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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 株式会社エイジア （コード番号：2352  東証マザーズ） 
（ＵＲＬ http://www.azia.jp/ ）   
問 合 せ 先       代表者役職・氏名 代表取締役  江藤 晃 ＴＥＬ：（03） 5461―0848    
              責任者役職・氏名 取締役管理部長 須藤 昌人 
 
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 ： 無 
③ 公認会計士又は監査法人による関与の有無 ： 有 

   平成 18 年３月期第３四半期の四半期財務諸表（四半貸借対照表及び四半期損益計算書）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

手続を受けております。 
   平成17年３月期第３四半期の四半期財務諸表については、当社は四半期決算を行っておりますが、

当該手続を受けておりませんので、記載を省略しております。 
 
 
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 
（百万円未満切捨て） 

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

純 利 益       

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 

18 年３月期第３四半期 488     － 116     － 86     － 47     － 

17 年３月期第３四半期 －     － －     － －     － －     － 

(参考)17 年３月期 383 76     75 43 

 

 
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 4,861  99 4,425  33            

17 年３月期第３四半期 －    － －     － 

(参考)17 年３月期 16,771    82 －     － 

(注)  当社は、平成 17 年６月１日付で株式１株につき３株の株式分割を行っております。なお、平

成 18 年３月期第３四半期の１株当たり四半期純利益は、期首に分割が行われたものとして計

算しております。 

また、当該株式分割が前事業年度期首に行われたと仮定した場合の、前事業年度の１株当たり

当期純利益を参考までに掲げると、以下のとおりであります。 

平成 17 年３月期      5,590 円 61 銭 
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［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 
当第３四半期会計期間（平成 17 年４月１日～平成 17 年 12 月 31 日）におけるわが国の経済は、企

業収益の改善や設備投資の増加などを背景に、個人消費も回復傾向にあり景気は穏やかな回復を続け

ております。 

当社が属する IT 関連業界におきましては、情報基盤の整備を牽引として進展しておりますが、ク

ライアントの情報化投資に対する要求水準の一層の高まりや、企業間の厳しい受託獲得競争など、当

社を取り巻く環境は厳しい状況が続いております。 

このような状況の中、当社は従来の大手企業を中心とした自社運用型「インターネット・マーケテ

ィング・ソリューション（IMS）」戦略※１を推進させると共に、来期より開始予定の中堅企業向けア

ウトソーシング型「インターネット・マーケティング・ソリューション（IMS）」戦略※2のスキーム作

りも他業種との業務提携を中心として積極的に取り組んでまいりました。 

その結果、当第３四半期会計期間の業績の概況は以下のとおりとなりました。 

 
※１自社運用型「インターネット・マーケティング・ソリューション（IMS）」戦略 

「WEB CAS」を導入するにあたり、サーバー管理やメールコンテンツ制作などのオペレータが自社で既

に整っている企業に対してインターネットビジネスの戦略からウェブサイトの構築・運営・販売促進ま

でをワンストップで提供する当社のビジネスモデル。 
 

※2 アウトソーシング型「インターネット・マーケティング・ソリューション（IMS）」戦略 
自社でメールコンテンツ制作や顧客からの対応などが十分にできない企業に対して、電話やメールによ

