期間末において、現金および現金同等物残高は1,196,725千円となり、前連結会計
年度と比較して472,151千円の減少となりました。 
 当該減少の内訳は、営業活動によるキャッシュ・フローで432,169千円の資金獲得、投資活動によるキャ
ッシュ・フローで422,009千円の資金支出、財務活動によるキャッシュ・フローで482,311千円の資金支出と
なっております。 
 詳細は以下のとおりとなっております。 
 
＜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、税金等調整前第３四半期純利益を762,416千円計上したことに加
え、仕入債務および未払金の支払263,824千円を上回る売上債権の回収482,880千円、および減価償却費・の
れん償却額の計上による内部留保資金の増加204,002千円が資金獲得に寄与いたしました。 
 一方で、前連結会計年度および当期中間申告に係る法人税等719,612千円を納付した結果、営業活動によ
るキャッシュ・フローは432,169千円の資金獲得となりました。 
 
＜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、前連結会計年度に実施した株式会社オーディーエスとの間に締結し
た営業譲受契約にかかる未払金80,000千円を支出したこと、および株式会社日本インベスターズサービスの
株式取得により54,164千円を支出したこと、並びに新たな研修施設であるリンクポート晴海の開設、東海支
社の移転等を実施したことにより、有形固定資産取得で122,383千円、敷金保証金差入で49,025千円を支出
しております。 
 更に、積極的なデータベースの開発に伴い、68,810千円を支出、預入期間が３ヶ月超の定期預金の預入に
より、50,000千円を支出しております。結果、投資活動によるキャッシュ・フローは422,009千円の資金支
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いて、長期借入金の約定返済184,000千円、配当金296,136千円の支払等を
実施した結果、投資活動によるキャッシュ・フローは482,311千円の資金支出となりました。 
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3. 連結業績予想に関する定性的情報 
 当第３四半期の業績はほぼ計画した水準で推移しております。 
 本書の公表時点では平成20年９月25日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」から変更はあ
りません。 
  
  
4. その他 
  
  
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 
 該当事項はありません。 
  
(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 
（固定資産の減価償却費の算定方法） 
 当社は、有形固定資産の減価償却費については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して計算して
おります。 
  
(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 
 記載事項はありません。 
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（単位：千円、％） 

 
  

5. (要約) 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

科  目

前年同四半期末 

(平成19年12月期 

 第３四半期末）

当四半期末 

(平成20年12月期 

 第３四半期末）

増減

（参 考）前期末 

(平成19年 

 12月期末)

金額 金額 金額 増減率 金額

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 1. 現金及び預金 848,465 1,246,725 398,260 46.9 1,668,877

 2. 受取手形及び売掛金 989,804 1,098,703 108,898 11.0 1,543,472

 3. たな卸資産 61,699 105,535 43,836 71.0 81,303

 4. 前払費用 76,609 94,952 18,342 23.9 82,985

 5. 繰延税金資産 51,546 83,931 32,384 62.8 83,505

 6. その他 15,257 21,738 6,481 42.5 20,772

   貸倒引当金 △2,065 △15,708 △13,643 660.7 △2,521

   流動資産合計 2,041,318 2,635,879 594,560 29.1 3,478,395

Ⅱ 固定資産

 1. 有形固定資産

  (1) 建物付属設備 259,117 326,627 67,510 26.1 259,117

    減価償却累計額 △102,120 △132,030 △29,910 29.3 △109,347

  (2) 車両運搬具 18,372 － △18,372 △100.0 18,372

    減価償却累計額 △4,767 － 4,767 △100.0 △6,193

  (3) 工具器具備品 276,505 330,830 54,324 19.6 275,624

    減価償却累計額 △148,145 △195,002 △46,856 31.6 △161,630

   有形固定資産合計 298,962 330,425 31,463 10.5 275,943

 2. 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 172,387 203,707 31,320 18.2 174,318

  (2) のれん 552,743 484,827 △67,916 △12.3 520,093

  (3) その他 4,646 3,963 △683 △14.7 4,475

   無形固定資産合計 729,777 692,498 △37,279 △5.1 698,888

 3. 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 18,191 15,734 △2,457 △13.5 17,521

  (2) 敷金保証金 408,718 530,189 121,470 29.7 481,258

  (3) 繰延税金資産 19,487 14,895 △4,591 △23.6 21,268

  (4) その他 38,174 34,140 △4,034 △10.6 40,258

   投資その他の資産合計 484,571 594,959 110,387 22.8 560,306

   固定資産合計 1,513,311 1,617,883 104,571 6.9 1,535,137

   資産合計 3,554,630 4,253,762 699,132 19.7 5,013,533
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（単位：千円、％） 

