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決算取締役会開催日 平成18年６月15日 中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成18年７月28日 定時株主総会開催日 平成18年７月27日

単元株制度採用の有無 無

１．平成18年４月期の業績（平成17年５月１日～平成18年４月30日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年４月期 4,896 (16.8) 732 (72.1) 718 (45.9)

17年４月期 4,193 (11.9) 425 (75.7) 492 (119.8)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年４月期 433 (54.7) 7,279 28 6,220 75 17.6 21.0 14.7

17年４月期 280 (204.6) 30,028 10 － － 23.0 25.3 11.7

（注）①期中平均株式数 18年４月期 57,816株 17年４月期 9,338株
②会計処理の方法の変更 無
③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。
④平成17年12月20日付で株式１株につき５割の割合で株式分割を実施しております。なお平成18年４月期の１株当
たり当期純利益は、当該株式分割が期首に行われたものとして計算しております。

(2）配当状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年４月期 2,000 00 0 00 2,000 00 125 27.5 3.6

17年４月期 0 00 0 00 0 00 － － －

（注）18年４月期期末配当金の内訳  普通配当2,000円00銭

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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４月期 4,567 3,482 76.2 55,258 14

17年４月期 2,288 1,457 63.7 150,899 45

（注）①期末発行済株式数 18年４月期 62,780株 17年４月期 9,656株
②期末自己株式数 18年４月期 －株 17年４月期 －株

(4）キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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４月期 ― ― ― ―

17年４月期 210 △14 219 1,087

（注）当期より連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、平成18年４月期については記載しておりません。
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２．平成19年４月期の業績予想（平成18年５月１日～平成19年４月30日）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 2,787 360 164 0 00 　― 　―

通　期 5,726 882 474 　― 2,200 00 2,200 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　7,556円32銭

※　上記に記載した予想数値は、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、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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７．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年４月30日）
当事業年度

（平成18年４月30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   1,087,529   1,863,967  

２．売掛金 ※１  883,623   1,333,825  

３．商品   13,068   11,008  

４．仕掛品   －   1,287  

５．貯蔵品   2,170   3,547  

６．前渡金   1,103   1,313  

７．前払費用   5,077   9,430  

８．繰延税金資産   19,266   26,975  

９．未収入金   33,406   33,426  

10．その他   95   3,166  

貸倒引当金   △17,843   △19,906  

流動資産合計   2,027,498 88.6  3,268,039 71.6

Ⅱ　固定資産        

(1）有形固定資産        

１．建物附属設備  2,372   13,125   

減価償却累計額  249 2,123  2,295 10,830  

２．工具器具備品  91,451   137,161   

減価償却累計額  68,024 23,426  92,497 44,664  

有形固定資産合計   25,549 1.1  55,495 1.2

(2）無形固定資産        

１．ソフトウェア   63,064   93,764  

２．その他   10,969   4,442  

無形固定資産合計   74,033 3.2  98,207 2.1
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前事業年度

（平成17年４月30日）
当事業年度

（平成18年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券   14,507   11,221  

２．関係会社株式   －   889,680  

３．長期貸付金   10,000   10,000  

４．長期前払費用   －   10,333  

５．繰延税金資産   64,597   72,449  

６．差入保証金   37,103   149,842  

７．長期未収入金   56,691   －  

８．その他   3,408   12,121  

貸倒引当金   △25,000   △10,000  

投資その他の資産合計   161,307 7.1  1,145,648 25.1

固定資産合計   260,890 11.4  1,299,350 28.4

資産合計   2,288,388 100.0  4,567,390 100.0
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前事業年度

（平成17年４月30日）
当事業年度

（平成18年４月30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   447,971   555,393  

２．未払金   129,582   214,976  

３．未払費用   61,380   61,544  

４．未払法人税等   144,789   214,353  

５．未払消費税等   19,645   25,788  

６．預り金   7,146   13,228  

７．新株予約権   20,787   －  

流動負債合計   831,303 36.3  1,085,284 23.8

負債合計   831,303 36.3  1,085,284 23.8

（資本の部）

       

Ⅰ　資本金
※２  680,950 29.8  1,366,843 29.9

Ⅱ　資本剰余金        

１．資本準備金  386,950   1,292,218   

資本剰余金合計   386,950 16.9  1,292,218 28.3

Ⅲ　利益剰余金        

１．当期未処分利益  389,185   823,043   

利益剰余金合計   389,185 17.0  823,043 18.0

資本合計   1,457,085 63.7  3,482,106 76.2

負債・資本合計   2,288,388 100.0  4,567,390 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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        

