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平成 18年３月期  第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

 
平成 18年２月 15日 

上場会社名 株式会社ビジネス・ブレークスルー （コード番号：2464 東証マザーズ） 
（ＵＲＬ http://www.bbt757.com/ ）   
問 合 せ 先       代表者役職・氏名 代表取締役社長 大前 研一 ＴＥＬ：（03）3239 ― 0662   

              責任者役職・氏名 取締役     伊藤 泰史 
 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 
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 ： 有(内容)固定資産の減損に係る会計

基準の適用 
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ： 有 
   連結(除外) １社 
  前連結会計年度に連結の範囲に含めておりました株式会社ディスタラーニングについては清算結
了により、連結の範囲から除外しております。 

④ 四半期財務諸表の作成は、当第３四半期会計期間より開始しているため、前第３四半期会計期間
については、記載しておりません。 

⑤ 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。 

 
 
２．平成 18 年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成 17 年４月１日 ～ 平成 17 年 12 月 31 日） 
(1) 経営成績の進捗状況 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

 千円    ％ 千円   ％ 千円   ％ 千円   ％

18 年３月期第３四半期 1,127,104  － 116,188  － 81,157   － 77,915  －

17 年３月期第３四半期 －    － －   － －   － －   －

(参考)17 年３月期 1,368,260 167,587 169,170 168,043

 

 
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

18 年３月期第３四半期 1,676  53 1,273    39

17 年３月期第３四半期 －     － －     －

(参考)17 年３月期 3,901  00 －     －

(注) １．四半期経営成績の各項目につきましては、当四半期より開示を行っているため、前年同四半期の実績及び

これに対する増減率の記載は行っておりません。 
     ２．平成 17 年 10 月 31 日付をもって１株につき５株の株式分割を行っております。平成 17 年３月期(通期)の

１株当たり情報は、前期首に分割が行われたものとして遡及修正しております。 
 
［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 
企業収益が高水準で推移し、業況感も改善を続ける中、個人においても雇用と賃金の改善が続き、個人
消費も底堅く推移しております。また、平成 17 年９月末におけるブロードバンドサービス契約数は 2,143
万契約（総務省）となり、個人で映像コンテンツを視聴できる環境が確実に整ってきております。 
このような市場環境のもと、当社は、新サービスとして、実践的な問題解決力の養成を目的とした「問
題解決実践スキルコース」、医療従事者を対象として病院経営の課題や解決法を学ぶ「病院経営を科学す
る」及びブロードバンドを利用したオンデマンド方式で一講座単位の履修が可能な「Mentier（メンティ
ア）」をリリースいたしました。一方、起業家養成プログラム「アタッカーズ・ビジネススクール」にお
いて大幅なプログラムの改編を行ったため、当初 10 月だった開講を 1月に変更しております。 
以上の結果、当第３四半期における経営成績は、売上高は 1,127,104 千円、経常利益は 81,157 千円、
第３四半期純利益は 77,915 千円となりました。 
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(2) 財政状態の変動状況 

 総 資 産 株 主 資 本      株主資本比率 
１株当たり 
株 主 資 本      

 千円 千円 ％ 円    銭

18 年３月期第３四半期 2,480,583 2,113,539 85.2 36,180  04 

(参考)17 年３月期 944,726 589,373 62.4 13,681  37 
(注) 平成17年10月31日付をもって１株につき５株の株式分割を行っております。平成17年３月期(通期)の１株当た

り情報は、前期首に分割が行われたものとして遡及修正しております。  

 
(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         

 千円 千円 千円 千円

18 年３月期第３四半期 74,502 △33,878 1,438,959 1,919,877

 

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 
   
当第３四半期末における現金および現金同等物(以下｢資金｣)は、期首に比べ 1,479,583 千円増加し、
当期末には 1,919,877 千円となりました。なお、当第３四半期における各キャッシュ･フローは次のと
おりです。 

 
 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 
  営業活動の結果得られた資金は 74,502 千円となりました。これは主に税引前第３四半期純利益が

81,157千円であったこと、減価償却費 22,680千円の内部留保があったことによるものです。 
 
 (投資活動によるキャッシュ･フロー) 
  投資活動の結果使用した資金は 33,878 千円となりました。これは主に無形固定資産の取得による支
出 21,697千円、有形固定資産の取得による支出 21,374千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 1,438,959千円となりました。これは主に株式公開に伴う新株の発行
による収入 1,434,250千円であります。 