 
  

科  目

前年同四半期末

(平成19年12月期

第３四半期末)

当四半期末

(平成20年12月期

第３四半期末)

増  減

（参 考）前期末 

(平成19年 

 12月期末)

金額 金額 金額 増減率 金額

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 1. 買掛金 136,811 197,447 60,635 44.3 323,089

 2. 短期借入金 390,000 10,000 △380,000 △97.4 －

 3. 一年以内返済予定の 

   長期借入金
262,060 131,000 △131,060 △50.0 225,000

 4. 未払金 246,927 149,392 △97,534 △39.5 312,519

 5. 未払費用 1,549 13,192 11,643 751.4 862

 6. 未払法人税等 104,913 37,016 △67,897 △64.7 439,100

 7. 未払消費税等 21,768 47,477 25,708 118.1 55,444

 8. 前受金 27,102 57,329 30,227 111.5 90,593

 9. 賞与引当金 104,638 114,475 9,837 9.4 117,747

 10. 役員賞与引当金 11,728 800 △10,928 △93.2 －

 11. 返品調整引当金 － 4,707 4,707 － －

 12. その他 53,338 39,335 △14,002 △26.3 32,485

   流動負債合計 1,360,837 802,174 △558,663 △41.1 1,596,843

Ⅱ 固定負債

 1. 長期借入金 131,000 2,625 △128,375 △98.0 90,000

   固定負債合計 131,000 2,625 △128,375 △98.0 90,000

   負債合計 1,491,837 804,799 △687,038 △46.1 1,686,843

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 1. 資本金 538,000 979,750 441,750 82.1 979,750

 2. 資本剰余金 292,845 734,595 441,750 150.8 734,595

 3. 利益剰余金 1,233,705 1,735,601 501,895 40.7 1,613,733

   株主資本合計 2,064,550 3,449,946 1,385,395 67.1 3,328,078

Ⅱ 評価・換算差額等

 1. その他有価証券評価 

   差額金
△1,758 △983 775 △44.1 △1,388

   評価・換算差額等合計 △1,758 △983 775 △44.1 △1,388

   純資産合計 2,062,792 3,448,963 1,386,171 67.2 3,326,690

   負債純資産合計 3,554,630 4,253,762 699,132 19.7 5,013,533
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（単位：千円、％） 

 
  

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

科  目

前年同四半期

(平成19年12月期

     第３四半期)

当四半期

(平成20年12月期

   第３四半期)

増  減

（参 考）前期 

(平成19年 

 12月期)

金額 金額 金額 増減率 金額

Ⅰ 売上高 5,558,711 5,906,736 348,024 6.3 8,184,955

Ⅱ 売上原価 2,191,240 2,311,568 120,327 5.5 3,194,042

   売上総利益 3,367,470 3,595,167 227,696 6.8 4,990,912

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,711,698 2,824,662 112,963 4.2 3,629,649

   営業利益 655,772 770,504 114,732 17.5 1,361,263

Ⅳ 営業外収益

 1. 受取利息 1,355 2,815 1,459 107.7 1,551

 2. 受取配当金 194 238 43 22.2 284

 3. 消費税等還付税額 4,328 － △4,328 △100.0 4,328

 4. その他 1,705 1,409 △295 △17.4 1,525

   営業外収益 7,583 4,462 △3,120 △41.2 7,689

Ⅴ 営業外費用

 1. 支払利息 6,359 1,986 △4,373 △68.8 8,123

 2. 上場関連費用 24,500 － △24,500 △100.0 28,545

 3. 保険解約損 － 480 480 － －

 4. その他 102 362 260 253.8 146

   営業外費用 30,962 2,829 △28,132 △90.9 36,815

   経常利益 632,393 772,138 139,744 22.1 1,332,137

Ⅵ 特別損失

 1. 固定資産売却損 － 4,867 4,867 － －

 2. 固定資産除却損 10,906 1,708 △9,197 △84.3 11,020

 3. 投資有価証券評価損 8,085 3,145 △4,940 △61.1 9,379

   特別損失 18,991 9,721 △9,269 △48.8 20,399

   税金等調整前 

   第３四半期(当期)純利益
613,401 762,416 149,014 24.3 1,311,737

   法人税、住民税及び 

   事業税
256,076 319,090 63,014 24.6 587,840

   法人税等調整額 14,436 4,994 △9,442 △65.4 △19,557

   第３四半期(当期)純利益 342,889 438,332 95,443 27.8 743,454
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（単位：千円） 
(3) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期

     (平成19年12月期 

      第３四半期)

当四半期

     (平成20年12月期 

      第３四半期)

