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１．18年７月中間期の業績（平成18年２月１日～平成18年７月31日）

(1）経営成績 （注）百万円未満切り捨て

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年７月中間期 1,863 (8.1) 409 (△26.5) 404 (△27.6)

17年７月中間期 1,724 (17.9) 556 (113.1) 558 (215.7)

18年１月期 3,320  831  835  

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年７月中間期 228 (△20.9) 452 11 436 29

17年７月中間期 289 (280.6) 2,961 02 2,822 44

18年１月期 485  4,930 64 4,727 26

（注）①期中平均株式数 18年７月中間期 505,652株 17年７月中間期 97,623株 18年１月期 98,385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、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

④平成18年２月１日付で株式１株につき５株の分割を行なっております。

⑤平成18年３月24日及び平成18年５月10日に新株予約権の行使により普通株式5,175株を発行し、発行済株式数は508,279株となりました。

(2）財政状態  

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

18年７月中間期 4,715 3,307 70.2 6,507 95

17年７月中間期 3,570 2,889 80.9 29,341 98

18年１月期 3,725 3,159 84.8 31,404 95

（注）①期末発行済株式数 18年７月期 508,279株 17年７月期 98,463株 18年１月期 100,620株

 　　 ②期末自己株式数 18年７月期 －株 17年７月期 －株 18年１月期 －株

２．19年１月期の業績予想（平成18年２月１日～平成19年１月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 3,400 680 370

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）735 円43銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年１月期 － 482 482

19年１月期（実績） － － －

19年１月期（予想） － 73 73

（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、当社で判断したものであります。予想には様々な不

確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想に全面的に

依拠して投資等の判断を行うことは差し控え下さい。
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８．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年７月31日）
当中間会計期間末

（平成18年７月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年１月31日）

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  1,967,118   136,492   845,868   

２．売掛金  542,180   577,264   524,288   

３．たな卸資産  18,956   19,502   14,455   

４．繰延税金資産  66,586   30,401   36,290   

５．その他  61,224   64,262   67,919   

貸倒引当金  △3,026   △5,991   △2,462   

流動資産合計   2,653,039 74.3  821,931 17.4  1,486,359 39.9

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産  ※1 97,474   160,416   160,039   

２．無形固定資産  178,297   179,594   165,882   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  100,700   394,980   187,770   

(2）関係会社株式  ※2 10,000   2,869,191   1,515,621   

(3）関係会社出資金  ※3 324,000   －   －   

(4）繰延税金資産  70,574   143,495   71,683   

(5）敷金保証金  134,673   142,354   134,673   

(6）その他  2,564   3,479   3,428   

貸倒引当金  △414   △85   △295   

投資その他の資産
合計

 642,098   3,553,414   1,912,882   

固定資産合計   917,870 25.7  3,893,425 82.6  2,238,804 60.1

資産合計   3,570,909 100.0  4,715,357 100.0  3,725,163 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年７月31日）
当中間会計期間末

（平成18年７月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年１月31日）

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  12,632   16,410   8,024   

２．短期借入金 ※4 －   800,000   －   

３．未払金  337,510   287,847   278,650   

４．未払費用  56,776   56,148   57,411   

５．未払法人税等  233,000   175,000   169,051   

６．役員賞与引当金  6,037   4,333   8,541   

７．その他 ※5 35,826   67,761   43,490   

流動負債合計   681,784   1,407,501   565,170  

負債合計   681,784 19.1  1,407,501 29.8  565,170 15.2

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   459,923 12.9  － －  497,340 13.3

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  822,902   －   860,317   

 資本剰余金合計   822,902 23.0  － －  860,317 23.1

Ⅲ　利益剰余金           

１．任意積立金           

(1)特別償却準備金  5,222   －   5,222   

２．中間（当期）未処分
利益

 1,601,075   －   1,797,111   

利益剰余金合計   1,606,298 45.0  － －  1,802,334 48.4

 Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  － －  － －  0 0.0

資本合計   2,889,124 80.9  － －  3,159,993 84.8

負債資本合計   3,570,909 100.0  － －  3,725,163 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  534,328 11.3  － －

２．資本剰余金           

(1) 資本準備金  －   897,300   －   

資本剰余金合計   － －  897,300 19.0  － －

３．利益剰余金           

(1）その他利益剰余
金

          

