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平成 19 年３月期  第１四半期財務・業績の概況（非連結） 平成 18 年７月 28 日 

上場会社名    ダブルクリック株式会社 上場取引所 大阪証券取引所 ヘラクレス市場 

ＵＲＬ           http://www.doubleclick.ne.jp/ コード番号 ４８４１ 

代 表 者 名  代表取締役社長  中山 善光 本店所在地 東京都渋谷区渋谷三丁目 25 番地 18 号

問合せ先責任者  執行役員管理本部長 西牧 久之朗 ＴＥＬ     ０３（６４１８）３８００ 

  
 
１ 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項 
(1) 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
(2) 公認会計士又は監査法人による関与の状況 ： 無 
 
 
２ 平成 19 年３月期第１四半期の財務・業績概況（平成 18 年４月１日 ～ 平成 18 年６月 30 日） 
(1) 経営成績の進捗状況                               （百万円未満切捨） 
 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      

当期(四半期)       
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

平成 19年３月期第 1四半期 323 ( 44.3) 26  ( － ) 32  ( － ) 32  ( － )

平成 18年３月期第 1四半期 223 (  0.0) △20  ( － ) △11  ( － ) △11  ( － )

(参考)平成 18 年３月期 1,207 ( 34.8) 102  ( － ) 131  ( 638.0 ) 55  ( － )

 
 

 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

 円    銭 円    銭

平成 19年３月期第 1四半期 161   42      161  10  

平成 18年３月期第 1四半期 △59   04     －  －  

(参考)平成 18 年３月期 272   43      271  19  

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

   ２．前第１四半期においては、四半期純損失を計上しておりますので、潜在株式調整後１株当たり当期
純利益は記載しておりません。 

 

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

① 市場環境 

当第１四半期（４月～６月）におけるわが国の経済は、原油価格の高騰やゼロ金利解除等、国内に与え

る不安要因はあるものの、企業収益の改善を背景とした設備投資や個人消費の増加により緩やかな回復基

調が続きました。 

そのような中、当社の事業ドメインであるインターネットマーケティング市場は、ブロードバンドの普

及を背景に、新たなインターネットの潮流とともに、様々なマーケティング手法が続々と登場しながら拡

大を続けております。インターネット広告市場を見ますと、豊かな表現を可能にする大容量のバナー商品、

大型スペースなどブロードバンド対応の広告スペースの開発がさらに進展し、引き続き高成長を維持して

おります。株式会社電通の調べによりますと、わが国の平成 17 年のインターネット広告は、前年比 154.8％

と大幅な増加傾向が続いております。 

また、同調査によるとモバイル広告の市場規模は 288 億円（前年比 160.0％）に達し、インターネット

広告費のうち 10％を占めるにいたりました。社団法人電気通信事業者協会の調べによりますと、2006 年６

月末時点の携帯電話の加入者数は 9,280 万台を超える中で、第三世代携帯の普及がいよいよ本格化し、モ

バイルがコミュニケーション・ツールとして必要不可欠なメディアに定着したことが広く認識されるよう

になっております。また、携帯事業者の新規参入、ナンバーポータビリティ導入を控え、移動体通信各社

の競争が一層激化する状況にあります。 

 

② 事業活動 

このような市場環境の中で、当社は引き続き、主力商品の拡充に注力しております。広告配信管理サー

ビス｢DART for Publishers｣（ダート・フォー･パブリッシャーズ）では、新たに株式会社西日本新聞、株

式会社総合生活、株式会社アパレルウェブ、フジテレビラボＬＬＣ合同会社等に導入されました。平成 17

年１月に市場投入いたしました統合型モバイルマーケティングシステム「MobileMK」（モバイル・エム・ケ
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ー）は、４月に新バージョン「MobileMK1.4」をリリースいたしました。また、５月には、Eメール配信管

