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平成18年９月14日 

各  位 

東京都渋谷区道玄坂一丁目12番１号 

株式会社ミクシィ 

代表取締役社長 笠原 健治 

(コード番号：2121) 

問い合わせ先 取締役経営管理部長 小割 洋一 

電話 03－5459－4307（代表） 

 

 

 

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９月14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

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。 

 

以  上 

 



 

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９月14日 

上場会社名  株式会社ミクシィ （コード番号：2121  東証マザーズ）

（ＵＲＬ http://www.mixi.co.jp/ ）   

問合せ先       代表者  代表取締役社長       笠原 健治 ＴＥＬ： 03-5459-4307 

              責任者  取締役経営管理部長   小割 洋一 
 
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
めの手続を受けております。 

 
 
２．平成19年３月期第１四半期財務・業績の概況（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      
四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19年３月期第１四半期 881 － 452 － 452 － 263 －

18年３月期第１四半期 － － － － － － － －

(参考)18年３月期 1,893  912  912  576

 
 

 (注) 平成18年３月期は四半期財務諸表を作成していないため記載しておりません。  

 
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

19年３月期第１四半期 3,987 67 － － 

18年３月期第１四半期 － － － － 

(参考)18年３月期 8,731 63 － － 

 
【経営成績の進捗状況に関する定性的情報等】 

(1) 第１四半期の業績の概況 

  当第１四半期におけるわが国の経済は、原油価格の高騰及び円高等の懸念材料もありましたが、輸出の拡大や

国内の消費回復を見込み、企業が増産や販売拡大に向けた前向きの投資を積極的に行ったことに伴い、大手製造

業を中心に順調に景気が回復してきております。 

インターネット関連業界におきましては、光通信を中心にブロードバンド環境が依然として拡大しており、ソ

ーシャル・ネットワーキング・サービス（以下、「SNS」という。）、ブログ、オンラインゲーム等のネットサ

ービスが普及いたしました。 

このような環境のもと、第１四半期の売上高は、インターネットメディア事業のバナー広告の販売が順調に推

移し881,064千円となりました。また、広告宣伝費等の販売費及び一般管理費を削減することにより、営業利益

は452,525千円、経常利益は452,734千円、第１四半期純利益は263,186千円となりました。 

 

(2) 事業別の営業状態 

①インターネットメディア事業 

  インターネットメディア事業においては、SNSの認知度向上により、会員数が平成18年６月30日現在で470

万人と大幅に増加いたしました。また、ミュージック等の新しいサービスを付加することや既存のサービス

を使いやすくする等、メディア力を向上させてまいりました。その結果、第１四半期の売上高は554,704千

円となりました。 

 

②インターネット求人広告事業 

ブロードバンド環境が拡大し、インターネットによるサービスを行う企業が増える中で、インターネット

を利用した求人媒体の需要が増え、インターネット求人広告事業では利用企業数、登録求職者数及び求人数

が順調に推移しました。その結果、第１四半期の売上高は326,360千円となりました。 
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(事業部別売上高)                                                                (千円未満切捨) 

  
平成18年３月期 

第１四半期 

平成19年３月期 

第１四半期 

前事業年度 

（通期） 

  金額 構成比 金額 構成比 

対前年 

増減率 

金額 構成比 

  千円 ％ 千円 ％  千円 ％

インターネット

メディア事業 
－ － 554,704 63.0 －

640,837 33.9

インターネット

求人広告事業 
－ － 326,360 37.0 －

1,221,726 64.5

その他 － － － － － 30,888 1.6

合計 － － 881,064 100.0 － 1,893,452 100.0

 
(2) 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

19年３月期第１四半期 1,342 1,033 76.9 15,652 96

18年３月期第１四半期 － － － － －

(参考)18年３月期 1,338 769 57.5 11,665 28

 
(3) キャッシュ・フローの状況                                                        (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

19年３月期第１四半期 △25 △92 － 593

18年３月期第１四半期 － － － －

(参考)18年３月期 594 △108 － 710

 
【財政状態の変動状況に関する定性的情報等】 
＜財政状態の変動状況＞ 
前事業年度末から当第１四半期会計期間末までの財政状態の主な変動としましては、流動資産が1,093,837千円

から1,037,106千円に減少したこと、及び流動負債が568,987千円から309,814千円に減少したことが挙げられます。 
流動資産及び流動負債の減少の主な要因は、法人税等を支払ったことによる現金及び預金、未払法人税等の減

少によるものであります。 
＜キャッシュ・フローの状況＞ 
当第１四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１四半期末残高は、前事業

年度末と比較して117,845千円の減少となり、残高は593,140千円となりました。 
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 
当第１四半期会計期間における営業活動により使用した資金は25,663千円となりました。これは、税引前第１