　　特別償却準備金  －   3,149   －   

　　繰越利益剰余金  －   1,979,296   －   

利益剰余金合計   － －  1,982,445 42.1  － －

 株主資本合計   － －  3,414,074 72.4  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  △106,218 △2.2  － －

評価・換算差額等　
合計

  － －  △106,218 △2.2  － －

純資産合計   － －  3,307,855 70.2  － －

負債純資産合計   － －  4,715,357 100.0  － －
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,724,175 100.0  1,863,172 100.0  3,320,917 100.0

Ⅱ　売上原価 ※5  122,180 7.1  89,307 4.8  215,149 6.5

売上総利益   1,601,995 92.9  1,773,864 95.2  3,105,767 93.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費  ※5  1,045,064 60.6  1,364,361 73.2  2,274,362 68.5

営業利益   556,931 32.3  409,503 22.0  831,404 25.0

Ⅳ　営業外収益 ※1  2,435 0.1  5,308 0.3  5,223 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※2  617 0.0  10,310 0.6  961 0.0

経常利益   558,749 32.4  404,502 21.7  835,667 25.2

Ⅵ　特別利益           

    貸倒引当金戻入益  6,476 6,476 0.4 － － － 6,476 6,476 0.2

Ⅶ　特別損失           

    固定資産除売却損 ※3 41,054 41,054 2.4 － － － 41,290 41,290 1.3

税引前中間（当
期）純利益

  524,171 30.4  404,502 21.7  800,853 24.1

法人税、住民税及
び事業税

 ※4 225,862   168,942   277,321   

法人税等調整額 ※4 9,244 235,106 13.6 6,949 175,892 9.4 38,430 315,752 9.5

中間（当期）純利
益

  289,064 16.8  228,609 12.3  485,100 14.6

前期繰越利益   1,312,010   －   1,312,010  

中間（当期）未処
分利益

  1,601,075   －   1,797,111  
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成18年２月１日　至　平成18年７月31日）

株主資本
 評価・換算

差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金

利益剰余金 

株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

特別償却準備
金

繰越利益剰
余金

平成18年１月31日　残高（千円） 497,340 860,317 5,222 1,797,111 3,159,993 0 3,159,993

中間会計期間中の変動額

新株の発行 36,987 36,982   73,970  73,970

特別償却準備金の取崩   △2,073 2,073 －  －

剰余金の配当    △48,499 △48,499  △48,499

中間純利益    228,609 228,609  228,609

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額）
     △106,218 △106,218

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
36,987 36,982 △2,073 182,184 254,080 △106,218 147,862

平成18年７月31日　残高（千円） 534,328 897,300 3,149 1,979,296 3,414,074 △106,218 3,307,855
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(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。

(1) 子会社及び関連会社株式

 同左

(1) 子会社及び関連会社株式

 同左 

────── (2)その他有価証券

   時価のあるもの

中間決算期末日の市場価格等に

基づく時価評価法(評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定)

を採用しております。

(2)その他有価証券

   時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づ

く時価評価法(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)を採用

しております。

   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。

   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) 貯蔵品

個別法による原価法を採用して

おります。

(1) 貯蔵品

同左 

(1) 貯蔵品

同左 

 ────── (2) 商品

個別法による原価法を採用して

おります。

────── 

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

同左 同左

 　建物　　　　　　　８～15年   

 　工具器具及び備品　５～６年   

 （2)無形固定資産

  定額法によっております。

（2)無形固定資産

同左

 (2)無形固定資産

同左

 ①市場販売目的ソフトウエア ①市場販売目的ソフトウエア ①市場販売目的ソフトウエア

 見込販売可能期間（12ヶ月）に

おける見込販売収益に基づく償却

額と見込販売可能期間に基づく定

額償却額のいずれか大きい額によ

り償却しております。

同左 同左

 ②自社利用ソフトウエア ②自社利用ソフトウエア ②自社利用ソフトウエア

 社内における利用可能期間（５

年）に基づく均等償却によってお

ります。

同左 同左

４．繰延資産の処理方法  ──────  ────── ①新株発行費

    支出時に全額費用として処理し

ております。

   ────── ①株式交付費   ──────

   支出時に全額費用として処理し

ております。

 