るサポートからアプローチまで行なえるコールセンター（プロフィットセンター）のアウトソーシング

サービスを提供し、インターネットビジネスの戦略からウェブサイトの構築・運営・販売促進までをワ

ンストップで提供する当社のビジネスモデルで、中期的（約 3 年後）には自社運用型 IMS と同規模の売

上高を目指す。 
 

①ウェブキャス事業 

当事業は、コストパフォーマンス及び高付加価値サービスの提案と、インターネットによる積

極的な広告宣伝の展開に取り組んできた結果、大手企業を中心に順調に導入が推移し、売上高

280,721 千円となりました。 

 
②ソリューション事業 

当事業は、大手・中堅企業を中心とした新規契約の獲得及び継続的なクライアントからの案件

が概ね順調に進んだ結果、売上高 165,279 千円となりました。 

 
③クリエイティブ事業 

当事業は、WEB CAS 導入企業へのコンサルティングを含む、新規提案を積極的に進めてまいり

ましたが、当第 3 四半期にはその効果が十分に発揮させることができず、また新規案件の獲得に

関してはサービス単価の下落圧力や企業間競争が厳しくなってきたことから、売上高 42,023 千円

となりました。 

事業部門別売上高                               （単位：千円） 

 
 

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） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16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） 

ウェブキャス事業部 280,721 － 175,054 

ソリューション事業部 165,279 － 149,808 

クリエイティブ事業部 42,023 － 58,713 

合 計 488,024 － 383,575 

この結果、当第３四半期は売上高 488,024 千円、及び営業利益 116,383 千円となりました。また

営業外においては、上場関連費用並びに新株発行費等の 29,977 千円により経常利益は、86,477

千円となりました。更に固定資産の除却損として 4,222 千円を計上したことにより四半期純利益

47,992 千円となりました。 
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(2) 財政状態の変動状況                        （百万円未満切捨て） 

 総 資 産 株 主 資 本      株主資本比率 
１株当たり 

株 主 資 本      

 百万円 百万円 ％ 円    銭 

18 年３月期第３四半期 941 787 83.7 68,346  55 

17 年３月期第３四半期 － － － －    － 

(参考)17 年３月期 323 194 60.2 63,159    49 

 
(3) キャッシュ・フローの状況                     （百万円未満切捨て） 

 
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 

18 年３月期第３四半期 38 △48 542 695 

17 年３月期第３四半期 － － － － 

(参考)17 年３月期 58 △12 54 162 

 
［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財政状態は、前事業年度末に比べ、総資産は 618,344 千円増加の 941,828

千円、株主資本は 593,372 千円増加の 787,967 千円となりました。株主資本比率は 23.5 ポイント上

昇し、83.7％となりました。なお、総資産の増加は主に現金及び預金の増加と売掛金の増加、株主資

本の増加は、マザーズ上場に伴う公募増資による資本金及び資本準備金の増加並びに当第３四半期純

利益によるものです。 

当第３四半期会計期間のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引

前第３四半期純利益 82,254 千円、売掛債権の増加△27,358 千円及び法人税等の納付△28,613 千円に

より 38,879 千円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に定期預金の預入による

支出及び設備投資により△48,072 千円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローはマザー

ズ上場に伴う公募増資の新株発行による収入により 542,234 千円となりました。その結果、現金及び

現金同等物期末残高は、695,917 千円となりました。 

 
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）（百万円未満切捨て） 

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  

 百万円 百万円 百万円 円   銭 円   銭 円   銭 

通     期 660 90 50  0 00 0 00 0 00 

（ご参考）１株当たり予想当期純利益 4,861 円 92 銭 
 
［業績予想に関する定性的情報等］ 

当社は、「インターネット・マーケティング・ソリューション（IMS）」を提供し、当該事業分野に

おけるリーディングカンパニーとなることを中長期的な経営目標として掲げております。昨今のイン

ターネットを取り巻く環境変化のスピードがますます速くなっていることを鑑み、当該事業のリーデ

ィングカンパニーとなるための体制整備を当初計画より前倒して実施すべきであると判断し、主に管

理体制及び企業統治の強化等に追加投資することとし、当期におきましては販売管理費の増加が見込

まれます。 

ウェブキャス事業とソリューション事業の売上高につきましては、ほぼ計画通り推移しております

が、クリエイティブ事業におきまして、サービス単価の下落圧力が続いており、受注先を選別した結

果等から当初計画に達しない見込みです。 

以上の結果、当期の見通しは、売上高 660 百万円、経常利益 90 百万円、当期純利益 50 百万円を見
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込んでおります。 