 
３．平成 18 年３月期の業績予想（平成 17 年 ４月 １日 ～ 平成 18 年 ３月 31 日） 

1 株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益

中間 期末  

 千円 千円 千円 円   銭 円   銭 円   銭

通     期 1,755,824 303,436 233,227  －   －  －   －  －   －
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 3,995円73銭 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 
通期業績予想につきましては、平成 17 年 12 月 13 日発表の予想から変更はありません。 
 
当社の事業展開としましては、今年度末に向けた新規サービスの提供や積極的なプロモーションを実施
し、当第３四半期より開始した「問題解決実践スキルコース」、「病院経営を科学するコース」及び「Mentier
（メンティア）」といった各種サービスの販売などを中心に注力してまいります。 
また、既存顧客につきましては、個人顧客について既存プログラムの受講の継続並びに当社の他のプロ
グラム受講につながるような取り組みを行い、法人顧客については受講の継続だけでなく幅広い階層に採
用されるべく深く会社の人事制度に組み込まれるよう活動を続けております。 
10 月より 1月に開講が変更となったアタッカーズ・ビジネススクールによる売上増も第４四半期に見込
んでおります。 
 
上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要
因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって
大きく異なる結果となる可能性があります。
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

 

 

 
当第３四半期会計期間末 

(平成 17 年 12 月 31 日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区 分 
注記 
番号 

金 額(千円) 
構成比
(%) 

金 額(千円) 
構成比
(%) 

（資産の部） 
 

 

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  1,919,877 440,294 

２．売掛金  219,781 185,248 

３．たな卸資産  29,361 26,652 

４．前払費用  4,192 2,575 

５．繰延税金資産  73,497 73,497 

６．その他  174 63 

貸倒引当金  △686 △936 

流動資産合計  2,246,198 90.6  727,393 77.0

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産     ※１ 70,776 67,074 

２．無形固定資産   

（１）借地権  84,671 84,671 

（２）商標権  1,241 825 

（３）ソフトウェア  41,233 19,062 

（４）電話加入権  1,306 1,306 

（５）ソフトウェア仮勘定  6,000 6,500 

無形固定資産合計  134,453 112,365 

３．投資その他の資産   

（１）関係会社株式  － 20,271 

（２）長期前払費用  1,248 215 

（３）差入保証金  27,854 17,352 

（４）その他  53 53 

投資その他の資産合計  29,156 37,892 

固定資産合計  234,385 9.4  217,333 23.0

資産合計  2,480,583 100.0  944,726 100.0
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当第３四半期会計期間末 

(平成 17 年 12 月 31 日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区 分 
注記 
番号 

金 額(千円) 
構成比
(%) 

金 額(千円) 
構成比
(%) 

（負債の部） 
 

 

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金  5,674 13,603 

２．未払金  7,841 1,222 

３．未払費用  100,960 86,591 

４．未払法人税等  5,336 5,905 

５．未払消費税等 ※２ 562 5,384 

６．前受金  239,640 237,127 

７．預り金  6,888 5,505 

８．その他  139 11 

流動負債合計  367,044 14.8  355,353 37.6

負債合計  367,044 14.8  355,353 37.6

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  1,353,025 54.5  739,650 78.3

Ⅱ 新株式申込証拠金 ※３ 2,000 0.1  ― ―

Ⅲ 資本剰余金   

  １．資本準備金  1,319,423 498,548 

  ２．その他資本剰余金   

    自己株式処分差益  10,000 ― 

  資本剰余金合計  1,329,423 53.6  498,548 52.7

Ⅳ 利益剰余金   

   第３四半期(当期) 
未処理損失 

 570,909 648,824 

   利益剰余金合計  △570,909 △23.0  △648,824 △68.6

資本合計  2,113,539 85.2  589,373 62.4

負債・資本合計  2,480,583 100.0  944,726 100.0
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（２）四半期損益計算書 

 

 

 
当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
    至 平成17年12月31日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
    至 平成17年３月31日） 

区 分 
注記 
番号 

金 額(千円) 
構成比
(%) 