（参 考）前期

(平成19年 

12月期)

区分 金額 金額 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前第３四半期(当期)純利益 613,401 762,416 1,311,737

   減価償却費 94,413 102,754 130,750

   のれん償却額 97,948 101,247 130,598

   貸倒引当金の増減額(△は減少) △293 13,187 162

   賞与引当金の増減額(△は減少) △29,208 △3,272 △16,098

   役員賞与引当金の増減額(△は減少) 5,728 800 △6,000

   投資有価証券評価損 8,085 3,145 9,379

   固定資産売却損 － 4,867 －

   固定資産除却損 10,906 1,708 11,020

   保険解約損 － 480 －

   受取利息及び受取配当金 △1,550 △3,053 △1,836

   支払利息 6,359 1,986 8,123

   上場関連費用 24,500 － 28,545

   売上債権の増減額（△は増加） 305,794 482,880 △247,872

   たな卸資産の増減額(△は増加) 26,818 △24,232 7,213

   仕入債務の増減額(△は減少) △206,843 △157,855 △20,565

   未払金の増減額(△は減少) △71,749 △105,969 △4,327

   前受金の増減額（△は減少） △124,563 △33,263 △61,072

   未払消費税等の増減額（△は減少） △14,186 △7,291 19,489

   その他 15,505 1,989 △6,460

    小計 761,066 1,142,527 1,292,787

   利息及び配当金の受取額 1,868 3,053 2,154

   利息の支払額 △6,832 △1,765 △8,206

   法人税等の支払額 △345,901 △719,612 △348,823

   保険解約による受取額 － 7,966 －

  営業活動によるキャッシュ・フロー 410,201 432,169 937,911

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 － △50,000 －

   有形固定資産の取得による支出 △77,579 △122,383 △76,225

   有形固定資産の売却による収入 － 5,044 －

      無形固定資産の取得による支出 △56,692 △68,810 △71,622

   営業譲受けによる支出 △517,654 △80,000 △517,654

   連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 

   取得による支出
－ △54,164 －

   敷金保証金の差入による支出 △67,824 △49,025 △140,455

   敷金保証金の返還による収入 17,179 － 17,269

   その他 △3,713 △2,670 △5,797

  投資活動によるキャッシュ・フロー △706,286 △422,009 △794,487

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純増額 390,000 6,000 －

   長期借入による収入 － 2,625 －

   長期借入金の返済による支出 △307,110 △184,000 △385,170

   株式の発行による収入 － － 869,500

   自己株式の取得による支出 － △10,800 －

   配当金の支払額 △171,234 △296,136 △191,772

  財務活動によるキャッシュ・フロー △88,344 △482,311 292,558

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △384,429 △472,151 435,982

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,232,894 1,668,877 1,232,894

Ⅵ 現金及び現金同等物の

  四半期末(期末)残高
848,465 1,196,725 1,668,877
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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） 

 
  

（簡便な会計処理） 

 
  

（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） 

 該当する事項はありません。 

  

（会社等の財政又は経営の状態等に関する事項で、当該企業集団の財政状態及び経営成績の判断に 

  影響を与えると認められる重要なもの） 

 該当する事項はありません。 

(4) 四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

当四半期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

（連結の範囲の変更）

当四半期から、新たに平成20年7月25日付で株式を取得した株式会社日本インベスターズサービスを連結の

範囲に含めております。

当四半期
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年９月30日)

（固定資産の減価償却費の算定方法） 

 当社は、有形固定資産の減価償却費については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しており  

 ます。
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（追加情報） 

 
  

 １．法人税法の改正に伴い、前連結会計年度より、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。 

  なお、前年同四半期においては従来の方法によっておりますが、当四半期と同一の方法を採用

した場合における前四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

 また、法人税法の改正に伴い平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産については、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％に到達した連結会計年度の翌

連結会計年度より、取得価額の５％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

に含めて計上することとしております。 

 これにより損益に与える影響は軽微であります。 

 