四半期純利益が452,755千円となったものの、法人税等の納付による支出額が389,785千円、売上高の増加に伴う
売掛金の増加額76,628千円となったことによるものであります。 
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 
当第１四半期会計期間における投資活動により使用した資金は92,181千円となりました。これは、主にインタ

ーネットメディア事業が運営する「mixi」の会員数が伸び、それに伴いサーバー等の購入代65,312千円によるも
のであります。 
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 
当第１四半期会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローはございません。
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３．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） 

(百万円未満切捨) 

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

中    間    期 1,883 611 343

通     期 4,789 1,719 986

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  14,953円 98銭 
 
【業績予想に関する定性的情報等】 
当社をとりまく事業環境につきましては、引き続きインターネット市場が拡大し、SNS及びインターネットによ

る求人広告事業がさらに浸透していくことが予想されます。 
従いまして、平成19年３月期の業績予想に対し、変更はございません。 

 
※上記の予想は、本資料の発表当時において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後の様々な不確定
要素により、実際の業績と異なる場合がありますのでご了承ください。 
 

４．配当状況 
 
・現金配当 1株当たり配当金（円） 

         第1四半期末 中間期末 第3四半期末 期末 その他 年間 

18年３月期 － － － － － － 

19年３月期（実績） － － － － － 

19年３月期（予想） － － － － － 
－ 
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５．四半期財務諸表  

(1) 四半期貸借対照表 

  
当第１四半期会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前事業年度要約貸借対照表 

（平成18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   593,140 710,985

２．売掛金   413,233 336,604

３．前渡金   6,422 5,600

４．前払費用   13,019 8,132

５．繰延税金資産   18,355 40,071

貸倒引当金   △7,066 △7,556

流動資産合計   1,037,106 77.2 1,093,837 81.7

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※１  

(1)建物  19,159 20,044

(2)工具、器具及び備品  163,074 116,982

有形固定資産合計   182,233 13.6 137,026 10.2

２．無形固定資産   63,584 4.7 48,047 3.6

３．投資その他の資産   

(1)敷金保証金  59,984 59,984

(2)その他  1,400 1,813

貸倒引当金  △1,400 △1,813

投資その他の資産合計   59,984 4.5 59,984 4.5

固定資産合計   305,803 22.8 245,058 18.3

資産合計   1,342,909 100.0 1,338,896 100.0
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当第１四半期会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前事業年度要約貸借対照表 

（平成18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．未払金   103,815 115,642

２．未払費用   3,276 8,519

３．未払法人税等   167,782 389,715

４．未払消費税等 ※２  25,055 47,235

５．前受金   126 94

６．預り金   9,759 7,780

流動負債合計   309,814 23.1 568,987 42.5

負債合計   309,814 23.1 568,987 42.5

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金   － － 64,200 4.8

Ⅱ  資本剰余金   

１．資本準備金  － 34,200

資本剰余金合計   － － 34,200 2.6

Ⅲ 利益剰余金   

１．当期未処分利益  － 671,508

利益剰余金合計   － － 671,508 50.1

資本合計   － － 769,908 57.5

負債・資本合計   － － 1,338,896 100.0

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   64,200 4.8 － － 

２．資本剰余金    

(1)資本準備金  34,200 －  

資本剰余金合計   34,200 2.5 － － 

３．利益剰余金    

(1)その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  934,695 －  

利益剰余金合計   934,695 69.6 － －

株主資本合計   1,033,095 76.9 － －

純資産合計   1,033,095 76.9 － －

負債・純資産合計   1,342,909 100.0 － －
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 (２) 四半期損益計算書 

  

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日） 

前事業年度要約損益計算書 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18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   881,064 100.0 1,893,452 100.0

Ⅱ 売上原価   73,416 8.3 87,121 4.6

売上総利益   807,647 91.7 1,806,330 95.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費   355,121 40.3 893,927 47.2

営業利益   452,525 51.4 912,402 48.2

Ⅳ 営業外収益   208 0.0 2 0.0

Ⅴ 営業外費用   － － 43 0.0

経常利益   452,734 51.4 912,361 48.2

Ⅵ 特別利益 ※１  343 0.0 100,000 5.3

Ⅶ 特別損失 ※２  322 0.0 40,616 2.2

税引前第１四半期 

(当期)純利益 
  452,755 51.4 971,745 51.3

法人税、住民税及び事業

税 
 167,852 426,159

法人税等調整額  21,715 189,568 21.5 △30,701 395,457 20.9

第１四半期(当期) 

