
 

 

平成 18 年 10 月 19 日 

 

各   位 

東京都渋谷区広尾一丁目３番地１号

株 式 会 社 ア ク ロ デ ィ ア

代 表 取 締 役 社 長  堤  純 也

（コード番号：3823 東証マザーズ）

問合せ先：取締役管理部長 杉山 功

電話番号：（03）5798-4885（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 10 月 19 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、宜しくお願い申し上げます。 

 上場に伴い、当社の 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 
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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８月 11 日 

上場会社名 株式会社アクロディア （コード番号：3823  東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.acrodea.co.jp/）   

問 合 せ 先       代表取締役社長 堤 純也 ＴＥＬ：（03）5798―4885 

              取締役管理部長 杉山 功 
 
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 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 

 
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 308    － 16   － 2    － △6    －

18 年３月期第１四半期 －   － －   － －      － －     －

(参考)18 年３月期 1,077     81        84         69       

 

 
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 △123.65 －

18 年３月期第１四半期 － －

(参考)18 年３月期 2,054.38 －

 (注)  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。 

 

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当四半期におけるわが国の経済は、企業収益の改善が進み、設備投資が増加、雇用状況も回復

を見せ、中東情勢ならびに原油価格高騰等の不安材料があるものの、総じて景気回復基調で推移

いたしました。 

当社に関連する携帯電話業界におきましては、国内においては既に需要が安定成長期となって

おり、次世代携帯電話(３G)への移行が進んでいる中、従来にない全く新たな機能・サービスが

求められております。また平成 18 年 10 月から導入される「番号ポータビリティ制度」の影響及

び新規キャリアの参入により、各キャリアならびに各携帯電話メーカーの競争は更に激化の様相

を呈してくるものと予想されます。 

また、国外においても同様に、端末の３G化・高機能化が進み携帯電話を活用した情報サービ

ス市場は拡大してきているほか、現在、南米・中東・アフリカ等の地域においては急激に携帯電

話の普及が進んでおり、国内同様に各携帯電話メーカー間の競争は一層激しくなってきておりま

す。 
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このように、当面は、国内外ともに各キャリアならびに各携帯電話メーカーの競争激化が予想

されるため、各社はサービスや機能について他社との差別化を打ち出していくと思われ、ますま

す携帯電話業界におけるミドルウェアの活躍の場は増えてくると予想されます。 

このような状況の中、当社は、携帯電話等小型組み込み機器向けのソフトウェア基盤技術の自

社開発及び販売(以下「自社製品開発販売事業」という。)、ソフトウェアの受託開発(以下「受

託開発事業」という。)、及びソフトウェア開発・販売についてのコンサルティング(以下「コン

サルティング事業」という。)を行い、上記各３事業とも下記のとおり、順調に業績を推移させ

ることができました。 

当第１四半期におきましては、特に当社事業の中心である自社製品開発販売事業において、携

帯電話上で３D グラフィック等による楽しいメールコミュニケーション手段を提供する「VIVID 

Message」及び携帯電話上において高度なインターフェース配信が実現可能なフレームワークを

提供する「VIVID UI」のライセンス販売が国内外ともに順調に推移いたしました。 

一方、製造原価及び一般管理費ともに人員増等により前期比増となりました。 

 この結果、当第１四半期における売上高は 308,045 千円、経常利益は 2,543 千円、第１四半期

純損失は 6,047 千円となりました。 

 

（自社製品開発事業） 

 売上高は 171,849 千円となりました。 

（受託開発事業） 

 売上高は 98,326 千円となりました。 

（コンサルティング事業） 

 売上高は 37,870 千円となりました。 

 
(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 1,270 1,111 87.5 18,867.99

18 年３月期第１四半期 － － － －

(参考)18 年３月期 1,192 854 71.7 17,675.57

 
(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 325 △95 259 837

18 年３月期第１四半期 － － － －

(参考)18 年３月期 △90 △204 605 347
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［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

 当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べて 490,294 千円

増加し、837,790 千円となりました。当第１四半期末のキャッシュ・フローの概況は次のとおり

であります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間の営業活動の結果得られた資金は 325,809 千円となりました。これは主