 ２．当社は、株式会社イーニュースの発行済株式を取得し、100％子会社とする件に関して、平成

20年９月22日開催の取締役会決議を経て、平成20年９月25日に、同社の株主並びに、同社と株式

譲渡基本合意書を締結いたしました。 

(1) 株式取得の目的 

 決算説明会の映像収録・インターネット配信を行うIR支援を中心に、企業のステークホルダー

コミュニケーション全般に事業を展開している同社との連携を強化することにより、当社が展開

するコーポレートコミュニケーション事業（上場企業のIR支援）が提供しているサービスの更な

るメニューの多様化、および顧客基盤の拡充を図るためであります。 

(2) 株式取得の相手の名称 

  脇山典隆 

  株式会社日本綜合テレビ 

  株式会社ネクサス 

(3) 買収する会社の名称、事業内容、規模 

  ①名称 株式会社イーニュース 

  ②事業内容 映像収録・インターネット配信によるIR支援サービス、PR支援サービス等 

  ③規模 従業員数  16名（平成20年９月30日現在） 

      資 本 金 125,000千円（平成20年９月30日現在） 

(4) 株式取得の時期 

  平成21年１月１日（予定） 

(5) 取得株式数、取得価額および取得後の持分比率 

  取得株式数 1,500株 

  取得後の持分比率 100% 

  なお、取得価額は未定であります。 

(6) 支払資金の調達および支払方法 

  支払資金は、自己資金および金融機関からの借入による充当を予定しております。

㈱リンクアンドモチベーション（2170） 平成20年12月期 第３四半期財務・業績の概況

－ 11 －



  

該当事項はありません。 

  

 
  

 

前年同四半期(自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日) 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
  

２ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(5) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(四半期連結貸借対照表関係)

(四半期連結損益計算書関係)

前年同四半期
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当四半期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

※１ 販売費及び一般管理費の主な

内訳は次のとおりです。 

従業員給与  625,118千円 

地代家賃   336,842千円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

内訳は次のとおりです。 

従業員給与  994,675千円 

地代家賃   449,469千円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

内訳は次のとおりです。 

従業員給与  830,408千円 

地代家賃   455,728千円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前年同四半期 
(自 平成19年１月１日 
  至 平成19年９月30日)

当四半期
(自 平成20年１月１日 
  至 平成20年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
  至 平成19年12月31日)

※１ 現金及び現金同等物の第３四

半期末残高と第３四半期連結

貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

 

※１ 現金及び現金同等物の第３四

半期末残高と第３四半期連結

貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

※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 848,465千円

現金及び 
現金同等物

848,465千円

 

現金及び預金
 
預入期間が３
ヶ月超の定期
預金

1,246,725千円

△50,000千円
 

現金及び
現金同等物

1,196,725千円

 

現金及び預金 1,668,877千円

現金及び 
現金同等物

1,668,877千円

(株主資本等関係)

前連結会計年度末 
株式数(株)

当四半期
増加株式数(株)

当四半期
減少株式数(株)

当四半期末
株式数(株)

発行済株式

 普通株式 126,000 ─ ─ 126,000

合計 126,000 ─ ─ 126,000

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成19年３月28日 
定時株主総会

普通株式 88,704千円 704円 平成18年12月31日 平成19年３月29日

平成19年７月30日 
取締役会

普通株式 82,530千円 655円 平成19年６月30日 平成19年９月25日
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(2) 基準日が当四半期に属する配当のうち、当四半期末日後に行う剰余金の配当に関する事項 

 
  

当四半期(自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日) 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
（注） 普通株式の発行済株式数の減少株式数の内訳は次のとおりであります。 

     自己株式の消却による減少 540株 

  

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

自己株式の増加は、平成20年３月23日開催の当社第８期定時株主総会決議により日建設計マネジメン

トソリューションズ株式会社から取得したことによるものであります。 

 自己株式の減少は、会社法第178条の規定に基づき、平成20年７月14日開催の取締役会決議を経て、

平成20年７月31日に消却したことによるものであります。 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当四半期に属する配当のうち、当四半期末日後に行う剰余金の配当に関する事項 

 
  

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成19年10月30日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 20,538千円 163円 平成19年９月30日 平成19年12月25日

前連結会計年度末 
株式数(株)

当四半期
増加株式数(株)

当四半期
減少株式数(株)

当四半期末
株式数(株)

発行済株式

 普通株式（注） 135,500 ─ 540 134,960

合計 135,500 ─ 540 134,960

株式の種類
前連結会計年度末 
株式数（株）

当四半期
増加株式数（株）

当四半期
減少株式数（株）

当四半期末
株式数（株）

 普通株式 ─ 540 540 ─

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成20年２月９日 
取締役会

普通株式 128,318千円 947円 平成19年12月31日 平成20年３月24日

平成20年５月７日 
取締役会

普通株式 71,135千円 525円 平成20年３月31日 平成20年６月25日

平成20年８月５日 
取締役会

普通株式 106,213千円 787円 平成20年６月30日 平成20年９月25日

 （注）当社は会社法第459条第１項第４号の規定に基づき、取締役会の決議により剰余金の配当を行うことがで

きる旨を定款に定めております。

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成20年11月６日
取締役会

普通株式 利益剰余金 41,702千円 309円 平成20年９月30日 平成20年12月25日
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前連結会計年度(自 平成19年１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に関する事項 

