
 

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30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://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３四半期財務・業績の概況（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   ％

19年３月期第３四半期 3,417 － 1,471 － 1,431 － 757 －

18年３月期第３四半期 － － － － － － － －

(参考)18年３月期 1,893  912  912  576
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 (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３四半期 11,100 64 10,145 42 

18年３月期第３四半期 － － － － 

(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３四半期の業績の概況 

当第３四半期におけるわが国の経済は、企業収益の改善、民間設備投資、及び、個人消費も底堅い動きを見せ

始めるなど、引き続き景気は拡大いたしました。また、内閣府の12月の月例経済報告によると、「景気は、消費

に弱さがみられるものの、回復している。」としており、今後においても「企業部門の好調さが持続しており、

これが家計部門へ波及し国内民間需要に支えられた景気回復が続くと見込まれる。」としております。 

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。）、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。また、携帯電話の性能が向上し、携帯電話によるSNS等のネットサービスも普及いたしまし

た。 

このような環境のもと、インターネットメディア事業のバナー広告、及び、インターネット求人広告事業の販

売が順調に推移し、第３四半期の売上高は3,417,784千円となりました。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1,471,241千円、経常利益は1,431,753千円、第３四半期純利益は

757,717千円となりました。 

 

(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、モバイルに力を入れる等の施策やSNSの認知度向上により、会

員数が平成18年12月31日現在で744万人と大幅に増加いたしました。また、「mixi」で名前欄、性別欄の公

開レベル設定を可能にする等、多様化するニーズにも対応してまいりました。その結果、第３四半期の売上

高は2,405,206千円となりました。また、売上高のうち広告売上高は2,121,666千円、プレミアム会員料金に

よる売上高は283,539千円となっております。 
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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、さらには団塊の世代が

退職するにあたり求人広告事業の市場が拡大するなか、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３四半期の売上高は1,012,577千円となりました。 

 

(事業部別売上高)                                                                (千円未満切捨) 

  
平成18年３月期 

第３四半期 

平成19年３月期 

第３四半期 

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 
－ －

2,405,206 70.4
－

640,837 33.9

インターネット

求人広告事業 
－ －

1,012,577 29.6
－

1,221,726 64.5

その他 － － － － － 30,888 1.6

合計 － － 3,417,784 100.0 － 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３四半期 9,493 8,736 92.0 120,670 25

18年３月期第３四半期 － － － － －

(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３四半期 716 △1,523 7,182 7,086

18年３月期第３四半期 － － － －

(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３四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8,838,016千円に増加したこと、及び、流動負債が568,987千円から756,779千円に増加したことが挙げられま
す。 
流動資産及び流動負債の増加の主な要因は、東京証券取引所マザーズ市場上場により公募増資した現金及び預

金の増加、収益拡大による売掛金の増加、及び、取引規模拡大による未払金の増加によるものであります。 
＜キャッシュ・フローの状況＞ 
当第３四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３四半期末残高は、前事業

年度末と比較して6,375,252千円の増加となり、残高は7,086,237千円となりました。 
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 
当第３四半期会計期間において営業活動により得られた資金は716,200千円となりました。これは、税引前第

３四半期純利益が1,390,836千円、売上高の増加に伴う売掛金の増加額350,634千円、及び、取引増加に伴う未払
金の増加額150,990千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３四半期会計期間において投資活動により使用した資金は1,523,862千円となりました。これは、主に国

債の購入代999,079千円、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、それに伴うサーバ
ー等の購入代414,986千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３四半期会計期間において財務活動により得られた資金は7,182,914千円となりました。これは、主に平

成18年９月14日の東京証券取引所マザーズ市場へ上場した際に実施した公募増資資金による収入6,463,713千円、
当該上場に関連し、普通株式500株のオーバーアロットメントによる売出しを行ったことによる第三者割当によ
る収入717,859千円によるものであります。 
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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

通     期 4,789 1,719 986

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  13,632円 09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。 
業績予想については概ね予想通りに推移しており、現時点におきましては前回公表の通期の業績予想に変更は

ありません。 
 
※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３四半期会計期間末 

（平成18年12月31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   7,086,237 710,985