理ソフトウェア「ClickM@iler」（クリックメーラー）と、KLab 株式会社の携帯電話向けメール高速配信エ

ンジン「アクセルメール」の製品提携を発表し、合わせて新バージョンとなる「ClickM@iler4.5」をリリ

ースいたしました。 

当社製品の順調な導入とともに、構造改善などのコスト削減施策を引き続き実施し、営業利益では 26 百

万円、経常利益 32 百万円となり、第１四半期としては設立以来初となる黒字を達成いたしました。 

 

③ 経営成績の進捗状況 
事業別売上高は下記の通りであります。                                    （百万円未満切捨） 

 

平成 19 年３月期 

第１四半期 

（３ヶ月累計） 

対前年同

期増減率

平成 18 年３月期 

第１四半期 

（３ヶ月累計） 

（参 考） 

前期（通期） 

 金    額 構成比 金    額 構成比 金    額 構成比 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 ソ フ トウェア  

ラ イ センス  18 5.6 △27.3 24 11.1 201 16.7

 ASP 利 用  207 64.3 96.7 105 47.2 537 44.5

 サービス・その他 97 30.1 4.0 93 41.7 468 38.8

合  計 323 100.0 44.3 223 100.0 1,207 100.0

 

当第１四半期（４～６月）の売上高は、３億 23 百万円と前年同期比で 99 百万円の増加（44.3％増）と

なりました。 

その内訳として、ソフトウェアライセンスにつきましては、18 百万円と前年同期比で６百万円の減少

（27.3％減）となりました。 

ASP 利用売上高は、広告配信管理サービスの好調を反映し、２億７百万円と前年同期比で１億２百万円

の大幅な増加（96.7％増）となりました。 

サービス・その他売上高は、97 百万円と前年同期比で３百万円の増加（4.0％増）となりました。 
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財政状態の変動状況                               （百万円未満切捨） 

 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

平成 19年３月期第 1四半期末 3,265    3,052    93.5 15,017    59 

平成 18年３月期第 1四半期末 3,104    2,910    93.7 14,381    70 

(参考)平成 18 年 3月期末 3,279    3,017    92.0 14,845    81 

 

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

当四半期末の流動資産は、31 億 62 百万円と前期末比で 21 百万円の増加（0.7％増）となりました。ま

た、当四半期末の固定資産は、１億３百万円と前期末比で 35 百万円の減少（25.3％減）となりました。 

当四半期末の流動負債は、２億３百万円と前期末比で 50 百万円の減少（19.8％減）となりました。主な

要因は前事業年度末の仕入債務の決済によるものであります。また当四半期末の固定負債は、９百万円と

前期末比で１百万円の増加（12.7％増）となり、前期末とほぼ同水準となりました。 

当四半期末の純資産は、30 億 52 百万円と前期末比で 35 百万円の増加（1.2％増）となりました。 

当四半期末の総資産は、32 億 65 百万円と前期末比で 13 百万円の減少（0.4％減）となりました。 

 

［参考］ 

 平成 19 年３月期の業績予想（平成 18 年４月１日 ～ 平成 19 年３月 31 日） 

 ［業績予想に関する定性的情報等］ 

   当社は業績予想の公表を行っていないため、記載を省略しております。 
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四半期財務諸表等 

① 四半期貸借対照表 

  
前年同四半期 

(平成18年３月期第１四半期末) 
当四半期 

(平成19年３月期第１四半期末) 
（参考） 

平成18年３月期 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

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  2,682,158 2,941,771 2,890,544 

２．売掛金  150,425 181,781 238,541 

３．その他  178,738   42,277 15,466 

貸倒引当金  △3,868 △3,703 △4,108 

流動資産合計   3,007,454 96.9 3,162,127 96.8  3,140,445 95.8

Ⅱ 固定資産    

(1）有形固定資産 ※１   

１．建物  1,285 697 779 

２．器具備品  19,191 9,951 10,795 

有形固定資産合計   20,477 0.7 10,648 0.3  11,574 0.3

(2）無形固定資産    

１．ソフトウェア  25,572 14,980 17,792 

２．その他  800 800 800 

無形固定資産合計   26,373 0.8 15,780 0.5  18,593 0.6

(3）投資その他の資産    

１．破産更正債権等  3,304 - - 

２．長期前払費用  - 77,337 108,690 

３．その他  50,058 - - 

  貸倒引当金  △3,304 - - 

投資その他の資産合計   50,058 1.6 77,337 2.4  108,690 3.3

固定資産合計   96,908 3.1 103,767 3.2  138,859 4.2

資産合計   3,104,362 100.0 3,265,894 100.0  3,279,304 100.0

    