 
(注) 普通株式の発行済株式総数の増加株式数の内訳は次の通りであります。 

ブックビルディング方式による有償一般募集による増加        8,000株 
オーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資による増加 1,500株 

  

２ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３ 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

以下につきましては、平成20年２月９日開催された取締役会にて決議されております。 

 
（注）当社は会社法第459条第１項第４号の規定に基づき、取締役会の決議により剰余金の配当を行うことができる旨

を定款に定めております。 

  

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（注） 126,000 9,500 ─ 135,500

合計 126,000 9,500 ─ 135,500

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成19年３月28日 
定時株主総会

普通株式 88,704千円 704円 平成18年12月31日 平成19年３月29日

平成19年７月30日 
取締役会

普通株式 82,530千円 655円 平成19年６月30日 平成19年９月25日

平成19年10月30日 
取締役会

普通株式 20,538千円 163円 平成19年９月30日 平成19年12月25日

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成20年２月９日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 128,318千円 947円 平成19年12月31日 平成20年３月24日
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(リース取引関係)

前年同四半期
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当四半期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

１ 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(借手側)

 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び第３四半期末残高相当額

(単位：千円)

１ 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(借手側)

 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び第３四半期末残高相当額

(単位：千円)

１ 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(借手側)

 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

(単位：千円)

 

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

工具器具 
備品

37,702 23,449 14,252

 

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

工具器具
備品

72,892 18,608 54,284

 

取得価額 
相当額

減価償却 
累計額 
相当額

期末残高
相当額

工具器具
備品

16,555 6,936 9,618

② 未経過リース料第３四半期末

残高相当額

１年内 8,727千円

１年超 5,769千円

 計 14,496千円

② 未経過リース料第３四半期末

残高相当額

１年内 22,104千円

１年超 32,495千円

計 54,600千円

② 未経過リース料期末残高相当

額

１年内 5,338千円

１年超 4,455千円

計 9,793千円

③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 8,817千円

減価償却費相当額 8,441千円

支払利息相当額 372千円

③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 15,140千円

減価償却費相当額 14,524千円

支払利息相当額 876千円

③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 12,066千円

減価償却費相当額 11,548千円

支払利息相当額 492千円

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、

残存価額を零とする定額法に

よっております。

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

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。

⑤ 利息相当額の算定方法

同左

⑤ 利息相当額の算定方法

同左

(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。

(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。

(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。

２ オペレーティング・リース取引

(借手側)

未経過リース料

１年内 934千円

１年超 －千円

 計 934千円

２ オペレーティング・リース取引

(借手側)

未経過リース料

１年内 1,228千円

１年超 1,702千円

計 2,931千円

２ オペレーティング・リース取引

(借手側)

未経過リース料

１年内 208千円

１年超 －千円

計 208千円
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前年同四半期末(平成19年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 当四半期において、その他有価証券である時価のある株式について8,085千円減損処理を行っております。その

他有価証券の減損にあたり、時価のあるものについては、当四半期末における時価が取得原価の50％以下に下

落したものについて減損処理を行っております。 

  

当四半期末(平成20年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 当四半期において、その他有価証券である時価のある株式について3,145千円減損処理を行っております。 

その他有価証券の減損にあたり、時価のあるものについては、当四半期末における時価が取得原価の50％以下

に下落したものについて減損処理を行っております。 

  

(有価証券関係)

取得原価
(千円)

第３四半期連結貸借
対照表計上額(千円)

差額 
(千円)

 ① 株式 19,172 8,110 △11,062

 ② 債券

   国債・地方債等 － － －

   社債 － － －

   その他 － － －

 ③ その他 10,069 10,081 12

合計 29,241 18,191 △11,050

取得原価
(千円)

第３四半期連結貸借
対照表計上額(千円)

差額 
(千円)

 ① 株式 9,793 5,695 △4,098

 ② 債券

   国債・地方債等 － － －

   社債 － － －

   その他 － － －

 ③ その他 10,069 10,039 △30

合計 19,862 15,734 △4,128
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前連結会計年度末(平成19年12月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
(注) 当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損9,379千円を計上しております。 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

     該当事項はありません。 

  

取得原価
(千円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(千円)

差額 
(千円)

 連結貸借対照表が取得原価を
 超えるもの

 (1) 株式 － － －

 (2) 債券 － － －

 (3) その他 － － －

小計 － － －

 連結貸借対照表が取得原価を
 超えないもの

 (1) 株式 19,172 7,488 △11,684

 (2) 債券 － － －

 (3) その他 10,069 10,033 △36

小計 29,241 17,521 △11,720

合計 29,241 17,521 △11,720
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１ 取引の状況に関する事項 