 

 * 当社は、平成 18 年２月 10 日付で通期業績予想を修正しております。詳細は「業績予想の修正に

関するお知らせ」をご参照下さい。 

 

（注）業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、たぶんに

不確実な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異な

る場合があります。 
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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   730,169   190,778  

２．受取手形   4,410   －  

３．売掛金   132,222   109,274  

４．たな卸資産   11,502   5,419  

５．前払費用   12,597   2,200  

６．繰延税金資産   4,062   3,866  

７．その他    －   8  

  貸倒引当金   △500   △400  

流動資産合計   894,464 95.0  311,147 96.2 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1)器具備品  23,890   22,500   

減価償却累計額  20,861 3,028  19,758 2,741  

有形固定資産合計   3,028   2,741  

２．無形固定資産        

(1)商標権   411   461  

(2)ソフトウェア   3,255   5,022  

(3)電話加入権   149   149  

無形固定資産合計   3,816   5,633  

３．投資その他の資産      

(1)出資金   100   100  

(2)長期前払費用   5,204   460  

(3)差入保証金   35,213   3,400  

投資その他の資産
合計 

  40,517   3,960  

固定資産合計   47,363 5.0  12,336 3.8 

資産合計   941,828 100.0  323,483 100.0 
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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   21,173   21,458  

２．短期借入金   50,000   50,000  

３．未払金   6,039   －  

４．未払費用   26,705   15,640  

５．未払法人税等   26,705   19,557  

６．未払消費税等 ※１  7,901   6,012  

７．預り金   5,238   2,511  

８．賞与引当金   1,795   4,732  

９．その他   8,301   8,977  

流動負債合計   153,860 16.3  128,889 39.8 

        

負債合計   153,860 16.3  128,889 39.8 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金   320,450 34.0  101,400 31.4 

Ⅱ 資本剰余金        

 １．資本準備金  393,529   67,200   

  資本剰余金合計   393,529 41.8  67,200 20.8 

Ⅲ 利益剰余金        

１．第３四半期（当期）
未処分利益 

 73,987   25,994   

  利益剰余金合計   73,987 7.9  25,994 8.0 

資本合計   787,967 83.7  194,594 60.2 

負債・資本合計   941,828 100.0  323,483 100.0 
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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） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   488,024 100.0  383,575 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．期首製品たな卸高  2,069   2,322   

２．当期製品製造原価  195,658   162,919   

合 計  197,728   165,241   

３．期末製品たな卸高  1,928 195,799 40.1 2,069 163,171 42.5 

売上総利益   292,224 59.9  220,403 57.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  175,841 36.0  143,989 37.6 

営業利益   116,383 23.8  76,413 19.9 

Ⅳ 営業外収益 ※１  70 0.0  297 0.1 

Ⅴ 営業外費用 ※２  29,977 6.1  1,664 0.4 

経常利益   86,477 17.7  75,047 19.6 

Ⅵ 特別損失        

固定資産除却損  4,222 4,222 0.8 － － － 

税引前第３四半期
（当期）純利益 

  82,254 16.9  75,047 19.6 

法人税、住民税及
び事業税 

 34,457   18,301   

法人税等調整額  △195 34,261 7.1 13,223 31,524 8.4 

第３四半期（当期）
純利益 

  47,992 9.8  43,522 11.6 

前期繰越利益又は 
前期繰越損失(△) 

  25,994   △17,528  

第３四半期（当期）
未処分利益 

  73,987   25,994  
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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） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（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） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前第３四半期（当期）純利益  82,254 75,047 

