
 

平成 18年 2月 16 日 

各位  

東京都港区東麻布一丁目 28番 13 号 

日通商事麻布ビル 

株 式 会 社 い い 生 活 

代 表 取 締 役 社 長  中 村  清 高 

（コード番号：3796 東証マザーズ） 

問合わせ先：  

代表取締役副社長 塩川 拓行 

電 話 番 号 ： 0 3 （ 5 5 7 5 ） 5 1 2 3 

           

 

 

東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

当社は、本日、平成 18年 2月 16 日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。今後とも、なお 

一層のご指導とご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。 
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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 16 日 

上場会社名 株式会社いい生活 （コード番号：3796 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http:// www.e-seikatsu.info ）   

問 合 せ 先      代表者役職・氏名 代表取締役社長  中村 清高 ＴＥＬ：（03）5575 ― 5123        
            責任者役職・氏名 代表取締役副社長 塩川 拓行 
 
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 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                       （注）百万円未満切捨 

 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   ％ 

平成 18 年３月期第３四半期 830   ― 140   ― 134   ― 79   ― 

平成 17 年３月期第３四半期 ―   ― ―   ― ―   ― ―   ― 

(参考)17 年３月期 622     79     79     81     

 

 
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 

平成 18 年３月期第３四半期 1,329   20 ―   ― 

平成 17 年３月期第３四半期 ―   ― ―   ― 

(参考)17 年 3月期 4,250   59 ―   ― 

 (注)１ 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 

２ 平成 17年３月期第３四半期については、四半期財務諸表を作成していないため、記載を省略し 

ております。 

   ３ 平成 17年 12 月 29 日付で普通株式１株につき３株の割合で分割しております。当該株式分割が

前期首に行われたと仮定した場合の平成17年３月期の１株当たり当期純利益については、1,416

円 86 銭になります。 

 
[経営成績の進捗状況に関する定性的情報] 

  当第３四半期会計期間におけるわが国の経済は、設備投資や個人消費が増加傾向にあり、また株価の上

昇等もあわせ、景気回復基調にあるとみられておりますが、原油価格の動向が内外経済に与える影響等に

は引き続き留意する必要があり、予断できない状況であります。 

 インターネット関連市場・ＩＴ（情報技術）サービス産業においては、ＩＴ投資意欲が活発傾向にあり、

ＡＳＰ分野におきましてもセキュリティ関連やＣＲＭ（Customer Relationship Management）関連での需

要が高まっており、全体的に好調傾向にあるとみられております。 

 こうした情勢のもと、当社は、不動産を営む企業を主な顧客として、ＡＳＰソリューション事業のＡＳ

Ｐサービス（ＡＳＰ運用業務）、アドヴァンストＡＳＰサービス（ＡＳＰ開発業務）及びネットワーク・

ソリューションを順調に展開させて、売上高を伸ばしてまいりました。  

 その結果、当第３四半期会計期間における業績は、売上高が 830 百万円、営業利益は 140 百万円、経常
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利益は 134 百万円、四半期純利益は 79百万円となりました。 

 

ＡＳＰソリューション事業の品目別概況は以下のとおりであります。 

品       目 売   上   高（百万円） 構 成 割 合（％） 

ＡＳＰサービス 

（ＡＳＰ運用業務） 
      232 28.0 

アドヴァンストＡＳＰサービス 

（ＡＳＰ開発業務） 
      531 63.9 

ネットワーク・ソリューション        67 8.1 

合       計       830 100.0 

 

① ＡＳＰサービス（ＡＳＰ運用業務） 

ＡＳＰサービスにおいては、標準型システム・アプリケーションである物件情報更新管理システムの

拡販に重点をおき、取扱店舗数の増加及び月額利用料の単価増額を図ると共に、当該システムに関連す

る様々なサービスのラインアップ増強及び拡販に注力した結果、売上高は 232 百万円となりました。 

 

② アドヴァンストＡＳＰサービス（ＡＳＰ開発業務） 

  アドヴァンストＡＳＰサービスにおいては、複数の大型プロジェクトが開発完了し、また、ヤフー株

式会社が運営する不動産情報サイトである「Yahoo！不動産」への掲載登録を行う入稿センター業務が

本格的に稼動したこと等により、売上高は 531 百万円となりました。 

 