  

 
  

(デリバティブ取引関係)

前年同四半期
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当四半期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

(1) 取引の内容及び取引の利用目的

借入金の将来の金利市場におけ

る利率変動によるキャッシュ・

フローの変動リスクを回避する

目的により、金利スワップ取引

を行っております。

なお、デリバティブ取引を利用

してヘッジ会計を行っておりま

す。

当企業グループは、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。

(1) 取引の内容及び取引の利用目的

借入金の将来の金利市場におけ

る利率変動によるキャッシュ・

フローの変動リスクを回避する

目的により、金利スワップ取引

を行っております。

なお、デリバティブ取引を利用

してヘッジ会計を行っておりま

す

ヘッジ会計の方法

繰越ヘッジ処理を採用してお

ります。なお、金利スワップ

について特例処理の条件を充

たしているため、特例処理を

採用しております。

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…借入金の金利

ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップについては、特

例処理の要件を充たしている

ため、有効性評価を省略して

おります。

ヘッジ会計の方法

繰越ヘッジ処理を採用してお

ります。なお、金利スワップ

について特例処理の条件を充

たしているため、特例処理を

採用しております。

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…借入金の金利

ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップについては、特

例処理の要件を充たしている

ため、有効性評価を省略して

おります。

(2) 取引に関する取組方針

将来の金利市場における支払キ

ャッシュ・フローの市場変動リ

スクを回避することを目的とし

ており、投機目的の取引は行わ

ない方針であります。

(2) 取引に関する取組方針

将来の金利市場における支払キ

ャッシュ・フローの市場変動リ

スクを回避することを目的とし

ており、投機目的の取引は行わ

ない方針であります。
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２ 取引の時価等に関する事項 

前年同四半期末(平成19年９月30日) 

金利スワップ取引 

ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いております。 

  

当四半期末(平成20年９月30日) 

当企業グループ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。 

  

前連結会計年度(平成19年12月31日) 

金利スワップ取引 

ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いております。 

  

該当事項はありません。 

  

前年同四半期
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当四半期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

(3) 取引に係るリスクの内容

金利デリバティブについては、

借入金の金利変動リスクを効果

的に相殺するものであり、市場

金利の変動によるリスクはほと

んどないと認識しております。

また、当社は信用度の高い金融

機関のみを相手として取引を行

っており、取引相手が倒産等に

よって契約不履行となるいわゆ

る信用リスクは極めて低いと考

えられます。

― (3) 取引に係るリスクの内容

金利デリバティブについては、

借入金の金利変動リスクを効果

的に相殺するものであり、市場

金利の変動によるリスクはほと

んどないと認識しております。

また、当社は信用度の高い金融

機関のみを相手として取引を行

っており、取引相手が倒産等に

よって契約不履行となるいわゆ

る信用リスクは極めて低いと考

えられます。

(4) 取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の実行及び管

理は、所定の手続きに従ってコ

ーポレートデザイン室において

取引内容の確認を行い、コーポ

レートデザイン室長が決裁を行

っております。

さらにコーポレートデザイン室

長は、月毎の定例取締役会にデ

リバティブ取引をも含んだ財務

報告をすることとなっておりま

す。

(4) 取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の実行及び管

理は、所定の手続きに従ってコ

ーポレートデザイン室において

取引内容の確認を行い、コーポ

レートデザイン室長が決裁を行

っております。

さらにコーポレートデザイン室

長は、月毎の定例取締役会にデ

リバティブ取引をも含んだ財務

報告をすることとなっておりま

す。

(ストック・オプション等関係)
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前年同四半期(自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日) 

 当社及び連結子会社の事業は「モチベーションエンジニアリングによる経営コンサルティング事業」

であり、単一セグメントのため、該当事項はありません。 

  

当四半期(自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日) 

 当社及び連結子会社の事業は「モチベーションエンジニアリングによる経営コンサルティング事業」

であり、単一セグメントのため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

 当社及び連結子会社の事業は「モチベーションエンジニアリングによる経営コンサルティング事業」

であり、単一セグメントのため、該当事項はありません。 

  

前年同四半期(自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日) 

在外子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

当四半期(自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日) 

在外子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

在外子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前年同四半期(自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当四半期(自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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前年同四半期(自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日) 

当社は平成18年12月21日開催の取締役会において、株式会社オーディーエスから下記のとおり営業を

譲受ける決議をし、平成18年12月26日付で事業譲渡契約を締結、平成19年１月１日に譲受けておりま

す。 

  