金 額(千円) 
構成比
(%) 

Ⅰ 売上高 
 

1,127,104 100.0  1,368,260 100.0

Ⅱ 売上原価  476,119 42.2  596,018 43.6

売上総利益  650,985 57.8  772,241 56.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費  534,797 47.4  604,654 44.2

営業利益  116,188 10.4  167,587 12.2

Ⅳ 営業外収益 ※１ 2,199 0.1  2,102 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２ 37,229 3.3  519 0.0

経常利益  81,157 7.2  169,170 12.3

Ⅵ 特別損失 ※３ － －  4,077 0.3

税引前第３四半期(当期) 
純利益 

 81,157 7.2  165,093 12.0

法人税、住民税及び事業税  3,241 950 

法人税等調整額  － 3,241 0.3 △3,900 △2,950 △0.2

第３四半期(当期)純利益  77,915 6.9  168,043 12.2

前期繰越損失  648,824  816,868

第３四半期(当期) 
未処理損失 

 570,909  648,824
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年12月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前第３四半期純利益  81,157 

減価償却費  22,680 

貸倒引当金の減少額  △250 

受取利息  △1 

固定資産除却損  1,794 

売上債権の増加額  △34,532 

たな卸資産の増加額  △2,709 

仕入債務の減少額  △7,928 

未払費用の増加額  14,369 

前受金の増加額  2,512 

未払消費税等の減少額  △4,822 

その他  11,502 

小計  83,771 

利息の受取額  1 

法人税等の支払額  △9,270 

営業活動によるキャッシュ・フロー  74,502 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出  △21,374 

無形固定資産の取得による支出  △21,697 

関係会社株式の清算による収入  19,695 

保証金の差入による支出  △10,502 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △33,878 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入  1,434,250 

新株式申込証拠金の払込による収入  2,000 

自己株式の処分による収入  10,000 

新株発行に伴う支出  △7,290 

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,438,959 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  1,479,583 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  440,294 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高 ※１ 1,919,877 
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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 
当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1)有価証券 

  

 

 (2)たな卸資産 

材料 

先入先出法による原価法 

仕掛品 

番組制作仕掛品・コンテンツ制作品

･･･個別法による原価法 

     コンテンツの二次利用による制作品

    ･･･先入先出法による原価法 

(1)有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(2)たな卸資産 

  材料 

同左 

  仕掛品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1)有形固定資産 

定率法によっております。 

但し、平成10年４月１日以降に取得した建

物(建物附属設備を除く)については、定額

法によっております。なお、耐用年数およ

び残存価額については、法人税法の規定に

よっております。 

(1)有形固定資産 

同左 

 (2)無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、自社利用ソフトウェアについては社

内における利用可能期間(５年)に基づい

ております。 

また、耐用年数(自社利用のソフトウェア

を除く)は法人税法の規定に基づいており

ます。 

(2)無形固定資産 

同左 

３．繰延資産の処理方法 新株発行費 

支出時に全額費用として処理しておりま

す。 

 

４．引当金の計上基準 貸倒引当金 

債権の貸倒損失の発生に備えるため、一般

債権については過去の貸倒実績に基づき

算定した実績繰入率により、貸倒懸念債権

等の個別債権については回収不能見込額

を計上しております。 

貸倒引当金 

同左 

５．売上高の計上基準 受講料収入については、原則として、受講

期間に対応して収益を計上しております。

また、大学院大学の入学金収入について

は、入学手続完了時に収益を計上しており

ます。 

同左 

６．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 



 

 8

 

項目 
当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

７．四半期キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲 

四半期キャッシュ･フロー計算書における

資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。 

 

８．その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のため

の基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

 

会計処理の変更 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日）） 

 (固定資産の減損に係る会計基準) 

  固定資産の減損に係る会計基準(｢固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書｣(企業会計審議会

平成14年８月９日))及び｢固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針｣(企業会計基準適用指針第６号平成15

年10月31日)が平成17年４月１日以後に適用されるこ

とになったことに伴い、当事業年度から同会計基準及

び同適用指針を適用しております。これによる損益に

与える影響はありません。 

 

 

 
追加情報 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
  （自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日） 