③ ネットワーク・ソリューション 

  ネットワーク・ソリューションにおいては、アドヴァンストＡＳＰサービスで開発完了した大型プロ

ジェクトのシステムの受託運用サービスが始まったことにより、継続的な契約による顧客数及び月額サ

ービス単価が増額いたしました。その結果、売上高は67百万円となりました。 

 
 
(2) 財政状態の変動状況                       （注）百万円未満切捨 

 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 

平成 18 年３月期第３四半期 768   600   78.2  9,873  88 

平成 17 年３月期第３四半期 ―   ―   ―  ―  ― 

(参考)17 年３月期 442   366   82.8  19,101  30 

(注) 平成 17年 12 月 29 日付で普通株式１株につき３株の割合で分割しております。当該株式分割が前 

期首に行われたと仮定した場合の平成 17 年３月期の１株当たり株主資本については、6,367 円 10

銭になります。 

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

 
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 

平成 18 年３月期第３四半期 62   △208   154   192   

平成 17 年３月期第３四半期 ―   ―   ―   ―   

(参考)17 年３月期 89   △68   ―   184   

 

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等] 
 当第３四半期会計期間末の資産合計は、768 百万円（前事業年度末比 326 百万円増加）となりました。 

流動資産については、主な要因として、事業の拡大に伴い売掛金が増加したこと等により、453 百万円

（前事業年度末比 139 百万円増加）となりました。  

固定資産については、主な要因として、人員増加に伴うオフィススペースの拡張及び売上高の増加に伴
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うサービス提供用のサーバ設備等を増強したこと等により、有形固定資産が 19 百万円増加、無形固定資

産が 53 百万円増加、敷金及び保証金が 114 百万円増加したこと等により、314 百万円（前事業年度末比

187 百万円増加）となりました。  

流動負債については、主な要因として、法人税・住民税及び事業税の増額に伴い未払法人税等が 66 百

万円増加したこと等により、167 百万円（前事業年度末比 91百万円増加）となりました。 

資本については、ヤフー株式会社への第三者割当増資に伴い資本金及び資本剰余金がそれぞれ 77 百万

円増加し、当期未処分利益を 79百万円計上したことにより、600 百万円（前事業年度末比 234 百万円増加）

となりました。 

 

＜キャッシュ・フロー計算書＞ 

 当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の第３四半期末残高は、

192 百万円と前事業年度末に比べて 7百万円の増加となりました。  

 当第３四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次の通りであります。 

 営業活動による資金の増加は、62百万円となりました。主な収入は、税引前第３四半期純利益 142 百万

円、減価償却費 24百万円等であり、主な支出は、売上債権の増加 109 百万円、仕入債務の減少額 20百万

円等であります。 

 投資活動による資金の減少は、208 百万円となりました。主な支出の内訳は、有形・無形固定資産の取

得による支出 94百万円及び敷金・保証金の差入れによる支出 117 百万円等であります。  

 財務活動による資金の増加は、株式発行による収入154 百万円であります。 

 
 
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 

期末  

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 

通     期 1,150   160   80   0 00 0 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）    1,217 円 37 銭 
 

（注）１ 平成 17 年 12 月 29 日付で普通株式１株につき３株の割合で分割しておりますが、１株当たり

予想当期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして算出しております。 

２ １株当たり予想当期純利益は、公募株式数（5,100 株）を含めた期末予定発行済株式数65,958

株（潜在株式は考慮しない）により算出しております。 
 

[業績予想に関する定性的情報等] 
当社は、ＡＳＰサービス（ＡＳＰ運用業務）の提供と、新規ＡＳＰサービスにつながるアドヴァンスト

ＡＳＰサービス（ＡＳＰ開発業務）の提供を２本の柱とし、安定的なＡＳＰサービス利用料収入(ストッ

ク要素)の拡大を図りながら、ＡＳＰサービスでの提供を前提とした新規受託開発（フロー要素）の受注

を増加させていくことで事業規模の拡大を図ってまいります。 

また、業界動向、技術動向等、変化への対応力を維持していくため、売上変動の少ない、恒常的な収益

に繋がるＡＳＰサービスを更に推進し、顧客基盤の一層の拡大を図ってまいります。 

 

