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平成 1９年３月期  第３四半期財務・業績の概況（非連結） 平成 19 年１月 26 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  

問合せ先責任者  執行役員管理本部長 西牧 久之朗 ＴＥＬ     ０３（５７１８）８６００ 

 
 
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３四半期の財務・業績概況（平成 18 年４月１日 ～ 平成 18年 12 月 31 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   ％ 

平成 19 年３月期第３四半期 1,022  ( 19.9) 81 ( 33.4) 103   ( 25.4) 120  (6,031.6) 

平成 18 年３月期第３四半期 853  ( 38.0) 61   ( － ) 82    ( － )     1   ( － ) 

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

 
 

 
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 

平成 19 年３月期第３四半期 590   99   590    88   

平成 18 年３月期第３四半期 9   67      9  62   
(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。 

   
 
［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３四半期（４～12月）におけるわが国の経済は、企業部門の収益の拡大に伴った設備投資等が増加

し、原油価格の動向が内外経済に与える影響等はあるものの、景気は堅調に推移いたしました。 

この様な状況の中、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、高成長を維持し

ております。インターネット環境は、総務省の発表によりますと、ブロードバンド契約者数が前年同期比

で 117.7%の 2,422 万契約（平成 18 年６月現在）となっております。利用者のブロードバンド化が進展し

ている背景を受け、インターネット広告市場も、リッチメディアと呼ばれる豊かな広告表現を可能とする

大容量のバナー広告や、広告の最適化によるスペースの開発の需要が拡大しております。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費は、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

12 月末時点の携帯電話の加入者数は 9,493 万台を超える中で、携帯電話番号ポータビリティ(ＭＮＰ)が

導入され、移動体通信各社の競争が一層激化する中、携帯電話がコミュニケーション・ツールとしてより

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とともに、新たなモバイルインターネットサービ

スが続々と開発されております。 

 

② 事業活動 

 このような市場環境の中で、当社では、主力製品の拡販、開発に注力しております。 

当社の主力製品の一つである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、新たに株式会社ライブドア、株式会社翔泳社、株式会社 CCC コミュニケーションズ、PCN
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株式会社、株式会社オアシスに導入されるなど、インターネットサービスの拡充に合わせて広告配信サー

ビスの利用も拡大し続けています。また、広告配信管理ソフトウェア「DART Enterprise」（ダートエンタ

ープライズ）は、最新版となる「DART Enterprise 6.1」をリリースし、機能強化を行いました。 

 マーケティング機能に優れた当社のＥメール配信管理ソフトウェア「ClickM@iler」（クリックメーラー）

は、SBIホールディングス株式会社に導入が決定するなど、拡販を強化しております。 

一方、モバイルマーケティングの分野におきましては、当社の統合型モバイルマーケティングサービス

「MobileMK」（モバイル・エム・ケー）の最新版となる「MobileMK 1.6」をリリースし、機能強化を行うと

ともに、株式会社キッズシティージャパン、株式会社ダブリュ・エフ・エヌ、株式会社オリエントコー

ポレーション、シンボルタワー開発株式会社に導入されるなど、積極的な開発と事業を展開しております。 

また、当社が販売代理店として営業活動を展開しているウェブサイト分析 ASP サービス「SiteCatalyst」

（サイトカタリスト）は、戦略的なインターネットマーケティングツールとしての高い評価を背景に、ニ

フティ株式会社に導入いただくなど好調に推移いたしました。 

当社製品の順調な導入とともに、引き続き経営の改善、改革を実施してきた結果、当第３四半期（平成

18 年 4 月 1 日～平成 18 年 12 月 31 日）におきまして、営業利益、経常利益、四半期純利益と、第３四半

期としては過去最高の増益を達成いたしました。 

 

③ 経営成績の進捗状況 

品目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３四半期 

（９ヶ月累計） 

対前年同 

期増減率 

平成 18 年３月期 

第３四半期 

（９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 エア  
ラ イ セ ン ス  42 4.2 △69.0 137 16.1 201 16.7 

 AS P 利 用  626 61.3 62.7 385 45.2 537 44.5 

 サービス・その他 352 34.5 7.0 330 38.7 468 38.8 

合  計 1,022 100.0 19.9 853 100.0 1,207 100.0 

  

当第３四半期（４～12 月）の売上高は、10 億 22百万円と対前年同期比で１億 69 百万円の増加（19.9％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は、前年に広告配信システムの大型案件受注があったことなど

により、前年同期比では 95百万円の減少（69.0％減）の売上高 42 百万円となりました。 

ASP 利用売上高は、広告配信管理サービス、Ｅメール配信管理サービス、モバイルマーケティングサービ

ス、ウェブサイト分析サービスが好調に推移し、６億 26 百万円と前年同期比で２億 41 百万円の大幅な増加

（62.7％増）となりました。 

サービス・その他売上高は、３億 52百万円と前年同期比で 22百万円の増加（7.0％増）となりました。 
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(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 