に、売上債権の減少 546,796 千円、未払費用の増加 230,486 千円など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いて投資活動の結果使用した資金は 95,690 千円となりました。こ

れは主に有形固定資産の取得7,023千円、及びのれん等の無形固定資産の取得による支出88,916

千円など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いて財務活動の結果得られた資金は 259,686 千円となりました。こ

れは新株予約権の行使による株式発行による収入によるものであります。 

 
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） 

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

中  間  期 514 △102 △109

通     期 2,188 263 146

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）2,260 円 96 銭 
 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

第２四半期の見通しにつきましては、次世代携帯電話による新規サービスの国内インフラの整

備の進行、欧州等海外でのインターネット接続サービスの本格的な開始及びそれにともなう各メ

ーカー間の競争激化に起因する製品機能強化の等、当社の事業分野におきましては、前期に引き

続き、有望な市場が拡大してきております。 

当社では、「VIVID Message」及び「VIVID UI」の国内・海外へのライセンス販売を積極的に行っ

ていく方針であります。 

 
４．配当状況 

現金配当 １株当たり配当金（円）

        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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５．四半期財務諸表等 

(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) 

前事業年度の 

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  837,790 347,496  

２． 売掛金  76,358 623,155  

３． 仕掛品  16,438  34,874  

４． 前渡金  31,500 －  

５． 前払費用  4,657 5,513  

６． 繰延税金資産  2,830  9,012  

７． その他  10,844  2,419  

流動資産合計  980,420 77.1 1,022,470 85.8 

Ⅱ 固定資産   

１． 有形固定資産 ※1  

(1) 建物  9,623 9,577   

(2) 車両運搬具  1,748 1,926  

(3) 器具備品  11,099 9,066  

(4) 建設仮勘定  3,284 －  

有形固定資産合計  25,756 2.0 20,570 1.7 

２． 無形固定資産   

(1) のれん  77,977 －  

(2) ソフトウェア  75,119 46,407  

(3) ｿﾌﾄｳｪｱ仮勘定  83,840 74,686  

(4) その他  13 13  

無形固定資産合計  236,950 18.6 121,107 10.2 

３． 投資その他の資産   

(1) 長期前払費用  1,041 1,291  

(2) 差入保証金  26,771 26,771  

投資その他の資産合計  

27,813 2.2 28,063

 

2.3 

固定資産合計  290,519 22.9 169,741 14.2 

資産合計  1,270,940 100.0 1,192,212 100.0 
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  当第１四半期会計期間末

 

(平成 18 年６月 30 日) 

前事業年度の 

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．買掛金  18,424 27,805  

２．未払金  65,279 30,779  

３．未払費用  9,465 239,952  

４．未払法人税等  4,244 20,000  

５．未払消費税等  8,715  －  

６．前受金  －  8,100  

７．預り金  43,195 11,314  

８．その他  10,101 －  

流動負債合計  159,427 12.5 337,951 28.3 

負債合計  159,427 12.5 337,951 28.3 

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※2 － － 459,550 38.5 

Ⅱ 資本剰余金   

１． 資本準備金  － 323,750  

資本剰余金合計  － － 323,750 27.2 

Ⅲ 利益剰余金   

１． 当期未処分利益  － 70,960  

利益剰余金合計  － － 70,960 6.0 

資本合計  － － 854,260 71.7 

負債及び資本合計  － － 1,192,212 100.0 

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  591,200 46.5 － － 

２．資本剰余金   

(1) 資本準備金  455,400 － － 

資本剰余金合計  455,400 35.8 － － 

３．利益剰余金   

(1)その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  64,913 －  

利益剰余金合計  64,913 5.1 － － 

株主資本合計  1,111,513 87.5 － － 

 純資産合計  1,111,513 87.5 － － 

 負債純資産合計  1,270,940 100.0 － － 
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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) 

前事業年度の要約損益計算書 

(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  308,045 100.0 1,077,286 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※2 118,748 38.5 174,194  16.2 

売上総利益  189,297  61.5 903,091 83.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2,3 173,211  56.2 821,926 76.3 