５．外貨建資産又は負債の本

邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。

同左 　外貨建金銭債権債務は、期末日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。

６．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

勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。

 (1)貸倒引当金

 同左

 (1)貸倒引当金

 同左

  (2)役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払いに備え

るため、支給見込額に基づき計上し

ております。

 (2)役員賞与引当金

同左

 (2)役員賞与引当金

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理 (1)消費税等の会計処理 (1)消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

同左 同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

 ────── （固定資産の減損に係る会計基準）

 　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」（企業会計基準適用

指針第６号　平成15年10月31日）を適用してお

ります。なお、これによる当中間財務諸表への

影響はありません。

 ──────

 ────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準）

 　当中間会計期間より、「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

準第５号　平成17年12月９日）及び「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」（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

3,307,855千円であります。

 　なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間貸借対照表の純資

産の部については、改正後の中間財務諸表等規

則により作成しております。

──────

 ────── （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

 　当中間会計期間より、「繰延資産の会計処

理に関する当面の取扱い」（「実務対応報告第

19号」（企業会計基準委員会　平成18年８月１

日））を適用しております。

 　なお、これによる当中間財務諸表への影響

はありません。

 ──────

追加情報

前中間会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１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

上しております。

 　この結果、販売費及び一般管理費が5,452

千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益が、同額減少しております。

 ────── 　「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6,995千

円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益が、同額減少しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年７月31日）

当中間会計期間末
（平成18年７月31日）

前事業年度
（平成18年１月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

88,898千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

136,685千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

111,894千円であります。

※２　関係会社株式10,000千円は、設立中の

子会社サイボウズ・ラボ株式会社に係る

株式払込金であります。

※２　　　　　─────── ※２　　　　 ───────

※３　関係会社出資金324,000千円は、サイボ

ウズファイナンス有限会社に対する出資

金であります。

※３　　　　　───────  ※３　　　　　───────

※４　　　　 ─────── ※４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

なうために取引銀行２行と当座貸越契約

を締結しております。

 ※４　　　　 ───────

当座貸越極度額 1,500,000千円 

借入実行残高 800,000千円 

差引額 700,000千円 

※５　消費税等の取扱い

　仮受消費税等と仮払消費税等は、相殺

の上、金額的重要性が乏しいため、流動

負債の「その他」に含めて表示しており

ます。

※５　消費税等の取扱い

               同左

 ※５　消費税等の取扱い

               同左
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 251千円

為替差益 1,103千円

受取手数料  3,800千円 受取利息 269千円

為替差益 1,674千円

受取手数料 664千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

新株発行費 321千円 支払利息 1,036千円

株式交付費 8,916千円

為替換算差損 357千円

新株発行費 508千円

※３　固定資産除売却損の主な内訳 ※３　　　　　────── ※３　固定資産除売却損の主な内訳

固定資産除却損  

ソフトウエア 39,216千円

固定資産売却損  

ソフトウエア 1,837千円

固定資産除却損  

ソフトウエア 39,216千円

器具及び備品 235千円

固定資産売却損  

ソフトウエア 1,837千円

※４　当中間会計期間にかかる法人税、住民

税及び事業税並びに法人税等調整額は、当会

計年度において予定している利益処分による

特別償却準備金の取崩しを前提として、当中

間会計期間に係る金額を計算しております。

※４　　　　　　　同左 ※４　　　　──────

※５　減価償却実施額 ※５　減価償却実施額 ※５　減価償却実施額

有形固定資産 14,480千円

無形固定資産 33,253千円

有形固定資産 24,790千円

無形固定資産  71,231千円

有形固定資産 39,844千円

無形固定資産 113,367千円

①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

該当事項はありません。 同左 同左

②　有価証券

前中間会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

　子会社株式で時価のあるものはありません。
　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。

　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　デリバティブ関係

前中間会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

────── 該当事項はありません。 同左
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

１株当たり純資産額    29,341円98銭

１株当たり中間純利益   2,961円02銭

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益
  2,822円44銭

１株当たり純資産額     6,507円95銭

１株当たり中間純利益    452円11銭

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益
   436円29銭

１株当たり純資産額   31,404円95銭 

１株当たり当期純利益 4,930円64銭 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益
4,727円26銭 

当社は、平成16年12月17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

仮定した場合の前中間会計期間における１株

当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなり

ます。

当社は、平成18年２月１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１株当たり情報は、それぞれ

以下のとおりとなります。

  ─────

１株当たり純資産額    24,479円60銭

１株当たり中間純利益   785円36銭

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益
  756円34銭

 