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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前年同四半期 

(平成18年３月期第１四半期末) 
当四半期 

(平成19年３月期第１四半期末)
（参考） 

平成18年３月期 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

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  52,843 66,077  96,145 

２．未払金  41,320 36,303  59,535 

３．未払費用  3,190 2,248  5,244 

４．未払法人税等  2,973 2,362  7,027 

５. 前受収益  75,604 81,413  65,001 

６．その他  10,655 15,066  20,812 

流動負債合計   186,586 6.0 203,473 6.2  253,767 7.7

Ⅱ 固定負債     

１．退職給付引当金  7,594 9,539  8,467 

固定負債合計   7,594 0.2 9,539 0.3  8,467 0.3

負債合計   194,181 6.2 213,013 6.5  262,235 8.0

（資本の部）   
 

 

Ⅰ 資本金   1,833,162 59.1 - -  1,866,628 56.9

Ⅱ 資本剰余金     

１．資本準備金  487,920 -  494,136 

２．その他資本剰余金     

  資本準備金減少差益  2,550,000 -  2,550,000 

資本剰余金合計   3,037,920 97.9 - -  3,044,136 92.8

Ⅲ 利益剰余金     

１．四半期（当期）未処理損失  1,960,901 -  1,893,695 

利益剰余金合計   △1,960,901 △63.2 - -  △1,893,695 △57.7

資本合計   2,910,180 93.8 - -  3,017,068 92.0

負債・資本合計   3,104,362 100.0 - -  3,279,304 100.0

（純資産の部）   
 

 

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   - - 1,869,628 57.2  - -

２．資本剰余金     

 (1)資本準備金  - 494,136  - 

 (2)その他資本剰余金     

   資本準備金減少差益  - 601,046  - 

資本剰余金合計   - - 1,095,182 33.6  - -

３．利益剰余金     

 (1)四半期未処分利益  - 88,070  - 

利益剰余金合計   - - 88,070 2.7  - -

株主資本合計   - - 3,052,881 93.5  - -

純資産合計   - - 3,052,881 93.5  - -

負債・純資産合計   - - 3,265,894 100.0  - -

     

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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② 四半期損益計算書 

  
前年同四半期 

(平成18年３月期第１四半期) 
当四半期 

(平成19年３月期第１四半期) 
（参考） 

平成18年３月期 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅰ 売上高  223,970 100.0 323,078 100.0 1,207,080 100.0

Ⅱ 売上原価  153,818 68.7 205,876 63.7 725,443 60.1

売上総利益  70,152 31.3 117,202 36.3 481,636 39.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費  91,093 40.7 90,351 28.0 379,363 31.4

営業利益又は営業損失(△)  △20,941 △9.4 26,850 8.3 102,273 8.5

Ⅳ 営業外収益 ※１ 9,695 4.3 6,356 2.0 29,309 2.4

Ⅴ 営業外費用 ※２ - - 561 0.2 - -

経常利益又は経常損失(△)  △11,246 △5.1 32,645 10.1 131,583 10.9

Ⅵ 特別利益 ※３ 344 0.2 404 0.1 104 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４ 822 0.4 - - 75,494 6.2

税引前四半期(当期)純利益 
又は純損失(△) 

 △11,723 △5.3 33,050 10.2 56,194 4.7

法人税、住民税及び事業税  223 0.1 237 0.0 936 0.1

四半期（当期）純利益 
又は純損失(△) 

 △11,947 △5.4 32,812 10.2 55,258 4.6

前期繰越損失  1,948,953 -  1,948,953

四半期(当期)未処理損失  1,960,901 -  1,893,695

   

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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③ 四半期株主資本等変動計算書 