１．デジタルコンテンツ事
業売上高

 2,928,785   3,955,436   

２．コマース関連事業売上
高

 969,699   843,456   

３．その他の事業売上高  295,294 4,193,779 100.0 97,962 4,896,855 100.0

Ⅱ　売上原価        

１．デジタルコンテンツ事
業売上原価

 1,651,779   1,801,642   

２．コマース関連事業売上
原価

 842,581   645,315   

３．その他の事業売上原価  287,357 2,781,718 66.3 83,106 2,530,065 51.7

売上総利益   1,412,060 33.7  2,366,790 48.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費  ※１  986,432 23.6  1,634,318 33.3

営業利益   425,628 10.1  732,472 15.0

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  ※２ 917   1,573   

２．受取手数料  183   372   

３．営業権譲渡益  90,000   －   

４．その他  1,072 92,172 2.2 1 1,947 0.0

Ⅴ　営業外費用        

  １．営業権譲渡損  3,573   －   

２．公開関連費用  20,674   2,152   

３．新株発行費償却  －   13,377   

４．その他  865 25,112 0.6 1 15,531 0.3

経常利益   492,688 11.7  718,888 14.7
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前事業年度

（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益        

１．貸倒引当金戻入  3,000 3,000 0.1 － － －

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除売却損 ※３ 2,573   6,034   

２．投資有価証券評価損  26,076   3,286   

３．その他  700 29,349 0.7 － 9,320 0.2

税引前当期純利益   466,338 11.1  709,568 14.5

法人税、住民税及び事
業税

 172,372   291,270   

法人税等調整額  13,563 185,935 4.4 △15,560 275,709 5.6

当期純利益   280,402 6.7  433,858 8.9

前期繰越利益   108,782   389,185  

当期未処分利益   389,185   823,043  

        

－ 7 －



(3）キャッシュ・フロー計算書

 　　当事業年度は連結財務諸表を作成しているため、「キャッシュ・フロー計算書」につい     

   ては連結財務諸表において、「連結キャッシュ・フロー計算書」として記載しております。

  
前事業年度

（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30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

  

税引前当期純利益  466,338

減価償却費  66,918

長期前払費用償却  288

新株発行費償却  864

営業権譲渡益  △90,000

営業権譲渡損  3,573

貸倒引当金の増減額  1,923

受取利息  △917

固定資産除売却損  2,573

投資有価証券評価損  26,076

売上債権の増減額  △262,176

たな卸資産の増減額  △6,046

仕入債務の増減額  △21,018

未払金の増減額  52,643

未払費用の増減額  13,193

未払消費税等の増減額  6,979

その他  3,478

小計  264,691

利息の受取額  917

法人税等の支払額  △54,889

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 210,718
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前事業年度

（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

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

 △20,966

有形固定資産の売却によ
る収入

 10

無形固定資産の取得によ
る支出

 △62,344

営業の譲渡しによる収入 ※２ 69,963

差入保証金の戻しによる
収入

 7,092

差入保証金の差入による
支出

 △11,097

貸付金の回収による収入  3,000

その他  △375

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △14,718

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  199,135

新株予約権の発行による
収入

 20,787

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 219,922

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減
額

 415,922

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

 671,606

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

※１ 1,087,529
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(4）利益処分案

  
前事業年度

（株主総会承認日
平成17年７月27日）

当事業年度
（株主総会承認予定日

平成18年７月27日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   389,185  823,043

Ⅱ　利益処分額      

 １．配当金  －  125,560  

 ２．取締役賞与金  － － 13,000 138,560

Ⅲ　次期繰越利益   389,185  684,483
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

　　　　　――――――

　

(1）子会社株式

移動平均法による原価法を採用しており

ます。

　

 (2）その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しており

ます。

(2）その他有価証券

時価のないもの

　同　　左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品

　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

(1）商品

同　　左

 (2）仕掛品

 　　　　　――――――

(2）仕掛品

個別法による原価法を採用しておりま

す。 

(3）貯蔵品

　最終仕入原価法を採用しております。

(3）貯蔵品

同　　左

３．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、耐用年数については、コン

ピュータ及びその周辺機器以外について

は法人税法に規定する方法と同一の基準

により、コンピュータ及びその周辺機器

については経済的機能的な実情を勘案し

た耐用年数（２年）によっており、主な

耐用年数は以下のとおりであります。

建物附属設備　　　10年

　 工具器具備品　２～５年

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

　なお、耐用年数については、コン

ピュータ及びその周辺機器以外について

は法人税法に規定する方法と同一の基準

により、コンピュータ及びその周辺機器

については経済的機能的な実情を勘案し

た耐用年数（２年）によっており、主な

耐用年数は以下のとおりであります。

建物附属設備　 10～15年

　 工具器具備品　 ２～20年

(2）無形固定資産

自社利用のソフトウェア

　社内における利用可能期間（２年）

に基づく定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

自社利用のソフトウェア

同　　左

(3）長期前払費用

　均等償却によって処理しております。

　なお、償却期間につきましては法人税

法に規定する方法と同一の基準によって

おります。

(3）長期前払費用

同　　左
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項目
前事業年度

（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

４．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。

新株発行費

      　同　　左

５．引当金の計上基準 貸倒引当金

　売上債権等の貸倒れ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。

貸倒引当金

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

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　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。