減価償却費  2,421 2,514 

新株発行費  3,145 180 

商標権償却  50 66 

固定資産除却損  4,222 － 

差入保証金償却  － 168 

貸倒引当金の増減額（減少△）  100 100 

賞与引当金の増減額（減少△）  △ 2,937 521 

受取利息及び受取配当金  70 △7 

支払利息  △ 486 1,256 

売上債権の増減額（増加△）  △ 27,358 △47,759 

たな卸資産の増減額（増加△）  △ 6,082 △1,699 

仕入債務の増減額（減少△）  △ 284 11,937 

未払金の増減額（減少△）  6,039 － 

未払費用の増減額（減少△）  11,065 4,502 

未払消費税等の増減額（減少△）  1,889 1,387 

その他流動資産の増減額（増加△）  △ 10,318 △285 

その他固定資産の増減額（増加△）  － 41 

その他流動負債の増減額（減少△）  3,354 12,006 

小計  67,145 59,976 

利息及び配当金の受取額  △ 70 7 

利息の支払額  417 △1,320 

法人税等の支払額  △ 28,613 △289 

営業活動によるキャッシュ・フロー  38,879 58,373 
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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 
キャッシュ・フロー計算書 
（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） 金額（千円） 

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  △ 6,350 △8,201 

有形固定資産の取得による支出  △ 1,389 △1,474 

無形固定資産の取得による支出  △ 3,774 △2,860 

保証金の差入による支出  △ 36,557 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △ 48,072 △12,536 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金純増加額  － 50,000 

長期借入金の返済による支出  － △20,710 

株式の発行による収入  542,234 24,820 

財務活動によるキャッシュ・フロー  542,234 54,110 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  533,040 99,946 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  162,876 62,929 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第3四半期末（期

末）残高 
 695,917 162,876 
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（4）注記事項等 
  重要な会計方針 

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）たな卸資産 

①製品 

総平均法による原価法を

採用しております。 

（1）たな卸資産 

①製品 

同左 

②仕掛品 

個別法による原価法を採

用しております。 

②仕掛品 

同左 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

③貯蔵品 

個別法による原価法を採

用しております。 

③貯蔵品 

同左 

（1）有形固定資産 

定率法 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。  

器具備品 4～6年 
 

（1）有形固定資産 

同左 

２．固定資産の減価償却の

方法 

（2）無形固定資産 

①商標権 

耐用年数１０年による定

額法を採用しております。 

②ソフトウェア 

市場販売目的のソフトウ

ェアについては、見込販売数

量に基づく償却額と見込販

売可能期間(３年)に基づく

均等配分額を比較し、いずれ

か大きい額を計上しており

ます。 

自社利用のソフトウェア

については、社内における利

用可能期間（５年）に基づく

定額法を採用しております。 

 ③長期前払費用 

      均等償却によっております 

（2）無形固定資産 

①商標権 

同左 

 

②ソフトウェア 

同左 

 

 

 

 

 

 

  ③長期前払費用 

 

３．繰延資産の処理方法 新株発行費 

新株発行費は、支出時に全

額費用として処理しており

ます。 

 

新株発行費 

 同左 
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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） 

４．引当金の計上基準 
（1）貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

（2）賞与引当金 

従業員の賞与の支払に備え

て、賞与支給見込額の当第３

四半期負担額を計上しており

ます。 

（1）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

（2）賞与引当金 

  従業員の賞与の支払に備え

て、賞与支給見込額の当期負

担額を計上しております。 

５．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 

６．四半期キャッシュ・フ

ロー計算書（キャッシ

ュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能

な預金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か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。 

同左 

７．その他四半期財務諸表

(財務諸表)作成のため

の重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

同左 
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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） 