営業利益  16,085  5.2 81,165 7.5 

Ⅳ 営業外収益  942  0.3 7,382 0.7 

１． 受取利息  0  15  

２． 為替差益  －  6,927  

３． その他  941   440   

Ⅴ 営業外費用  14,484  4.7 4,546 0.4 

１． 新株発行費  3,613 4,527

２． 為替差損  10,870 －

３． その他       －  18  

経常利益  2,543 0.8 84,001   7.8 

税引前四半期(当期)

純利益 

 
2,543 0.8 84,001   7.8 

法人税、住民税及び

事業税 

 

2,409

 

23,754

 

 

法人税等調整額  6,181  △9,012  

四半期(当期)純利益  △6,047 △2.0 69,259 6.4 

 

 

(3) 四半期株主資本等変動計算書 

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）        (単位:千円) 

 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 
 資本金 

資本準備金 繰越利益剰余金

株主資本合計

純資産合計 

前事業年度末 459,550 323,750 70,960 854,260 854,260 

当第１四半期変動額   

新株の発行 131,650 131,650 － 263,300 263,300 

第１四半期純利益 － － △6,047 △6,047 △6,047 

当第１四半期変動額合計 131,650 131,650 △6,047 257,252 257,252 

当第１四半期末残高 591,200 455,400 64,913 1,111,513 1,111,513 
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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)

前事業年度の要約 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書  

 (自平成 17 年４月 １日 

 至平成 18 年３月 31 日) 

区分 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 2,543 84,001 

減価償却費 8,316 51,643 

受取利息 △0 △15 

為替差損益 10,870 △6,927 

新株発行費 3,613 4,527 

売上債権の増減額(増加：△) 546,796 △489,107 

たな卸資産の増減額(増加：△) 18,435 △34,874 

仕入債務の増減額(減少：△) △9,380 15,894 

未払費用の増加額(減少：△) △230,486 237,461 

未払消費税等の増加額(減少：△) 8,715 － 

その他 △17,599 60,548 

小計 341,824 △76,844 

利息の受取額 0 13 

法人税等の支払額 △16,016 △13,851 

営業活動によるキャッシュ・フロー 325,809 △90,681 

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 △7,023 △19,768 

無形固定資産の取得による支出 △88,916 △170,945 

その他 249 △13,883 

投資活動によるキャッシュ・フロー △95,690 △204,597 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式発行による収入 259,686 605,772 

財務活動によるキャッシュ・フロー 259,686 605,772 

Ⅳ 現金及び預金同等物に係る換算差額 488 250 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 490,294 310,743 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 347,496 36,753 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期(期

末)残高 

837,790 347,496 
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四半期財務諸表作成のための基本となる事項 

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．たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

仕掛品 

個別法による原価法 

仕掛品 

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 

ただし、建物(建物附属設備を除

く)については定額法を採用して

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     ６～10 年 

車両運搬具    ５年 

器具備品   ４～５年 

 

(2)無形固定資産 

のれん ５年間で均等償却 

ソフトウェア  定額法 

市場販売目的のソフトウェアにつ

いては、販売可能期間(３年)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。自社利用目的のソ

フトウェアについては、利用可能期

間(５年)に基づく定額法によって

おります。 

(1)有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)無形固定資産 

定額法によっております。な

お、市場販売目的のソフトウェア

については、販売可能期間(３年)

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。自

社利用目的のソフトウェアにつ

いては、利用可能期間(５年)に基

づく定額法によっております。 

３．引当金の計上基準 

 

 

 

 

 

貸倒引当金 

債権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不能見

込額を計上しております。なお、当

第１四半期会計期間末においては、

貸倒引当金はありません。 

貸倒引当金 

債権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

収不能見込額を計上しておりま

す。なお、当事業年度末において

は、貸倒引当金はありません。 

 

４．外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基

準 

 外貨建金銭債権債務は、第一四半

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。 

 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。 

５．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

なっております。 

同左 

６．その他財務諸表作成の

ための重要な事項 

消費税の会計処理 

税抜方式を採用しております。 

同左 
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会計処理方法の変更 

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)             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(役員賞与に関する会計基準) 

当第１四半期会計期間から「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 。

なお、当該会計基準の適用による影響はありませ

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

1,111,513 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

計基準の適用方針｣(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。 

 