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

5,868円40銭 6,280円99銭 

１株当たり中間純利益 １株当たり当期純利益

592円20銭 986円13銭 

潜在株式調整後

１株当たり中間純利益

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

564円49銭 945円45銭 

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（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。

前中間会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 289,064 228,609 485,100

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
289,064 228,609 485,100

期中平均株式数（株） 97,623 505,652 98,385

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益

金額
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 4,793 18,332 4,232

（うち新株予約権） (4,793) (18,332) (4,232)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間（当期）純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

①新株予約権

株主総会決議日

平成16年４月24日

309株

－ －
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

　１．子会社の合併

平成17年７月15日開催の取締役会におい

て、当社連結子会社であるサイボウズファイ

ナンス有限会社と株式会社インフォニックス

が合併することを決議し、平成17年９月６日

を期日として合併いたしました。

 （1）合併期日　平成17年９月６日

 （2）合併の目的

　子会社２社を合併することにより、

グループ全体の子会社運営の効率化を

図るものであります。

 （3）合併方式

  株式会社インフォニックスを存続会

社とし、サイボウズファイナンス有限

会社を解散会社としました。

 （4）合併比率

  株式会社インフォニックスは合併に

際し、当社に対して普通株式2,139株を

発行し、その所有するサイボウズファ

イナンス有限会社の持分3.029口につき、

株式会社インフォニックスの普通株式

１株の割合をもって割当て交付しまし

た。

 （5）増加資本金及び資本準備金

資本金　　 106,950千円

資本準備金 商法第288条ノ２第　　　

　　　　　 １項第５号の超過　

　　　　　 額より第３号及び

　　　　　 第４号の額を控除

　　　　　 した額

 （6）合併による引継財産

  合併期日において株式会社インフォ

ニックスはサイボウズファイナンス有

限会社の資産・負債及び権利義務の一

切を引き継ぎました。なお、サイボウ

ズファイナンス有限会社の平成17年７

月31日現在の財政状態は以下のとおり

であります。

　資産合計　　　771,520千円

　負債合計　　　454,100千円

　資本合計　　　317,420千円

───── １．平成17年12月13日開催の取締役会におい

て、次の通り株式分割を決議し、平成18

年２月１日に実施いたしました。

（1）平成18年２月１日付をもって普通株式１

株を５株に分割する。

① 分割により増加する株式数

　普通株式　平成18年１月31日最終発

行済株式総数に４を乗

じた株式数とする。

② 分割方法

　平成18年１月31日現在の株主名簿及

び実質株主名簿に記載された株主の所

有株式数を１株につき、５株の割合を

もって分割する。 

（2）配当起算日　平成18年２月１日

　当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前事業年度における１

株当たりの情報及び当期首に行われた

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 １株当たり純資産額

5,284円41銭 6,280円99銭

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益

545円56銭 986円13銭

潜在株式調整後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

519円65銭 945円45銭
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前中間会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

２．クロス・ヘッド株式会社の連結子会社化

について

平成17年８月２日開催の取締役会におい

て、ポータル事業の更なる強化のためネット

ワーク構築を主業とするクロス・ヘッド株式

会社の株式取得を決議、取得し連結子会社化

いたしました。 

　（株式取得）

株式売買契約書締結日 　　　　　　　　　 

　　　　　　　　平成17年８月２日

取得株式数

　　　 議決権付普通株式　3,092株

　　　　（発行済株式総数7,590株）

取得株式対価　　 　　618,000千円

───── ２．ブログエンジン株式会社の連結子会社化

について

平成18年２月14日開催の取締役会におい

て、企業向けブログやRSSポータル分野での

事業展開を加速すべくウェブログ技術開発を

主業とするブログエンジン株式会社（資本金

25,000千円）の株式取得を決議し、平成18年

３月10日に第三者割当を引受け、連結子会社

化いたしました。

なお、ブログエンジン株式会社は、平成

18年４月３日にフィードパス株式会社に社名

変更しております。

（株式取得）

取得株式数

　　　　 議決権付普通株式  　500株

（発行済株式総数1,000株）

取得価額　　　　　　　50,000千円

取得後の所有割合　　　　　50.0％
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