当中間会計期間から「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

業会計基準委員会平成15年10月31日企業

会計基準適用指針第6号）を適用しており

ます。なお、この変更による損益への影響

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） 

１． 保守売上及び保守にかかる仕入費用は、

従来、保守契約期間の始期に全額売上計

上する処理をしておりましたが、金額的

重要性が増してきており、適正な期間損

益計算を行うために、当事業年度から保

守契約期間に応じて期間按分するという

処理に変更いたしました。 

この結果、従来の方法に比較して売上

高8,711千円、売上原価5,588千円、営業

利益、経常利益及び税引前第3四半期純

利益が3,123千円それぞれ少なく計上さ

れております。 

なお、当第３四半期会計期間に入金

し、第４四半期以降に計上されるべき保

守売上8,196千円は、貸借対照表の流動

負債の「その他」に、同様に第４四半期

以降に計上されるべき保守にかかる仕

入費用3,132千円は、流動資産の「前払

費用」にそれぞれ計上しております。 

 

「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

業税の付加価値割および資本割について

は、販売費及び一般管理費に計上しており

ます。 

この結果、販売費及び一般管理費が1,256

千円増加し、営業利益、経常利益および税

引前当期純利益が、1,256千円減少してお

ります。 

２． 「未払金」（前事業年度の「未払費用」

に含まれている未払金は3,034千円）につ

きましては、より明瞭に負債の状況を表

示するため、当第3四半期から区分掲記い

たしました。 
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（四半期貸借対照表関係） 

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） 

※１.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。 

 

 ２.受取手形割引高     2,021千円 

 

 

 

 

 

 

 

２.受取手形割引高         －千円 

 

（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 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※1.営業外収益のうち主要なもの 
 

受取配当金           7千円 

 

※1.営業外収益のうち主要なもの 
 

受取配当金 5千円 

受取家賃収入 245千円 

※2.営業外費用のうち主要なもの 
 

支払利息           486千円 

新株発行費         3,145千円 

手形売却損 85千円 

上場関連費用              26,258千円 

※2.営業外費用のうち主要なもの 
 

支払利息 1,256千円 

新株発行費 180千円 

手形売却損 228千円 

3.減価償却実施額 
有形固定資産        1,102千円 

無形固定資産        1,368千円 

3.減価償却実施額 
有形固定資産 1,044千円 

無形固定資産 1,536千円 

 

（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） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

現金及び現金同等物の四半期末残高と四

半期貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

（平成17年12月31日現在） 

 
現金及び預金勘定 730,169千円 
預入期間が３ヶ月を超える 
 定期預金（積立定期預金）△34,252千円 
現金及び現金同等物     695,917千円

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関

係 

（平成17年3月31日現在） 

 
現金及び預金勘定 190,778千円 
預入期間が３ヶ月を超える 
 定期預金（積立定期預金）△27,902千円 
現金及び現金同等物 162,876千円 
 

 

（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） 

内容の重要性が乏しく、また契約一件当

たりの金額が少額のため、中間財務諸表等

規則第５条の３の規定に準じて、記載を省

略しております。 

内容の重要性が乏しく、また契約一件当

たりの金額が少額のため、財務諸表等規則

第８条の６第６項の規定により、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） 

当社では有価証券を全く保有しておりま

せんので、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） 

当社ではデリバティブ取引を全く行って

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） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当社には関連会社が存在しないため、該

当事項はありません。 

 

同左 

 
（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 68,346円 55銭 

１株当たり 

第３四半期純利益金額  4,861円 99銭 

潜在株式調整後1株当たり 

第３四半期純利益金額  4,425円 33銭 

 

当社は、平成17年６月１日付で株式１株

につき３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、以下のとおりであ

ります。 

 

１株当たり純資産額 21,053円 16銭 

１株当たり当期純利益金額5,590円 61銭 

 

１株当たり純資産額 63,159円 49銭 

１株当たり 

当期純利益金額 16,771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、期中平均株価の算定

が困難であるため記載しておりません。 

（注）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。 
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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   

第３四半期(当期)純利益（千円） 47,992 43,522 

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） 
47,992 43,522 

期中平均株式数（株） 9,871 2,595 

潜在株式調整後1株当たり第３四半期

（当期）純利益 

  