＊本業績予想は、現在入手可能な情報から、当社の経営者の判断に基づき作成しております。したがい

まして、実際の業績は様々な要因により本業績予想とは異なる結果となり得ることもご承知おきください。 
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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   192,101   184,265  

２．受取手形   3,636   2,052  

３．売掛金   209,576   94,093  

４．たな卸資産    22,751   22,572  

５．前払費用   19,736   9,900  

６．繰延税金資産   7,199   2,922  

７．その他   1,309   3  

８．貸倒引当金   △2,558   △1,153  

流動資産合計   453,752 59.0  314,656 71.1 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物附属設備  26,562   7,112   

減価償却累計額  4,206 22,356  2,243 4,869  

(2）工具器具及び備品  113,292   99,227   

減価償却累計額  75,965 37,326  66,108 33,118  

(3）建設仮勘定   －   2,394  

有形固定資産合計   59,682 7.8  40,381 9.2 

２．無形固定資産        

(1）ソフトウェア   54,711   34,102  

(2）ソフトウェア仮勘定   50,722   17,771  

無形固定資産合計   105,433 13.7  51,873 11.7 

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券   4,500   4,500  

(2）敷金及び保証金   144,235   29,636  

(3）長期前払費用   1,075   1,300  

投資その他の資産合計   149,810 19.5  35,436 8.0 

固定資産合計   314,926 41.0  127,691 28.9 

資産合計   768,679 100.0  442,348 100.0 
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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   1,206   21,693  

２. 未払金   55,719   36,264  

３．未払法人税等   69,191   3,107  

４．未払消費税等   16,134   4,862  

５．前受金   15,305   7,953  

６．預り金   10,218   2,180  

流動負債合計   167,774 21.8  76,061 17.2 

負債合計   167,774 21.8  76,061 17.2 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金   347,350 45.2  269,650 60.9 

Ⅱ 資本剰余金        

資本準備金  204,150   126,450   

資本剰余金合計   204,150 26.6  126,450 28.6 

Ⅲ 利益剰余金        

第３四半期未処分利益
又は当期未処理損失

（△） 

 49,404   △29,813   

利益剰余金合計   49,404 6.4  △29,813 △6.7 

資本合計   600,904 78.2  366,286 82.8 

負債・資本合計   768,679 100.0  442,348 100.0 
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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   830,993 100.0  622,688 100.0 

Ⅱ 売上原価   472,671 56.9  324,713 52.1 

売上総利益   358,322 43.1  297,974 47.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   217,841 26.2  218,603 35.2 

営業利益   140,480 16.9  79,371 12.7 

Ⅳ 営業外収益 ※１  36 0.0  16 0.0 

Ⅴ 営業外費用 ※２  5,761 0.7  － － 

経常利益   134,756 16.2  79,387 12.7 

Ⅵ 特別利益 ※３  8,352 1.0  － － 

Ⅶ 特別損失 ※４  635 0.1  － － 

税引前第３四半期純利益又
は当期純利益 

  142,473 17.1  79,387 12.7 

法人税、住民税及び事業税  67,533   530   

法人税等調整額  △4,277 63,255 7.6 △2,652 △2,122 △0.4 

第３四半期純利益又は当期

純利益 
  79,218 9.5  81,509 13.1 

前期繰越損失   29,813   111,322  

第３四半期未処分利益又は

当期未処理損失（△） 
  49,404   △29,813  
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（3）四半期キャシュ・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 

(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  142,473 79,387 

減価償却費  24,569 21,706 

固定資産受贈益  △8,352 － 

固定資産除却損  269 － 

貸倒引当金の増加額  1,405 306 

受取利息及び受取配当金  △8 △15 

新株発行費  917 － 

売上債権の増加額（△）  △109,714 △23,992 

たな卸資産の増加額（△）  △178 △15,282 

仕入債務の増加額又は減少額（△）  △20,486 21,693 

未払消費税等の増加額又は減少額（△）  11,272 △6,665 

その他  20,970 12,223 

小計  63,135 89,360 

利息及び配当金の受取額  8 15 

法人税等の支払額  △795 △290 

営業活動によるキャッシュ・フロー  62,349 89,086 

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  △23,171 △22,329 

無形固定資産の取得による支出  △71,226 △36,799 

敷金・保証金の差入による支出  △117,099 △8,308 

敷金・保証金の償還による収入  2,500 － 

その他  － △1,500 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △208,996 △68,937 