平成 19 年３月期第３四半期末 3,341     3,141     94.0 15,449    72 

平成 18 年３月期第３四半期末 3,153     2,960     93.9 14,572    21  

(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、32 億 4百万円と対前年度期末比で 64百万円の増加（2.1％増）となりました。

主な内容は売上の拡大に伴う現金及び預金、グループファイナンスによる預け金の増加であります。当四

半期末の固定資産は、１億 36百万円と対前年度期末とほぼ同水準（1.5％減）となっております。 

当四半期末の流動負債は、１億 91 百万円と対前年度期末比で 62 百万円の減少（24.6％減）となりまし

た。主な要因は仕入債務の支払による買掛金残高の減少であります。また当四半期末の固定負債は、９百

万円と対前年度期末とほぼ同水準（7.7％増）となりました。 

当四半期末の純資産は、31 億 41 百万円と対前年度期末比で 1 億 24 百万円の増加（4.1％増）となりま

した。主な要因は業績の伸張に伴う四半期純利益の計上であります。 

以上の結果、当四半期末の総資産は、33 億 41 百万円と対前年度期末比で 62 百万円の増加（1.9％増）

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３四半期末) 
当四半期 

(平成19年３月期第３四半期末) 
（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  2,775,898   302,355   2,890,544   

２．売掛金  221,071   166,868   238,541   

３．預け金  -   2,700,000   -   

４．その他  12,481   39,192   15,466   

貸倒引当金  △4,595   △3,603   △4,108   

流動資産合計   3,004,856 95.3  3,204,812 95.9  3,140,445 95.8 

Ⅱ 固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物  947   16,617   779   

２．器具備品  12,105   7,416   10,795   

有形固定資産合計   13,053 0.4  24,034 0.7  11,574 0.3 

(2）無形固定資産           

１．ソフトウエア  20,005   9,524   17,792   

２．その他  800   800   800   

無形固定資産合計   20,806 0.7  10,325 0.3  18,593 0.6 

(3）投資その他の資産           

１．長期前払費用  114,961   64,796   108,690   

２. その他  3,304   37,644   0   

  貸倒引当金  △3,304   -   -   

投資その他の資産合計   114,961 3.6  102,440 3.1  108,690 3.3 

固定資産合計   148,821 4.7  136,800 4.1  138,859 4.2 

資産合計   3,153,677 100.0  3,341,612 100.0  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３四半期末) 
当四半期 

(平成19年３月期第３四半期末) 
（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  87,684   76,904   96,145   

２．未払金  23,527   11,678   59,535   

３．未払費用  4,513   6,873   5,244   

４．未払法人税等  3,984   3,306   7,027   

５. 前受収益  50,617   59,936   65,001   

６．賞与引当金  -   14,393   -   

７．その他 ※２ 14,748   18,321   20,812   

流動負債合計   185,076 5.9  191,413 5.7  253,767 7.7 

Ⅱ 固定負債           

1．退職給付引当金  8,081   9,117   8,467   

固定負債合計   8,081 0.2  9,117 0.3  8,467 0.3 

負債合計   193,157 6.1  200,530 6.0  262,235 8.0 

（資本の部）     
   

  
 

Ⅰ 資本金   1,863,378 59.1  - -  1,866,628 56.9 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  494,136   -   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   3,044,136 96.5  - -  3,044,136 92.8 

Ⅲ 利益剰余金           

１．四半期（当期）未処理損失  1,946,994   -   1,893,695   

利益剰余金合計   △1,946,994 △61.7  - -  △1,893,695 △57.7 

資本合計   2,960,520 93.9  - -  3,017,068 92.0 

負債・資本合計   3,153,677 100.0  - -  3,279,304 100.0 

 （純資産の部）           

Ⅰ 株主資本          

 １．資本金   - -  56.0  - - 

 ２．資本剰余金      

1,870,062 

    

  （１）資本準備金  -   494,570   -   

  （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   - -  1,095,616 32.8  - - 

 ３．利益剰余金           

（１）その他利益剰余金           

      繰越利益剰余金  -   175,401   -   

  利益剰余金合計   - -  175,401 5.2  - - 

  株主資本合計   - -  3,141,081 94.0  - - 

  純資産合計   - -  3,141,081 94.0  - - 

  負債・純資産合計   - -  3,341,612 100.0  - - 

           

（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３四半期) 
当四半期 

(平成19年３月期第３四半期) 
（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  853,034 100.0 1,022,615 100.0 1,207,080 100.0 

Ⅱ 売上原価  524,491 61.5 654,484 64.0 725,443 60.1 

売上総利益  328,542 38.5 368,130 36.0 481,636 39.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  267,287 31.3 286,431 28.0 379,363 31.4 