  当四半期（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 
（単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益
剰余金 

 
資本金 

資本準備金 
その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 繰越利益 

剰余金 

利益剰余金
合計 

株主資本
合計 

純資産 
合計 

平成18年３月31日
残高 

1,866,628 494,136 2,550,000 3,044,136 △1,893,695 △1,893,695 3,017,068 3,017,068

四半期中の変動額    

 新株の発行 
（新株予約権の 
 行使） 

3,000   3,000 3,000

 資本剰余金から 
 利益剰余金への 
 振替 

  △1,948,953 △1,948,953 1,948,953 1,948,953 

 四半期純利益   32,812 32,812 32,812 32,812

四半期中の変動額
合計 

3,000  △1,948,953 △1,948,953 1,981,766 1,981,766 35,812 35,812

平成18年６月30日
残高 

1,869,628 494,136 601,046 1,095,182 88,070 88,070 3,052,881 3,052,881

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前年同四半期 

(平成18年３月期第１四半期) 
当四半期 

(平成19年３月期第１四半期) 
（参考） 

平成18年３月期 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1)子会社および関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

(2)その他有価証券 

 時価のあるもの 

・・・四半期決算末日の市場価

格等に基づく時価法（評

価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原

価は移動平均法により

算定） 

 時価のないもの 

 ・・・移動平均法による原価法

 

────── 

(1)その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

 時価のないもの 

同左 

（1）子会社および関連会社株式

移動平均法による原価法 

 （2）その他有価証券 

  時価のあるもの 

  ･･･決算末日の市場価格等に 

    基づく時価法（評価差額は

   全部資本直入法により処理

   し、売却原価は移動平均法

   により算定） 

 

  時価のないもの 

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。 

  なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

  建物・・・・・３年から15年

  器具備品・・・３年から15年

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

市場販売目的のパッケージソ

フトウェア制作費については、

見込販売額に基づく償却額と見

込販売可能期間(３年)に基づく

定額償却額のいずれか大きい額

により償却しております。 

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。 

───── 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

均等償却 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同左 
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３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

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

回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与支給に充てるた

め、賞与支給見込額の当四半期会

計期間負担額を計上しておりま

す。 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当四半期会計期間末における

退職給付債務を計上しておりま

す。なお、退職給付債務の算定に

あたり、簡便法を採用しておりま

す。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

 

 

(3) 退職給付引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与支給に充てるた

め、賞与支給見込額の当期負担額を

計上しております。 

 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給付

債務を計上しております。なお、退

職給付債務の算定にあたり、簡便法

を採用しております。 

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 同左 

５．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 

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 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更 

前年同四半期 
(平成18年３月期第１四半期) 

当四半期 
(平成19年３月期第１四半期) 

（参考） 
平成18年３月期 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

  当四半期より、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）

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。 

 

 

───────── 

 

 

 

 

 

 

───────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

───────── 

 

───────── 

（役員賞与に関する会計基準） 

当四半期より、「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29

日企業会計基準第４号）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。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に係る会計

 基準） 

当四半期会計期間から「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 平成17年12月９日 企業会計

基準第５号）および「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準適用指針第８号）を適用してお

ります。従来の資本の部に相当する金額は、

純資産の部と同額であります。 

 

（株主資本等変動計算書に関する会計基準）

当四半期より、「株主資本等変動計算書に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月27日 企業会計基準第６号）およ

び「株主資本等変動計算書に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月27日 企業会計基準適用指針第９号）

を適用しております。 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

  当事業年度より、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）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。 

 

 

───────── 

 

 

 

 

 

 

───────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

───────── 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前年同四半期 
(平成18年３月期第１四半期末) 

当四半期 
(平成19年３月期第１四半期末) 

（参考） 
平成18年３月期 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

                 46,728千円                  44,735千円 43,809千円 

 