純利益 
  263,186 29.9 576,287 30.4

前期繰越利益   － 95,220

当期未処分利益   － 671,508
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(３) 四半期株主資本等変動計算書 

第１四半期会計期間（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  

 資本金 その他利益剰余金 株主資本合計 

  
資本準備金 

繰越利益剰余金  

純資産合計 

前期末残高 64,200 34,200 671,508 769,908 769,908

当第１四半期の変動額      

四半期純利益   263,186 263,186 263,186

当第１四半期の変動額 合計   263,186 263,186 263,186

当四半期末残高 64,200 34,200 934,695 1,033,095 1,033,095
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（４）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日）

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18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１四半期(当期)純利益  452,755 971,745 

減価償却費  15,689 30,224 

貸倒引当金の増加額又は減少額(△)  △903 5,397 

営業譲渡益  － △100,000 

固定資産除却損  322 7,192 

売上債権の増加額  △76,628 △223,777 

未払金の増加額又は減少額(△)  2,774 △26,773 

未払消費税等の増加額又は減少額(△)  △22,180 35,695 

その他  △7,706 3,405 

小計  364,122 703,110 

利息の受取額  － 1 

法人税等の支払額  △389,785 △108,806 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △25,663 594,305 

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  △65,312 △139,789 

無形固定資産の取得による支出  △26,869 △29,329 

敷金保証金の差入れによる支出  － △59,984 

敷金保証金の返還による収入  － 20,253 

営業譲渡による収入  － 100,000 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △92,181 △108,851 

Ⅲ 財務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  － － 

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 

又は減少額(△) 

 
△117,845 485,454 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  710,985 225,530 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末 

(期末)残高 

 
593,140 710,985 
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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１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

１．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         8～15年 

工具、器具及び備品 3～10年 

(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         3～15年 

工具、器具及び備品 3～10年 

  

(2）無形固定資産 

定額法を採用しております。な

お、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)に基づいておりま

す。 

 

(2）無形固定資産 

同左 

２．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

 売上債権等の貸倒による損失

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て回収不

能見込額を計上しております。 

(1)貸倒引当金 

 同左 

３．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 

４．四半期キャッシュ・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 

(1）四半期キャッシュ・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。

(1）キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

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 

(1)消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(1)消費税等の会計処理 

 同左 
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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の変更 

当第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

  当第１四半期会計期間から「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1,033,095千円で

あります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正により、当第１四半期会計期

間における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。 

 

―――――――― 

―――――――― （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。これによる損益に与

える影響はありません。 

―――――――― （売上原価と販売費及び一般管理費の科目の変更） 

従来、インターネットメディア事業売上に係わる業務に使用さ

れるサーバーの減価償却費等については、販売費及び一般管理費

に含めて計上しておりましたが、当事業年度より売上原価に計上

する方法に変更しております。また、売上原価の一部につきまし

ても販売費及び一般管理費に計上する方法に変更しております。

この変更は、当該事業の会員の急激な拡大及び売上高の金額的

重要性が増大してきたことに伴い、サーバー増設等に伴う減価償

却費等の当該事業に関連して発生する費用について、原価要素の

見直しを行い、費用及び収益の対応関係を明確にして経営成績を

より適切に表示するために行ったものであります。 

この変更により、従来の方法によった場合に比べて当期の売上

原価は15,886千円増加し、売上総利益と販売費及び一般管理費は

同額減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純

利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） 
当第１四半期会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前事業年度 

（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

52,309千円   

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

37,352千円  

※２．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

の上、流動負債の「未払消費税等」に

含めて表示しております。 

※２．   ―――――――― 

 

（四半期損益計算書関係） 
当第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

※１.        ―――――――― 
※１. 特別利益 

営業譲渡益 100,000千円 
※２.        ――――――――  ※２. 特別損失 

固定資産除却損 7,192千円

特別退職金 10,000千円

従業員特別精算金 23,423千円 
３. 減価償却実施額 

有形固定資産 15,314千円 

無形固定資産 375千円  

３. 減価償却実施額 

有形固定資産 29,412千円

無形固定資産 812千円 

 

（四半期株主資本等変動計算書関係） 

当第１四半期会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 

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 
当第１四半期会計期間増

加株式数 

当第１四半期会計期間減

少株式数 

当第１四半期会計期間末

株式数 

発行済株式     

普通株式 66,000 － － 66,000

合計 66,000 － － 66,000

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 
当第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

１.現金及び現金同等物の第１四半期末残高

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18年６月30日現在） 

 現金及び預金勘定   593,140千円

 現金及び現金同等物  593,140千円 

 

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18年３月31日現在） 

 現金及び預金勘定   710,985千円

 現金及び現金同等物  710,985千円 

 