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度

が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示に

ついての実務上の取扱い」（平成16年２月13日 企業

会計基準委員会 実務対応報告第12号）に従い法人事

業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び

一般管理費に計上しています。 

この結果、販売費及び一般管理費が4,955千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、4,955千

円減少しております。 
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注記事項 

（第３四半期貸借対照表関係） 

当第３四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

135,878千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

138,009千円 

※２ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流

動負債の「未払消費税等」として表示しております。

 

 

※３ 新株式申込証拠金 

   株式の発行数              40株 

   資本金増加の日       平成18年１月６日 

   資本準備金に繰入れる予定の金額  1,000千円 

 

 

（第３四半期損益計算書関係） 

当第３四半期会計期間 
（自  平成17年４月１日 
    至  平成17年12月31日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自  平成16年４月１日 
    至  平成17年３月31日） 

※１ 営業外収益の主要項目 

    受取利息                  1千円 

    為替差益              1,695千円 

     

※１ 営業外収益の主要項目 

    受取利息                      2千円 

    為替差益                  1,514千円 

     

※２ 営業外費用の主要項目 

        公開関連費用            17,179千円 

    新株発行費         18,198千円 

    建物除却損                 401千円 

    工具器具及び備品除却損   1,392千円 

※２ 営業外費用の主要項目 

    たな卸資産処分損         315千円 

工具器具及び備品除却損      204千円 

 ※３ 特別損失の主要項目 

        関係会社株式評価損       4,077千円 

４ 減価償却実施額 

     有形固定資産            14,272千円 

         無形固定資産             8,408千円 

４ 減価償却実施額 

         有形固定資産              19,315千円 

          無形固定資産              8,726千円 

 

（第３四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期会計期間 
（自  平成17年４月１日 
    至  平成17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３四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

    平成17年12月31日 

    現金及び預金勘定                        1,919,877千円 

    預入期間が３ヶ月を超える定期預金                    － 

    現金及び現金同等物                        1,919,877千円 
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（リース取引関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17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

の以外のファイナンス・リース取引 

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 

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 
 

 
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

第３四半
期末残高
相当額 
（千円）

有形固定資産 
(工具器具及び
備品) 

8,600 5,135 3,464

 (注)取得価額相当額及び未経過リース料第３四半期末
残高相当額については、未経過リース料第３四半 
期末残高が有形固定資産の第３四半期末残高等に
占める割合が低いため、支払利子込み法により算 
定しております。 

 

 
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

有形固定資産 
(工具器具及び
備品) 

8,600 3,680 4,920

(注)取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当
額については、未経過リース料期末残高が有形固
定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支
払利子込み法により算定しております。 

２．未経過リース料第３四半期末残高相当額等 

  未経過リース料第３四半期末残高相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 
１年内 1,297千円

１年超 2,166千円

合計 3,464千円
  

 
１年内 1,940千円

１年超 2,979千円

合計 4,920千円
  

(注)取得価額相当額及び未経過リース料第３四半期末 
残高相当額については、未経過リース料第３四半 
期末残高が有形固定資産の第３四半期末残高等に 
占める割合が低いため、支払利子込み法により算 
定しております。 

(注)取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当
額については、未経過リース料期末残高が有形固
定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支
払利子込み法により算定しております。 

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、支払利息相当額及び減損損失 

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 1,455千円

減価償却費相当額 1,455千円
  

 
支払リース料 1,660千円

減価償却費相当額 1,660千円
  

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。 

５．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。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

該当事項はありません。 

  
同左 

  

（デリバティブ取引関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりません

ので、該当事項はありません。 

同左 

  
 
（持分法損益等） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

 

当社には関連会社がありませんので、該当事項はあり

ません。 

 

  
 
（１株当たり情報） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 36,180.04円 

１株当たり第３四半期純利益金額 1,676.53円 

潜在株式調整後１株当たり第３四
半期純利益金額 

1,273.39円 

  

 

１株当たり純資産額 68,409.35円 

１株当たり当期純利益金額 19,505.02円 

潜在株式調整後１株当たり当期
純利益金額 

― 

  
  当社は、平成17年10月31日付で株式１株につき５株 
の株式分割を行っております。 

  なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した 
場合の前事業年度における１株当たり情報については、
以下のとおりとなります。 