――――――

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、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

前事業年度
（自　平成16年５月1日
至　平成17年４月30日）

当事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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日以降に適用されたことに伴い、

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。 

　なお、これによる損益に与える影響はありません。
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

（貸借対照表）

　前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示して

いた「未収入金」は資産総額の100分の1を超えることとなっ

たため区分掲記することに変更いたしました。

　なお前事業年度における「未収入金」は528千円であり

ます。

（貸借対照表）

　前事業年度まで区分掲記しておりました「長期未収入金」

は、資産の総額の100分の1以下となったため、投資その他

の資産の「その他」に含めて表示することにしました。

　なお当事業年度における「長期未収入金」は8,338千円

であります。 
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追加情報

前事業年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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

にともない、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おります。

　この結果、販売費及び一般管理費が6,152千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が6,152千円減

少しております。

　　　　　　　　───────────

　

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年４月30日）

当事業年度
（平成18年４月30日）

※１．　　　　　─────────

 

 

 

 ※２．授権株式数及び発行済株式総数

 ※１．関係会社項目

　関係会社に対するものが次のとおり含まれており

ます。

　売掛金　　　　　　　　　　　　　　83,180千円

※２．授権株式数及び発行済株式総数

　授権株式数　　　　普通株式 38,000株

　発行済株式総数　　普通株式 9,656株

 

 

　授権株式数　　　　普通株式 190,000株

　発行済株式総数　　普通株式 62,780株
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は43.7％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は56.3％であ

ります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は52.0％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は48.0％であ

ります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

回収代行手数料 303,678千円

広告宣伝費 127,308

役員報酬 79,816

給与手当 155,640

賃借料 50,043

貸倒損失 40,843

貸倒引当金繰入額 5,185

減価償却費 6,116

回収代行手数料 488,337千円

広告宣伝費 361,680

役員報酬 88,016

給与手当 188,149

貸倒損失 44,229

貸倒引当金繰入額 2,063

減価償却費 23,042

※２． 　　　　　――――――

 

※２．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。　

受取利息 276千円

※３．固定資産除売却損の内訳は、次のとおりであります。 ※３．固定資産除売却損の内訳は、次のとおりであります。

固定資産除却損 工具器具備品 2,073千円

 ソフトウェア 499千円

固定資産除却損 工具器具備品 239千円

ソフトウェア 5,794千円
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

※１．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４月30日現在）

現金及び預金勘定 1,087,529千円

現金及び現金同等物 1,087,529千円

※２．営業の譲渡しにより減少した資産及び負債の内訳

　当事業年度に営業の譲渡しにより減少した資産の主

な内訳は、次のとおりであります。

(1)有限会社ゲインズへの譲渡資産及び負債

流動資産

　たな卸資産　　　　　　　　　 20,785千円

有形固定資産

　建物附属設備　　　　　　　　　　 74千円

　工具器具備品　　　　　　　　　1,821千円

流動負債

　未払金　　　　　　　　　　　 10,834千円

 (2)株式会社マリッサワールドトレーディングへの譲

渡資産

流動資産

　たな卸資産　　　　　　　　　 18,249千円

有形固定資産

　建物附属設備　　　　　　　　　　656千円

　工具器具備品　　　　　　　　　2,619千円

無形固定資産

　その他　　　　　　　　　　　　　109千円
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①　リース取引

前事業年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

　内容の重要性が乏しく、リース契約１件当たりの金額が

少額なリース取引のため、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。

同左

②　有価証券

 

　当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「有価証券関係」（子会社株式及び関連会社で

時価のあるものは除く）の注記については連結財務諸表における注記事項として記載しています。　　　　　　　

 

前事業年度末（平成17年４月30日現在）

　時価評価されていない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 14,507

　（注）　１．当事業年度において、その他有価証券について26,076千円の減損処理を行っております。

　　　　　

　　　　　当事業年度末（平成18年４月30日現在）

　　　　　　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。　

③　デリバティブ取引

　当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「デリバティブ取引」の注記については、連結

財務諸表における注記事項として記載しております。

 

　前事業年度（自平成16年５月１日　至平成17年４月30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。

④　退職給付

　当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「退職給付」の注記については、連結財務諸表

における注記事項として記載しております。

 