（リース取引関係） 
当第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

内容の重要性が乏しく、また契約の一件当た

りの金額が少額のため、中間財務諸表等規則

第５条の３において準用する財務諸表等規則

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。 

内容の重要性が乏しく、また契約の一件当た

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１四半期会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前事業年度 

（平成18年３月31日） 

当社は、有価証券を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１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18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１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18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 
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（ストック・オプション等関係） 

当第１四半期会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 

(1)ストック・オプションの内容及び規模 

当第１四半期会計期間において付与したストック･オプションは以下のとおりであります。 

 

種類 第７回新株予約権 第８回新株予約権 

決議年月日 平成18年4月28日 平成18年4月28日 

付与対象者の区分及び人数

(名) 
当社従業員  22 当社外部協力者  1 

株式の種類及び付与数(株) 普通株式  54 普通株式  5 

付与日 平成18年4月28日 平成18年4月28日 

権利確定条件 確定条件は付されておりません。 確定条件は付されておりません。 

対象勤務期間 対象勤務期間はありません。 対象勤務期間はありません。 

権利行使期間 
平成20年５月１日から 

平成28年３月31日まで 

平成20年５月１日から 

平成28年３月31日まで 

権利行使価格（円） － － 

付与日における公正な評価単

価（円） 
－ － 

 

(2)第1四半期財務諸表への影響額 

影響額はございません。 
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（１株当たり情報）  
当第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 15,652円96銭

１株当たり第１四半期 

純利益金額 
3,987円67銭

  

 

１株当たり純資産額 11,665円28銭

１株当たり当期純利益金額 8,731円63銭

  

 なお、潜在株式調整後１株当たり第１四半

期純利益金額については、新株予約権の残高

はありますが、当社株式は非上場かつ非登録

のため、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、新株予約権の残

高はありますが、当社株式は非上場かつ

非登録のため、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。 

平成17年９月27日付で株式１株を５株

とする株式分割を実施しております。１

株当たり当期純利益金額は、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。当該株式分割が前期首に行われた

ものと仮定した場合の前事業年度の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           2,933円65銭

１株当たり当期純利益金額     1,466円83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、新株予約権の残高はあり

ますが、当社株式は非上場かつ非登録のため、

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株当たり第１四半期(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１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

第１四半期(当期)純利益（千円） 263,186 576,287

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１四半期(当

期)純利益（千円） 
263,186 576,287

期中平均株式数（株） 66,000 66,000

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１四

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 

平成16年２月６日 臨時株主総

会決議による新株予約権40個 

普通株式4,000株 

 

平成17年１月31日 臨時株主総

会決議による新株予約権287個 

普通株式1,435株 

 

平成17年10月21日 臨時株主総

会決議による新株予約権1,315

個 普通株式1,315株 

 

平成18年１月11日 臨時株主総

会決議による新株予約権25個 

普通株式25株 

 

平成18年４月28日 臨時株主総

会決議による新株予約権59個 

普通株式59株 

 

平成16年２月６日 臨時株主総

会決議による新株予約権40個 

普通株式4,000株 

 

平成17年１月31日 臨時株主総

会決議による新株予約権290個 

普通株式1,450株 

 

平成17年10月21日 臨時株主総

会決議による新株予約権1,320

個 普通株式1,320株 

 

平成18年１月11日 臨時株主総

会決議による新株予約権25個 

普通株式25株 
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（後発事象） 
当第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 当社は旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づ

き、平成18年４月28日開催の臨時株主総会及び平成18年４月

28日開催の取締役会においてストックオプションとして新株

予約権の発行を決議し、平成18年４月28日付で発行しており

ます。 

１．発行した新株予約権の数 

59個 

２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

普通株式  59株 

３．新株予約権の発行価格 

      無償 

４．新株予約権の行使時の払込金額 

      250,000円 

５．新株予約権の行使期間 

平成20年５月１日から平成28年３月31日 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場 

合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格     250,000円 

資本組入額   125,000円 

７．新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時

において当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、相

談役、従業員、顧問又は外部協力者であることを要する。 

その他の権利行使の条件は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

の間で締結した新株予約権割当契約により決定するも

のとする。 

８．新株予約権の譲渡に関する事項 

権利の譲渡、質権の設定及びその他の処分は認めない

ものとする。 

９．代用払込みに関する事項 

 ―――――――― 

10．付与対象者の区分及び人数 

当社従業員       22名 

当社外部協力者   １名 

(注) １. 当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行

う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、

調整後に生じる１株の100分の１未満の株式は切り捨

てるものとします。 

 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

 

２．当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行

う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げるものとしま

す。 

1 
調整後払込金額＝調整前払込金額×

分割・併合の比率 

 

 

 

 