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は、9,227 千

円であります。 

 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、

7,389 千円であります。 

 

※２ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数  普通株式 100,000 株 

発行済株式数 普通株式 48,330 株 
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（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 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及

び金額 

役員報酬     28,056  千円 

給料手当     31,914 

業務委託費    15,161 

旅費交通費     9,843 

接待交際費    19,272 

支払報酬     7,064 

販売手数料    25,547 

租税公課     1,524 

減価償却費    1,565 

 

※２ 減価償却実施額       

有形固定資産   1,837 千円 

無形固定資産   6,478 千円 

 

※３ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費は 1,144

千円であります。なお、当期製造費用に含

まれる研究開発費はありません。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額 

役員報酬     98,873 千円 

給料手当     59,610 

業務委託費    60,004 

旅費交通費    39,050 

接待交際費    48,171 

支払報酬    17,217 

販売手数料   336,702 

租税公課    72,120 

減価償却費    4,728 

 

※２ 減価償却実施額       

有形固定資産   6,038 千円 

無形固定資産   45,604 千円 

 

※３ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費は

4,313 千円であります。なお、当期製造費

用に含まれる研究開発費はありません。 

 
（四半期株主資本等変動計算書関係） 

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株式数に関する事項 

 前事業年度末    

株式数(株) 

 当第１四半期会計期

間増加株式数(株) 

当第１四半期会計期間

減少株式数(株) 
当第１四半期会計期間

末株式数(株) 

発行済株式  

普通株式 48,330 10,580 － 58,910

合計 48,330 10,580 － 58,910

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

ストックオプションの行使による増加  10,580 株 

 
（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) 

※ 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)

現金及び預金勘定   837,790千円

現金及び現金同等物  837,790千円

※ 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) 

現金及び預金勘定   347,496千円

現金及び現金同等物  347,496千円
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（リース取引関係） 

当第１四半期(自 平成 18 年４月 1 日 至 平成 18 年６月 30 日) 

当社はリース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。 

前事業年度 (自 平成 17 年４月 1 日 至 平成 18 年３月 31 日) 

当社はリース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。 

 

（有価証券関係） 

当第１四半期(自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年６月 30 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。 

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。 

 

（デリバティブ取引関係） 

当第１四半期(自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年６月 30 日) 

当社はデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

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利用していないため、該当事項はありません。 

 

（持分法損益関係） 

当第１四半期(自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年６月 30 日) 

当社は関係会社を有しておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度 (自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日) 

当社は関係会社を有しておりませんので、該当事項はありません。 

 

（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   18,867.99 円 

 

１株当たり第１四半期純利益金額  

△123.65 円 

 

１株当たり純資産額    17,675.57 円 

 

１株当たり当期純利益金額  

2,054.38 円 

 

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、１株当たり第

１四半期純損失が計上されているため、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、以下の通りであります。 

 
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) 
△6,047 69,259 

普通株主に帰属しない金額

(千円) 
- - 

普通株式に係る第１四半期
(当期)純利益(千円) 

△6,047 69,259 

期中平均株式数(株) 48,911 33,713 

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

益の算定に含めなかった潜

在株式の概要 

新株予約権13種類(新株予

約権数16,770個) 

新株予約権13種類(新株予

約権数27,510個) 

 

（重要な後発事象） 

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。 １．新株予約権の行使による増資 

平成18年６月26日付で第５回新株予約

権に係る新株予約権の行使により、株式数

等が次のとおり増加いたしました。 

株式数        7,000 株 

資本金      87,500 千円 

資本準備金    87,500 千円 

 これにより、平成18年６月26日現在の発

行済株式の総数は、55,410株、資本金は

547,450千円、資本準備金は411,650千円と

なっております。 

 

２．新株予約権の行使による増資 

 平成18年６月26日付で第９回新株予約

権に係る新株予約権の行使により、株式数

等が次のとおり増加いたしました。 

株式数       3,500株 

資本金     43,750千円 

資本準備金   43,750千円 

 これにより、平成18年６月26日現在の発

行済株式の総数は、58,910株、資本金は

591,200千円、資本準備金は455,400千円と

なっております。 
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