　前事業年度（自平成16年５月１日　至平成17年４月30日）

　該当事項はありません。
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⑤　税効果会計

前事業年度
（平成17年４月30日）

当事業年度
（平成18年４月30日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

 （千円）

繰延税金資産   

未払金否認額 7,165 

未払事業税否認額 12,101 

投資有価証券評価損 22,693 

減価償却超過額 32,712 

営業権償却超過額 5,361 

その他 3,828 

繰延税金資産合計 83,863 

 （千円）

繰延税金資産   

未払金否認額 8,650 

未払事業税否認額 18,778 

投資有価証券評価損 24,030 

減価償却超過額 43,807 

営業権償却超過額 2,557 

その他 1,598 

繰延税金資産合計 99,424 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異内訳

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異が、法定実効税率の100分の５以下であるため、

当該差異の原因となった主な項目別の内訳の注記を省略

しております。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異内訳

　同　　　左

⑥　持分法損益等

 

          当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

前事業年度（自平成16年５月１日　至平成17年４月30日）

　当社には子会社及び関連会社がないため、該当事項はありません。

          

⑦　関連当事者との取引

 

          当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「関連当事者との取引」の注記については、

　　　　連結財務諸表における注記事項として記載しております。

　　 前事業年度（自平成16年5月1日　至平成17年4月30日）

  　 取引に重要性がないため、記載しておりません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

１株当たり純資産額 150,899.45円

１株当たり当期純利益 30,028.10円

１株当たり純資産額 55,258.14円

１株当たり当期純利益 7,279.28円

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

ストックオプション制度導入に伴う新株予約権残高があり

ますが、当社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。

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 6,220.75円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に

あたり、当社株式が上場した平成17年５月27日以前に消

滅した新株予約権については、相当する期中平均株価が

把握できないため、普通株式増加数に含めておりません。

　

　当社は平成17年12月20日付で普通株式１株につき５株

の割合で株式分割を行っております。当事業年度におけ

る１株当たり情報は当該株式分割が期首に行われたと仮

定して算出しております。当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前事業年度における１株当たり情

報は以下のとおりであります。 

 

 

 
前事業年度

（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

１株当たり純資産額 30,179.89

１株当たり当期純利益 6,005.62

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益

 

 

 

 

 

 

　なお、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益については

ストックオプション制度導入

に伴う新株予約権残高であり

ますが、当社株式は非上場で

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。
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（注）１　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

１株当たり当期純利益   

　当期純利益（千円） 280,402 433,858

　普通株主に帰属しない金額（千円） － 13,000

　（うち利益処分による役員賞与金）  （－）  （13,000）

　普通株式に係る当期純利益（千円） 280,402 420,858

　普通株式の期中平均株式数（株） 9,338 57,816

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

　当期純利益調整額（千円）  －  －

　普通株式増加数（株）  － 9,838

　（うち新株引受権及び新株予約権）  －  （9,838）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1

株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜

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

1,392個

商法第280条ノ20及び第280条ノ27

の規定に基づく新株予約権

1,400個

――――――
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

 当事業年度
（自　平成17年５月１日 
至　平成18年４月30日） 

当社は平成17年５月27日に東京証券取引所マザーズ市場

に株式を上場しております。これに伴いまして平成17年４

月20日及び平成17年５月10日開催の取締役会において、下

記のとおり新株式の発行を決議し、平成17年５月26日に払

込が完了いたしました。

この結果、平成17年５月26日付で資本金は、1,216,450千

円、発行済株式総数は11,156株となっております。

　　　　　　　　―――――――

 

(1)募集の方法　　　　　 ：一般募集

（ブックビルディング方式

による募集）

 

 

(2)発行する株式の種類及び数

：普通株式　　1,500株

 

 

(3)発行価格　　　　　　 ：１株につき　930,000円

　　　一般募集はこの価格にて行いました。

 

 

(4)引受価額　　　　　　 ：１株につき　860,250円

　この価格は当社が引受人より１株当たりの新株払込

金として受取った金額であります。

　なお、発行価額と引受価額との差額の総額は、引受

人の手取金となります。

 

 

 

(5)発行価額　　　　　　 ：１株につき　714,000円

（資本組入額357,000円）

 

 

(6)発行価額の総額　　 ：1,071,000千円  

(7)払込価額の総額　　 ：1,290,375千円  

(8)資本組入額の総額　 ：535,500千円  

(9)払込期日　　　　　 ：平成17年５月26日  

(10)配当起算日　　　　：平成17年５月１日  

(11)資金の使途　　　　：事業用ソフトウェア等の設備

資金及び運転資金に充当する予

定であります。
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８．役員の異動
１．代表者の異動

　該当事項はありません。

２．その他の役員の異動

　記載が可能になり次第、開示いたします。

－ 22 －