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  154,483 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー  154,483 － 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  7,835 20,148 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  184,265 164,116 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期末（期末）残高  192,101 184,265 

    



 

 8

（4）注記事項等 

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 

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 

  その他有価証券 

(1)有価証券 

  その他有価証券 

 時価のないもの 同左 

 移動平均法に基づく原価法  

  (2)たな卸資産  (2)たな卸資産 

 ①商品 ①商品 

 個別法による原価法 同左 

 ②仕掛品 ②仕掛品 

 個別法による原価法 同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物附属設備   ６～15年 

工具器具及び備品 ４～８年 

 (1）有形固定資産 

同左 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 同左 

  但し、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）に基づく定額法によって

おります。 

（3）長期前払費用 

   定額法を採用しております 

       償却期間 ５年 

 

 

 

 

（3）長期前払費用 

同左 

３．引当金の計上基準 貸倒引当金 貸倒引当金 

  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、個別に回収不能見込額を計上してお

ります。 

同左 

４．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 

５．四半期キャッシュ・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ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなります。 

 

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） 

６．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 

消費税等の処理について 

消費税等の会計処理は税抜方式によっ

ております。なお、仮払消費税等及び

仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費

税等に含めて表示しております。 

消費税等の処理について 

消費税等の会計処理は税抜方式によっ

ております。 

 
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、当事業年度から実務対応報告第

12号「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）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

に計上しております。この結果、販売費及び一般管理

費が、2,577千円増加し、営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益が、それぞれ2,577千円減少しておりま

す。 
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（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 
（平成17年３月31日） 

該当事項はありません。 同左 

 

（四半期損益計算書関係） 

 
（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第３四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 

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12月31日現在）              （平成17年３月31日現在） 
 

現金及び預金勘定 192,101千円

現金及び現金同等物 192,101千円
  

 
現金及び預金勘定 184,265千円

現金及び現金同等物 184,265千円
  

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 営業外収益の内訳 

    雑収入               27千円 

受取利息              ８千円 

     

※１ 営業外収益の主なもの 

   受取利息               15千円 

     

※２ 営業外費用の内訳 

    上場関連費用          4,844千円 

    新株発行費            917千円 

 

※３ 特別利益の内訳 

    固定資産受贈益        

     建物附属設備         8,352千円 

 

※４ 特別損失の内訳 

    固定資産除却損 

工具器具及び備品        269千円 

     オフィス移転費用         365千円 

  

５ 減価償却実施額 

      有形固定資産          13,711千円 

      無形固定資産          10,643千円 

※２  

    

    

※３  

    

    

※４  

 

 

 

  

５ 減価償却実施額 

      有形固定資産          13,715千円 

      無形固定資産           7,791千円 
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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、減損損失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） 

工具器具及び備品 49,061 13,474 35,587 

合計 49,061 13,474 35,587 

  

 

 
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） 

工具器具及び備品 49,061 5,690 43,371 

合計 49,061 5,690 43,371 

  
(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 10,075千円 

１年超 26,631千円 

合計 36,707千円 
  

 
１年内 9,659千円 

１年超 34,241千円 

合計 43,901千円 
  

(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 8,871千円

減価償却費相当額 7,783千円

支払利息相当額 1,678千円
  

 
支払リース料 5,135千円

減価償却費相当額 4,510千円

支払利息相当額 1,023千円
  

(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 

(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。 

 

（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。 

 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

 

  

 
（有価証券関係） 

当第３四半期会計期間末 
（平成 17年 12 月 31 日） 

前事業年度末 
（平成 17年３月31日） 

時価評価されていない主な有価証券の内容及び四半期貸 

借対照表計上額 

時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照 

表計上額 

その他有価証券 その他有価証券 

非上場株式             4,500千円 非上場株式             4,500千円 
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（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） 

 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 9,873円88銭 

１株当たり第３四半期純利益金額 1,329円20銭 

  