前事業年度 

１株当たり純資産額 13,681.87円 

１株当たり当期純利益金額 3,901.00円 

  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、新株引受権及び新株予約権の残高がありま
すが、当社株式は非上場かつ非登録であり、期中平均
株価が把握できないため記載しておりません。 

 

  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、新株引受権及び新株予約権の残高がありま 
すが、当社株式は非上場かつ非登録であり、期中平均 
株価が把握できないため記載しておりません。 
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(注)１ １株当たり第３四半期(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期(当期)純利益金額の算
定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成17年12月31日）

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日）

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(千円) 77,915 168,043

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) 

77,915 168,043

期中平均株式数(株) 46,474 8,615

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) 14,713  －

(うち新株引受権及び新株予約権) (14,713) －

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)純利益金額の算
定に含めなかった潜在株式の概要 

 新株予約権等 

旧商法第280条ノ19及び旧

新事業創出促進法第11条の

５の規定に基づく新株引受

権２種類（新株引受権の目

的となる株式の数875株）及

び商法第280条ノ20及び商

法第280条ノ21の規定に基

づく新株予約権１種類（新

株予約権の数3,433株） 

 
   ２ 当社は、平成17年10月14日開催の取締役会において、株式分割による新株式の発行を行う旨の決議をし、平

成17年10月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式について、平成17
年10月31日付で普通株式１株につき５株に分割いたしました。当第３四半期会計期間における１株当たり情
報は、当該株式分割が期首に行われたものと仮定して算出しております。 
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（重要な後発事象） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 
 

１ 新株予約権の付与（ストックオプション）について 
平成 17年６月 28日開催の第７回定時株主総会の決議に
基づき、平成 17年７月 15日付で当社取締役、監査役、
従業員、貢献者及び協力者に対して、商法第 280条ノ 20
及び第 280条ノ 21の規定に基づき新株予約権の付与（ス
トックオプション）をいたしております。その概要は以

下のとおりであります。 
(１) 発行株式数 普通株式 1,217株 
(２) 発行価格 1株につき 250,000円 
(３) 発行総額 304,250千円 
(４) 付与対象者 当社取締役 10 名、監査役 3

名及び従業員 32名、 
貢献者・協力者 39名 

(５) 発行予定期間 平成 19年７月 15日から 
平成 27年７月 14日まで 

  
 ２ 新株予約権の行使 

  平成 17年 10月 12日付で、新株予約権の未行使であっ
たものの行使が行われており、これに伴う新株式の発行

を行っております。その概要は次のとおりであります。 
  (１)権利行使数      第１回新株引受権    441個 
             第１回新株予約権     15個 
             第２回新株予約権     12個 
             第３回新株予約権 1,102個 
             第４回新株予約権   383個 
             第６回新株予約権     37個 
             第７回新株予約権     16個 
 (２)１株当たり行使価額 250,000円 

(３)払込総額 501,500千円 
(４)資本金及び資本準備金の増加額 

  増加額又は増加

数 
行使後の残高 

資本金 250,750千円 990,400千円 
資本準備金 250,750千円 749,298千円 
発行済株式総数 普通株式 

2,006株 
普通株式 
10,662.8株  

 
 



 

 14

 
当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 
 

３ 株式分割について 
 平成 17年 10月 14日開催の当社取締役会の決議に基づき、
次のように株式分割による新株式の発行を行っており 
ます。 

 (ａ)平成 17年 10月 31日付をもって普通株式１株につき
５株に分割 
①分割により増加した株式数 普通株式 42,651.2株 
②分割方法 平成 17年 10月 31日最終の株主名簿に 
記載又は記録された株主の所有株式数を、

１株に付５株の割合をもって分割 
 (ｂ)配当起算日 平成 17年 10月１日 
  
当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前期

における１株当たり情報及び当期首に行われたと仮定し

た場合の当期における１株当たり情報は、それぞれ以下

のとおりとなります。 
前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 

9,780円86銭

１株当たり当期純利益金額

3,607円82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、新株引受権及び

新株予約権の残高がありま

すが、当社株式は非上場か

つ非登録であり、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 

13,681円87銭

１株当たり当期純利益金額

3,901円00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、新株引受権及び

新株予約権の残高がありま

すが、当社株式は非上場か

つ非登録であり、期中平均

株価が把握できないため記

載しておりません。  

 
 