第３四半期（当期）純利益調整額 

（千円） 
－ － 

普通株式増加数（株） 974 － 

（うち新株引受権及び新株予約権） （974） － 

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（当期）純

利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

 

－ 

新株引受権1種類（新株引受

権の数130株）及び新株予約権

2種類（新株予約権の数240

個）。 
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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)株式分割について 

平成17年３月３日開催の取締役会において、株
式の分割（無償交付）に関し、下記のとおり決
議いたしました。 
 

１．株式分割の目的 

当社株式の投資単位引下げによる流通活

性化を目的とします。 

２．株式分割の概要 

①分割の方法 

平成17年３月31日（木曜日）最終の株主

名簿に記載または記録された株主の所有株

式数を１株につき３株の割合をもって分割

いたします。 

②分割により増加する株式数 

普通株式とし、平成17年３月31日（木曜

日）最終の発行済株式総数に2を乗じた株式

といたします。 

３．効力発生日 

平成17年６月１日 

４．配当起算日 

平成17年４月１日 

５．その他 

同日の取締役会において、上記の株式分

割に伴い、商法第218条第2項の規定に基づ

き、当社定款上の「会社が発行する株式の

総数」について、現行の8,400株を16,800

株増加させ、25,200株に変更することを決

議しております。その他、この株式の分割

に必要な事項は、今後の取締役会において

決定いたします。 

 

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

報および当該株式分割が当期首に行われたと仮

定した場合の当事業年度における1株当たり情

報については以下の通りとなります。 

 

第９期 

(自 平成15年4月1日～至 平成16年3月31日) 

１株当たり純資産額   16,243円26銭   

１株当たり当期純利益   2,497円58銭   

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利に

つきましては、期中平均株価の算定が困難であ

るため記載しておりません。 

 

第１０期 

(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    21,053円16銭 

１株当たり当期純利益   5,590円61銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益に

つきましては、期中平均株価の算定が困難であ

るため記載しておりません。 
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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） 

 (2)新株予約権の発行について 

平成17年４月22日開催の取締役会におきまし

て、新株予約権（ストックオプション）の発行

を決議しております。その内容は以下のとおり

であります。 

１．新株予約権の発行日 

平成17年４月22日 

２．新株予約権の発行数 

平成16年10月25日開催の臨時株主総会決

議に従い、授権した70個のうち16個の新株

予約権を発行する。（新株予約権１個当た

りの株式数1株） 

３．新株予約権の発行価額 

無償 

４．新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

当社普通株式 16株 

５．新株予約権の行使に際しての払込金額 

１株につき 741,000円 

６．新株予約権の行使により発行する株式の発

行価額の総額 

11,856,000円 

７．新株予約権の行使期間 

平成19年５月１日から平成26年９月30日 

８．新株予約権の行使により新株を発行する場

合の発行価額のうち資本に組入れない額 

5,928,000円(１株につき370,500円) 

９．新株予約権の割当対象者数 

当社取締役及び従業員並びに監査役12名 

10．新株予約権付与の理由 

当社取締役及び従業員並びに監査役に対

し、当社の業績向上へのインセンティブを

高めるとともに優秀な人材を確保すること

を目的として、無償で新株予約権を発行す

るものであります。 

11．その他 

臨時株主総会付議のための取締役会 

平成16年９月29日 

臨時株主総会の決議日 

平成16年10月25日 

 

平成16年11月12日の臨時取締役会におきまし

て、平成16年10月25日開催の臨時株主総会決議

により授権された新株予約権70個のうち、54個

の発行を決議しております。今回の発行により

授権された70個すべてを発行いたしました。 

平成17年3月3日開催の臨時取締役会におきま

して、平成17年６月１日をもって1株を3株に分

割する株式分割を決議しておりますが、その影

響は調整しておりません。 

 

（その他） 

該当事項はありません。 

 
（5）事業部門別売上高 

「経営成績の進捗状況に関する定性的情報等」に記載しております。 

以 上 