１ 譲受事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式 

(1) 譲受事業の内容 

株式会社オーディーエスのマーケティング・コンサルティング事業(以下、MRC事業)及びコーポ

レート・コミュニケーション事業(以下、CCD事業) 

(2) 企業結合を行った主な理由 

ブランドマネジメント事業を更に強化し、企業価値向上を図るべく、株式会社オーディーエスよ

りMRC事業及びCCD事業に関する営業を譲受けることを決議いたしました。 

(3) 企業結合日 

平成19年１月１日 

(4) 企業結合の法的形式 

営業譲受 

  

２ 第３四半期連結財務諸表に含まれている譲受事業の業績の期間 

自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日 

  

３ 譲受事業の取得原価及びその内訳 

 
(注) 取得の対価につきましては、平成20年１月の支払予定額80,000千円を含みます。 

  

４ 発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

(1) のれんの金額 630,000千円 

(2) 発生原因 

今後の事業展開・シナジー効果によって期待される将来の超過収益力の合理的な見積もりにより

発生したものであります。 

(3) 償却の方法及び償却期間 

５年間で均等償却 

  

(企業結合等関係)

取得の対価 現金 597,654千円

取得金額 597,654千円
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５ 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

(1) 資産の額 

 
(2) 負債の額 

 
  

６ 企業結合契約に規定される条件付取得対価の内容及び当第３四半期連結会計期間以降の会計処理方

針 

(1) 企業結合契約に規定される条件付取得対価の内容 

取得対価は、株式会社オーディーエス及び当社で合意した平成19年12月期事業計画が達成できな

い場合、事業達成率に応じて最大150,000千円減額される可能性があります。 

 この場合、上記３(注)に記載の支払予定額を減額し、残額を取得対価の残金として支払うことと

なります。尚、取得対価の減額金額が80,000千円を超過する場合には、当該超過金額の返還を受け

ることとなります。 

(2) 当第３四半期連結会計期間以降の会計処理方針 

当該譲渡代金調整条項に基づく取得対価の調整額につきましては、既に計上したのれんを減額修

正し、修正後ののれんを残存期間で均等償却することとなります。 

  

当四半期(自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日) 

（パーチェス法適用） 

 当社は平成20年７月15日開催の取締役会において、株式会社日本インベスターズサービスの株式を取

得、子会社化する決議をし、平成20年７月17日付で株式譲渡基本合意書を締結、平成20年７月25日に株

式を取得しております。 

 当該取引の内容は下記のとおりです。 

  

  １ 被取得企業の名称及びその事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合 

    の法的形式、結合後企業の名称及び取得した議決権比率 

  (1) 被取得企業の名称及びその事業の内容 

     被取得企業の名称 株式会社日本インベスターズサービス 

      事業の内容    出版・メディア制作等による上場企業のIR活動支援 

   (2) 企業結合を行った主な理由 

   コーポレートコミュニケーション事業（上場企業のIR支援）における一気通貫したサービ 

   スの提供を実現し、当該事業のプレゼンス向上を図るためであります。 

   (3) 企業結合日 

      平成20年７月25日 

   (4) 企業結合の法的形式 

      株式取得 

流動資産 33,465千円

のれん 630,000千円

資産合計 663,465千円

流動負債 65,810千円

負債合計 65,810千円
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   (5) 結合後企業の名称 

      変更はございません。 

   (6) 取得した議決権比率 

      67.0％ 

  

  ２ 連結財務諸表に含まれている被取得企業の事業の業績の期間 

  自 平成20年６月１日 至 平成20年９月30日 

  

  ３ 被取得企業の取得原価及び内訳 

 
  

  ４ 発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

 (1) のれんの金額 65,981千円 

  (2) 発生原因 

  取得原価が企業結合時の時価純資産を上回ったため、その差額をのれんとして認識してお 

   ります。 

  (3) 償却の方法及び償却期間 

  ５年間で均等償却 

  

  ５ 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

  (1) 資産の額 

 
  (2) 負債の額 

 
  

 前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

 当社は平成18年12月21日開催の取締役会において、株式会社オーディーエスから下記のとおり  

 営業を譲受ける決議をし、平成18年12月26日付で事業譲渡契約を締結、平成19年１月１日に譲受 

 けております。 

  

  １ 譲受事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式 

 (1) 譲受事業の内容 

 株式会社オーディーエスのマーケティング・コンサルティング事業(以下、MRC事業)及びコ 

 ーポレート・コミュニケーション事業(以下、CCD事業) 

  (2) 企業結合を行った主な理由 

取得の対価 現金 56,280千円

取得金額 56,280千円

流動資産 44,469千円

固定資産 5,616千円

のれん 65,981千円

資産合計 116,067千円

流動負債 59,787千円

負債合計 59,787千円
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 ブランドマネジメント事業を更に強化し、企業価値向上を図るべく、株式会社オーディーエ 