（四半期損益計算書関係） 

項目 
前年同四半期 

(平成18年３月期第１四半期) 
当四半期 

(平成19年３月期第１四半期) 
（参考） 

平成18年３月期 

※１．営業外収益のうち主要なもの  

    受取利息 5,951千円 6,027千円 23,741千円

    為替差益 3,456千円 - 4,901千円

    仕入割引 - 328千円 121千円

※２．営業外費用のうち主要なもの  

    為替差損 - 161千円 -

    雑損失 - 400千円 -

※３．特別利益のうち主要なもの  

    貸倒引当金戻入益 344千円 404千円 104千円

※４．特別損失のうち主要なもの  

    構造改善費用 822千円 - -

５．減価償却実施額  

有形固定資産 1,721千円 925千円 6,401千円

無形固定資産 2,783千円 2,812千円 11,143千円

 
（四半期株主資本等変動計算書関係） 

当四半期（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項                            （単位：株） 

 前事業年度末株式数 当四半期増加株式数 当四半期減少株式数 当四半期末株式数 摘要 

発行済株式 

 普通株式 

 

203,227 

 

60 －

 

203,287 注 

合計 203,227 60 － 203,287  

注：普通株式の発行済株式総数の増加 60 株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。 



 

- 12 - 

（重要な後発事象） 

前年同四半期 
(平成18年３月期第１四半期) 

当四半期 
(平成19年３月期第１四半期) 

（参考） 
平成18年３月期 

 当社は、平成 17 年７月８日開催の

取締役会において、株式会社インフ

ェイズの全株式を取得し 100％子会

社とすることを決議し、平成 17 年７

月 13 日に株式取得を実施いたしま

した。 

 

１．子会社となる会社の概要 

(1)商号  株式会社インフェイズ 

(2)代表者 稲田光造 

(3)所在地 東京都渋谷区 

(4)設立年月日 平成 15 年８月 1日 

(5)事業の内容 携帯電話を使用し 

 たマーケティングのシステム開 

 発及びウェブサイト分析のシス 

 テム開発 

(6)決算期  ７月 31 日 

(7)従業員数 15 人 

   （平成 17 年７月８日現在） 

(8)資本の額 60,058 千円 

   （平成 17 年７月８日現在） 

(9)売上高 79,934 千円 

      （平成 16 年７月期） 

 

２．取得株式数、取得金額及び取得

前後の所有株式数の状況 

(1)異動前の所有株式数 103 株 

      （所有割合 34％） 

(2)取得株式数     200 株 

   （取得金額 125,412 千円） 

(3)異動後の所有株式数 303 株 

      （所有割合 100％） 

 

３．株式取得日 

 平成 17 年 7 月 13 日 

 

４．今後の見通し 

 今後、さらなる関係強化のために、

同社の従業員及び資産を当社が承継

することを予定しており、その後同

社は解散することを予定しておりま

すが、現在同社の展開している全て

の事業は、当社により継続して運営

いたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

────── 

 当社は、平成 18 年５月 18 日開催の

取締役会において、会社法第 236 条、

第238条および第239条に規定する新

株予約権をストックオプションとし

て当社の取締役および使用人に対し

特に有利な条件で発行することを決

議し、平成 18 年６月 28 日開催の第９

回定時株主総会において、以下のとお

り承認されました。 

(1）新株予約権の目的となる株式の 

 種類及び数 

  普通株式 1,600 株を上限とする 

(2）新株予約権の数 

  1,600 個を上限とする 

（新株予約権１個につき普通株式 1株） 

(3）新株予約権の発行価額 

  無償で発行するものとする 

(4）行使に際して出資される財産の 

 価額 

  各新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額は、新株予約権

を行使することにより交付を受け

ることができる株式１株当たりの

払込金額（以下「行使価額」という）

に付与株式数を乗じた金額とする。

  行使価額は、新株予約権を割り当

てる日（以下「割当日」という）の

属する月の前月の各日（取引が成立

しない日を除く）の大阪証券取引所

における当社普通株式の普通取引

の終値の平均値又は割当日の終値

（当日に終値がない場合は、それに

先立つ直近の取引日の終値）のいず

れか高い金額とする。 

(5）新株予約権を行使することができ

 る期間 

  平成 20 年９月２日から平成 24

年９月１日まで 

 

 
 