２．受取手形   1,457 －

３．売掛金   685,781 336,604

４．有価証券   999,192 －

５．前渡金   8,513 5,600

６．前払費用   34,940 8,132

７．繰延税金資産   33,697 40,071

８．その他   1,219 －

貸倒引当金   △13,023 △7,556

流動資産合計   8,838,016 93.1 1,093,837 81.7

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※１  

(1)建物  30,780 20,044

(2)工具、器具及び備品  465,334 116,982

有形固定資産合計   496,114 5.2 137,026 10.2

２．無形固定資産   64,701 0.7 48,047 3.6

３．投資その他の資産   

(1)敷金保証金  94,271 59,984

(2)その他  1,707 1,813

貸倒引当金  △1,507 △1,813

投資その他の資産合計   94,471 1.0 59,984 4.5

固定資産合計   655,288 6.9 245,058 18.3

資産合計   9,493,305 100.0 1,338,896 100.0

   



 

- 5 - 

  

  
当第３四半期会計期間末 

（平成18年12月31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   260,393 115,642

２．未払費用   1,925 8,519

３．未払法人税等   434,971 389,715

４．未払消費税等 ※２  42,607 47,235

５．前受金   1,457 94

６．預り金   15,424 7,780

流動負債合計   756,779 8.0 568,987 42.5

負債合計   756,779 8.0 568,987 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   3,668,650 38.6 － － 

２．資本剰余金    

(1)資本準備金  3,638,650 －  

資本剰余金合計   3,638,650 38.3 － － 

３．利益剰余金    

(1)その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  1,429,226 －  

利益剰余金合計   1,429,226 15.1 － －

株主資本合計   8,736,526 92.0 － －

純資産合計   8,736,526 92.0 － －

負債・純資産合計   9,493,305 100.0 － －
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 (２) 四半期損益計算書 

  

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31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   3,417,784 100.0 1,893,452 100.0

Ⅱ 売上原価   341,667 10.0 87,121 4.6

売上総利益   3,076,116 90.0 1,806,330 95.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,604,874 47.0 893,927 47.2

営業利益   1,471,241 43.0 912,402 48.2

Ⅳ 営業外収益   755 0.0 2 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※１  40,242 1.2 43 0.0

経常利益   1,431,753 41.9 912,361 48.2

Ⅵ 特別利益 ※２  － 0.0 100,000 5.3

Ⅶ 特別損失 ※３  40,917 1.2 40,616 2.2

税引前第３四半期 

(当期)純利益 
  1,390,836 40.7 971,745 51.3

法人税、住民税及び事業

税 
 626,744 426,159

法人税等調整額  6,374 633,118 18.5 △30,701 395,457 20.9

第３四半期(当期) 

純利益 
  757,717 22.2 576,287 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３四半期会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31日）                         

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 

繰越利益剰余金 

株主資本合計 純資産合計 

平成18年３月31日 

残高（千円） 
64,200 34,200 671,508 769,908 769,908

第３四半期会計期間

の変動額 
          

新株の発行 3,604,450 3,604,450 7,208,900 7,208,900

第３四半期純利益  757,717 757,717 757,717

第３四半期会計期間

中の変動額合計（千

円） 

3,604,450 3,604,450 757,717 7,966,617 7,966,617

平成18年12月31日 

残高（千円） 
3,668,650 3,638,650 1,429,226 8,736,526 8,736,526
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（４）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日）

前事業年度要約 

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 
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３四半期(当期)純利益  1,390,836 971,745 

減価償却費  84,187 30,224 

貸倒引当金の増加額  5,160 5,397 

営業譲渡益  － △100,000 

株式交付費  25,985 － 

固定資産除却損  40,917 7,192 

売上債権の増加額  △350,634 △223,777 

未払金の増加額又は減少額(△)  150,990 △26,773 

未払消費税等の増加額又は減少額(△)  △4,628 35,695 

その他  △23,742 3,405 

小計  1,319,073 703,110 

利息の受取額  25 1 

法人税等の支払額  △602,898 △108,806 

営業活動によるキャッシュ・フロー  716,200 594,305 

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  △414,986 △139,789 

無形固定資産の取得による支出  △75,510 △29,329 

有価証券の取得による支出  △999,079 － 

敷金保証金の差入れによる支出  △34,287 △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  △1,523,862 △108,851 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入  7,182,914 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー  7,182,914 － 