 スよりMRC事業及びCCD事業に関する営業を譲受けることを決議いたしました。 

  (3) 企業結合日 

 平成19年１月１日 

  (4) 企業結合の法的形式 

 営業譲受 

  

  ２ 連結財務諸表に含まれている譲受事業の業績の期間 

自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日 

  

  ３ 譲受事業の取得原価及びその内訳 

 
 （注）取得の対価につきましては、平成20年１月の支払額80,000千円を含みます。 

  

  ４ 発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

 (1) のれんの金額 630,000千円 

 (2) 発生原因 

 今後の事業展開・シナジー効果によって期待される将来の超過収益力の合理的な見積もりに  

 より発生したものであります。 

 (3) 償却の方法及び償却期間 

 ５年間で均等償却 

  

  ５ 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

 (1) 資産の額 

 
 (2) 負債の額 

 
  

取得の対価 現金 597,654千円

取得金額 597,654千円

流動資産 33,465千円

のれん 630,000千円

資産合計 663,465千円

流動負債 65,810千円

負債合計 65,810千円
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(注) １株当たり第３四半期(当期)純利益の算定上の基礎 

 
  

(１株当たり情報)

前年同四半期
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当四半期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

１株当たり純資産額

16,371円36銭

１株当たり純資産額

25,555円44銭

１株当たり純資産額

24,551円21銭

１株当たり第３四半期純利益金額

2,721円34銭

１株当たり第３四半期純利益金額

3,239円87銭

１株当たり当期純利益金額

5,882円72銭

なお、潜在株式調整後１株当たり第

３四半期純利益金額については、潜

在株式が存在していないため記載し

ておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり第

３四半期純利益金額については、潜

在株式が存在していないため記載し

ておりません。

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、潜在株式

が存在していないため記載しており

ません。

項目
前年同四半期

(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当四半期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

第３四半期連結(連結)損益
計算書上の第３四半期(当
期)純利益(千円)

342,889 438,332 743,454

普通株式に係る第３四半期
(当期)純利益(千円)

342,889 438,332 743,454

普通株主に帰属しない金額 
(千円)

─ ─ ─

普通株式の期中平均株式数 
(株)

126,000 135,293 126,379
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(重要な後発事象)

前年同四半期
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当四半期
(自 平成20年１月１日 
  至 平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

― （株式取得による会社等の買収） 

 当社は、平成20年10月１日に、ワ

ークスリアルター株式会社の発行済

株式の100％を取得いたしました。

これに伴い、同社は連結子会社とな

りました。 

 

1.株式取得の目的 

 不動産賃貸・仲介事業を行う同社

との連携を強化することにより、当

社が展開するプレイスマネジメント

事業の収益構造が多様化し、併せて

現行のプレイスプロジェクト事業と

のシナジー効果が見込めるものと判

断したためであります。 

 

2.株式取得の相手の名称 

  吉さく博之 

 

3.買収する会社の名称、事業内容、

規模 

 名称 

  ワークスリアルター株式会社 

 事業内容 

  不動産賃貸および仲介業 

 規模 

 （1）従業員数 12名 

   （平成20年９月30日現在） 

 （2）資 本 金 10,000千円 

   （平成20年９月30日現在） 

 

4.株式取得の時期 

  平成20年10月１日 

 

5.取得株式数、取得価額および取得

後の持分比率 

  取得株式数 200株 

  取得価額 30,000千円 

  取得後の持分比率 100% 

 

6.支払資金の調達および支払方法 

  支払資金は、全額自己資金 

  より充当しております。 

 

（自己株式の取得） 

 当社は、平成20年3月23日開催の

定時株主総会において、会社法第

156条および第160条の規定に基づ

き、自己株式を取得することを決議

いたしました。 

 

1.自己株式取得を行う理由 

 当社の株式上場以前に、資本提携

を前提として相手方に当社普通株式

の割当を実施いたしましたが、その

前提が解消されたため、当該相手方

より当該株式を取得するものであり

ます。 

 

2.取得に係る事項の内容 

（1）取得対象株式の種類  

       当社普通株式 

（2）取得しうる株式の総数  

       540株 

（3）株式の取得価額の総額 

       10,800千円 

（4）取得期間 

  平成20年6月18日～ 

  次回定時株主総会開催日前日 

（5）相手方 

  日建設計マネジメント 

  ソリューションズ株式会社 
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   該当事項はありません。 
  
  
  
  
  
  
  

6. その他の情報
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