営業利益  61,254 7.2 81,699 8.0 102,273 8.5 

Ⅳ 営業外収益 ※１ 21,505 2.5 22,625 2.2 29,309 2.4 

Ⅴ 営業外費用  - - 527 0.1 - - 

経常利益  82,760 9.7 103,796 10.1 131,583 10.9 

Ⅵ 特別利益 ※２ - - 25,504 2.5 104 0.0 

Ⅶ 特別損失 ※３ 80,102 9.4 8,445 0.8 75,494 6.2 

税引前四半期(当期)純利益  2,658 0.3 120,856 11.8 56,194 4.7 

法人税、住民税及び事業税  698 0.1 712 0.1 936 0.1 

四半期（当期）純利益  1,959 0.2 120,143 11.7 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  1,946,994  -  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 12 月 31 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） 

3,434 434 - 434 - - 3,869 3,869 

 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 - - - -  120,143 120,143  120,143  120,143 

四半期中の変動額
合計 

3,434 434 △1,948,953 △1,948,519 2,069,097 2,069,097 124,012 124,012 

平成18年12月31日
残高 

1,870,062 494,570 601,046 1,095,616 175,401 175,401 3,141,081 3,141,081 
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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３四半期) 

当四半期 
(平成19年３月期第３四半期) 

（参考）  
平成18年3月期 

１．資産の評価基準及び 

 評価方法 

有価証券 

（1）子会社株式及び関連会社株式 

───── 

（2）その他有価証券 

 時価のあるもの 

───── 

 

 

  

 

時価のないもの 

 ・・・移動平均法による原価法 

有価証券 

（1）子会社株式及び関連会社株式 

 ───── 

（2）その他有価証券 

時価のあるもの 

 ───── 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

有価証券 

（1）子会社株式及び関連会社株式 

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 

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・・・・・18年 

器具備品・・・３年から15年 

(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・・・・・15年 

器具備品・・・３年から15年 

 (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 

 (2) 無形固定資産 

同左 

 (3) 長期前払費用 

均等償却 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 
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項目 前年同四半期 
(平成18年３月期第３四半期) 

当四半期 
(平成19年３月期第３四半期) 

（参考）  
平成18年3月期 

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 

───────── 

 

 

(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 

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負担

額を計上しております。 

(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３四半期) 

当四半期 
(平成19年３月期第３四半期) 

（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。 

 

 

 

 

 

───────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

───────── 

 

 

 

 

 

（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。 

 

（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３四半期末) 

当四半期 
(平成19年３月期第３四半期末) 

（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 

                 42,331千円                  44,286千円 43,809千円 

※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

うえ、金銭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。 

※２．消費税等の取扱い 

同左 

 

※２．     ───────── 

 

 

 

（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３四半期) 

当四半期 
(平成19年３月期第３四半期) 

（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 17,807千円 19,754千円 23,741千円 

※２．特別利益のうち主要なもの    

   本社移転補償金 - 25,000千円 - 

※３．特別損失のうち主要なもの    

    固定資産除却損 4,222千円 3,302千円 4,222千円 

本社移転費用 - 5,142千円 - 

    子会社整理損 75,880千円 - 71,271千円 

４．減価償却実施額    

有形固定資産 4,922千円 4,115千円 6,401千円 

無形固定資産 8,350千円 8,268千円 11,143千円 
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（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 12 月 31 日） 

１．発行済株式に関する事項                                   

 
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 

株式数 

普通株式 203,227 株 83 株 － 203,310 株 

(注)普通株式の発行済株式総数の増加 83 株は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。 

 

２. 自己株式に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる 
株式の種類 前事業年度末 当四半期増加 当四半期減少 当四半期末 

当四半期末 
残高 

（千円） 

平成13年１月決議 
新株引受権 

普通株式 1,313 - 60 1,253 - 

平成15年６月決議 
新株予約権 

普通株式 395 - 58 337 - 

平成16年６月決議 
新株予約権 

普通株式 465 - 50 415 - 

平成17年６月決議 
新株予約権 

普通株式 1,120 - 180 940 - 

合計 - 3,293 - 348 2,945 - 

（注）１. 当四半期減少は、新株予約権の行使及び失効によるものであります。 

２. 平成 13 年１月決議新株引受権、平成 15 年６月決議新株予約権、平成 16 年６月決議新株予約権は、権利行使

可能なものです。 

３. 平成 17 年６月決議新株予約権については、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

 

４. 配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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（重要な後発事象） 

前年同四半期 
(平成18年３月期第３四半期) 

当四半期 
(平成19年３月期第３四半期) 

（参考）  
平成18年3月期 

 

 

 

 

 

────────── 

 

 

 

 

 

────────── 

 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 

 

 
 