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  6,375,252 485,454 

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３四半期末 

(期末)残高 

 
7,086,237 710,985 
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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３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31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．資産の評価基準及び評価の方

法 

(1)有価証券 

①満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法)を採用し

ております。 

―――――――― 

２．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         3～15年 

工具、器具及び備品 3～20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 

３．繰延資産の処理方法 (1)株式交付費 

発生時に全額費用処理してお

ります。 

―――――――― 

４．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 

５．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 

６．四半期キャッシュ・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 

７．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３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31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３四半期会計期間から「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）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」の合計に相当する金額は8,736,526千円で

あります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正により、当第３四半期会計期

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。 

 

 

追加情報 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月1 日 

   至 平成18年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

  至  平成18年３月31日) 

(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方

法) 

  当社は、平成18年９月14日付の東京証券取引所マザーズ市場

上場による増資に伴い資本金が１億円超となったため、外形標準

課税の適用を受けることとなりました。そのため、当第３四半期

会計期間から「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21,416千円については、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

21,416 千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前第３四半期

純利益がそれぞれ同額減少しております。 

―――――――― 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 
当第３四半期会計期間末 

（平成18年12月31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 

116,828千円   

※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」と

して表示しております。 

※２．   ―――――――― 

 

（四半期損益計算書関係） 
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31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.営業外費用 

     株式交付費            25,985千円 

     株式公開費用          14,257千円 

※１．   ―――――――― 

※２.        ―――――――― 
※２. 特別利益 

営業譲渡益 100,000千円 

※３. 特別損失 

固定資産除却損 40,917千円 

なお、上記にはシステム開発中止による損

失（ソフトウェア仮勘定の除却損40,594

千円）が含まれております。 

※３. 特別損失 

固定資産除却損(建物) 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

  

４. 減価償却実施額 

有形固定資産 79,832千円 

無形固定資産 4,354千円  

４. 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３四半期会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31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３四半期会計期間増

加株式数 

当第３四半期会計期間減

少株式数 

当第３四半期会計期間末

株式数 

発行済株式     

普通株式 66,000 6,400 － 72,400

合計 66,000 6,400 － 72,400

  

(変動事由の概要） 

増加数の内容は以下のとおりであります。 

公募増資による新株発行  4,500 株 

オーバーアロットメントに伴う第三者割当による新株式発行  500 株 

ストック・オプション行使による新株発行 1,400 株 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31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３四半期末残高

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12月31日現在） 

 現金及び預金勘定   7,086,237千円 

 現金及び現金同等物  7,086,237千円 

 

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 
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（リース取引関係） 
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31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。 

 

（有価証券関係） 

前事業年度末（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。 

 

当第３四半期会計期間末（平成18年12月31日） 

 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 
第３四半期貸借対照表計上額

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

国債 999,192 999,000 △192

合計 999,192 999,000 △192

 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

    該当事項はありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日） 

前事業年度末 

（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３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31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 

 



 

- 13 - 

（ストック・オプション等関係） 

当第３四半期会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31日） 

当第３四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） 250,000 250,000 

付与日における公正な評価単

価（円） 
－ － 
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（１株当たり情報）  
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31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 120,670円25銭

１株当たり第３四半期 

純利益金額 
11,100円64銭

潜在株式調整後１株当たり

第３四半期純利益金額 
10,145円42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３四半期(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３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31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株当たり第３四半期（当期）純

利益金額 

    

第３四半期(当期)純利益（千円） 757,717 576,287 

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３四半期(当期)

純利益（千円） 

757,717 576,287 

期中平均株式数（株） 68,259 66,000 

      

潜在株式調整後１株当たり第３四

半期（当期）純利益金額 

    

第３四半期（当期）純利益調整額

（千円） 

－ － 

普通株式増加数（株） 6,426 － 

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３四半期

（当期）純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

 ―――――――― 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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（重要な後発事象） 
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31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．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 

 

 