 
１株当たり純資産額 19,101円30銭 

１株当たり当期純利益金額 4,250円59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、潜在株式は存在しますが、当社の株

式は非上場であるため期中平均株価が把握できませ

んので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、潜在株式は存在しますが、当社の株式は非

上場であるため期中平均株価が把握できませんので

記載しておりません。 

 

当社は、平成17年12月29日付で普通株式１株を３株の割

合で分割しております。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の１株当たり情報については、

それぞれ以下のとおりとなります。 

 

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、潜在株式は存在しますが、当社の株式は非上場で

あるため期中平均株価が把握できませんので記載して

おりません。 

 

１株当たり純資産額 6,367円10銭

１株当たり当期純利益金額 1,416円86銭

当社は、平成16年５月28日付で普通株式１株を６株の割

合で分割しております。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の１株当たり情報については、

それぞれ以下のとおりとなります。 

 

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、潜在株式は存在しますが、当社の株式は非上場で

あるため期中平均株価が把握できませんので記載して

おりません。 

 

１株当たり純資産額 14,850円71銭

１株当たり当期純利益金額 3,221円57銭
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（注）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） 

第３四半期（当期）純利益（千円） 79,218 81,509 

普通株主に帰属しない金額 

（千円） 
－ － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） 

普通株式に係る第３四半期（当期）
純利益（千円） 

79,218 81,509 

期中平均株式数（株） 59,599 19,176 

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 

商法第280条ノ20及び第280条ノ21の

規定に基づく新株予約権 

 

株主総会の特別決議 
平成14年6月25日 
（新株予約権 298個 5,364株） 
平成15年6月24日 
（新株予約権 113個 2,034株） 
平成16年6月29日 
（新株予約権  96個    288株） 
平成17年6月28日 
（新株予約権 940個  2,820株） 
平成17年6月28日 
（新株予約権 500個  1,500株） 

 

 

商法第280条ノ20及び第280条ノ21の

規定に基づく新株予約権 

 

株主総会の特別決議 
平成14年6月25日 
（新株予約権 301個 1,806株） 
平成15年6月24日 
（新株予約権 113個   678株） 
平成16年6月29日 
（新株予約権  99個     99株） 
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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．平成17年６月28日の臨時株主総会及び取締役会にお

いて、当社の事業提携先であるヤフー株式会社に対し

て第三者割当による新株式を発行することを決議して

おります。 

（1）新株の種類 普通株式 

（2）新株の数 1,110株 

（3）新株の発行価額 140,000円 

（4）新株の発行価額の資本組入額 70,000円 

（5）新株の払込期日 平成17年７月14日 

（6）割当先 ヤフー株式会社 

（7）配当起算日 平成17年４月1日 

（8）資金の使途 ヤフー株式会社との新規プロジェ 

クト推進のための資金調達をする。 

（9）その他この新株式発行に必要な事項は、取締役会に

おいて決定する。 

 

２．平成17年６月28日の臨時株主総会において、当社の

事業提携先であるヤフー株式会社に対して特に有利な

条件を持って新株予約権を発行することを特別決議し

ております。 

当該決議の内容は以下のとおりであります。 

（1）新株予約権の数 500個 

（2）新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

（3）新株予約権の目的となる株式の数 500株 

（4）新株予約権の行使時の払込金額 140,000円 

新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合 

を行う場合は、次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ます。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×  

1/分割・併合の比率 

また、当社が時価を下回る払込金額で新株式の発行

または自己株式の処分を行う場合には、次の算式によ

り行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数

は切り上げます。 

     調整後行使価額＝調整前行使価額 × （既発行株

式数＋（新規発行株式数×１株当り払込金額/１株

当り時価））/（既発行株式数＋新規発行株式数） 
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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） 

  
 （5）新株予約権の行使期間  

平成18年３月１日から平成23年３月31日まで 

（6）新株予約権の行使条件は下記のとおりであります。 

① 新株予約権者が当社との間で締結した業務提携契

約書の事項に違反した場合又は当社所定の書面に

より、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申

し出た場合、権利行使期間中といえども、直ちに新

株予約権を喪失する。 

② その他の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締

役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受け

た者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定

めるところによる。  

（7）新株予約権を譲渡する場合は、取締役会の承認を要

するものとする。 

 


