
 
 

ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」 
平成 19 年３月 19 日 

各  位 

福 岡 県 福 岡 市 中 央 区 大 名 二 丁 目 ４ 番 2 2 号 

株 式 会 社 ア イ フ リ ー ク 

代 表 取 締 役 社 長  永 田  万 里 子 

（コード番号：３８４５ 大証ヘラクレス） 

問い合わせ先  取締役管理部長 山 内  征 宏 

電 話 番 号  ０９２－７３８－３８００（代 表） 

U R L  http：//www.i-freek.co.jp/ 

 

 

 

大阪証券取引所ヘラクレス市場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 19 年３月 19 日に大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレ

ス」に上場いたしました。今後とも、なおいっそう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 
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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３月19日 

上場会社名 株式会社アイフリーク (コード番号：３８４５ 大証ヘラクレス Ｇ)

（URL http://www.i-freek.co.jp/）   

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長・永田万里子   

 責任者役職・氏名 取締役管理部長・山内征宏   

    (TEL：(092)738－3800) 
 
1. 四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無   ：有 
(内容)  法人税等の計上基準については、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算

しております。 

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 公認会計士又は監査法人による関与の有無      ：無 

 
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（非連結）の進捗状況 （単位：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 1,044 ― 262 ― 260 ― 155 ―

18年３月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（参考）18年３月期 448 143 142  80 

 

 
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 9,505 10 ― ―

18年３月期第３四半期 ― ―

（参考）18年３月期 12,910 25 ― ―

(注) １．期中平均株式数  18年３月期第３四半期 －株  19年３月期第３四半期 16,379株  

２．第３四半期業績・財務の概況の開示は当期より行っているため、前年同四半期の実績及び増減率につい

ては記載しておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株

式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。 

４．売上高、営業利益率等におけるパーセント表示は、前年同四半期に対する増減率であります。 

５．平成18年11月７日付で株式分割（１：２）を行っております。なお、当該株式分割の影響を加味した18

年３月期の１株当たり当期純利益は、6,455円13銭となっております。 
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［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 
 当第３四半期におけるわが国経済は、引き続き企業収益の好調を背景に、設備投資の増加や雇用環境の
改善により個人消費も拡大傾向を示しており、全体的に景気回復基調で推移しましたが、一方で日米の金
融政策の不透明感や原油価格の高騰による影響につきましては、引き続き留意する必要があります。 
 このような状況のもと、モバイル業界におきましては、携帯電話加入契約数が、平成18年12月末に前事
業年度末比3.4％増の9,493万台となり成長鈍化の兆候がみられる一方で、第３世代移動通信サービスであ
る３Ｇ対応の携帯電話契約数は着実に拡大し、前事業年度末比30.8％増の6,321万台に達しております（社
団法人電気通信事業者協会調べ）。この結果、当第３四半期における業績は、売上高が1,044百万円、営
業利益は262百万円、経常利益は260百万円、四半期純利益は155百万円となりました。 
 
 事業別の概況は以下の通りであります。 

区分 売上高（百万円） 構成比（％） 
モバイルコンテンツ事業 973 93.2

モバイルマーケティング事業 71 6.8

合計 1,044 100.0

 
① モバイルコンテンツ事業 

 当社のモバイルコンテンツ事業におきましては、デコメーションコンテンツやまんがコンテンツの
新規投入及び既存コンテンツの見直しやサービスの充実を図った結果、有料課金会員数が 68 万人（前
事業年度末比 194.6％）まで増加いたしました。これにより、モバイルコンテンツ事業の売上高は 973
百万円と大幅増収となりました。 

 
② モバイルマーケティング事業 

 当社のモバイルマーケティング事業におきましては、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州から
受託した「i Can Do！ドコモダケ脳トレパズル」、株式会社日本緊急通報サービスから受託した「Ｈ
ＥＬＰＮＥＴ」等、売上が順調に伸長し、売上高は 71 百万円となりました。 
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 (2) 財政状態（非連結）の変動状況 （単位：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 836 490 58.6 24,248 59

18年３月期第３四半期 ― ― ― ― 

（参考）18年３月期 309 113 36.6 16,592 91

(注) １．期末発行済株式数 18年３月期第３四半期 －株  19年３月期第３四半期 20,210株 

２．第３四半期業績・財務の概況の開示は当期より行っているため、前年同四半期の実績及び増減率につい

ては記載しておりません。 

３．平成18年11月７日付で株式分割（１：２）を行っております。なお、当該株式分割の影響を加味した18

年３月期の１株当たり純資産は、8,296円46銭となっております。 

 

 【キャッシュ・フローの状況】 
 

 
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 92 △95 256 282 

18年３月期第３四半期 ― ― ― ― 

（参考）18年３月期 9 △34 52 29 

(注) 第３四半期業績・財務の概況の開示は当期より行っているため、前年同四半期の実績及び増減率については

記載しておりません。 

 
［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

① 財政状態の変動状況 
当第３四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ527百万円増加し、836百万円となりました。 
流動資産は、現金及び預金の252百万円増加、売掛金の179百万円増加等により、444百万円の増加と

なっており、現金及び預金の増加は増資等によるもの、売掛金の増加は売上の増加によるものでありま
す。 

固定資産は、有形固定資産の23百万円増加、無形固定資産18百万円増加及び差入敷金保証金の42百
万円増加等により、83百万円の増加となっており、差入敷金保証金の増加は東京支店移転に伴うもの等
であります。 

流動負債は、未払金の増加82百万円等により、105百万円の増加となっており、未払金の増加は売上
増加に伴う回収代行手数の増加及び広告宣伝費の増加によるものであります。 

固定負債は、長期借入金の増加44百万円により、同額増加しております。 
純資産は、第三者割当増資を実施したこと等により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ110百万円増

加し、また、利益剰余金の155百万円増加により、377百万円の増加となりました。 
② キャッシュ・フローの状況 

現金及び現金同等物は前事業年度末に比べ252百万円増加し、282百万円となりました。 
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加179百万円及び法人税等の支払額98百万円等

があったものの、税引前四半期純利益260百万円及び未払金の増加82百万円等により、92百万円の収入
となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出30百万円及び差入敷金保証金

の取得による支出47百万円等により、95百万円の支出となりました。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による収入220百万円などにより、256百万円の収

入となりました。 
 

○添付資料 
（要約）四半期貸借対照表、（要約）四半期損益計算書、（要約）四半期株主資本等変動計算書、 
（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

以 上 
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[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） 

 売上高 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 円 銭

通        期 1,491 394 236 10,413 27

（注）平成19年３月期の（予想）１株当たり当期純利益は、新規上場に際して発行した公募株式数（2,500
株）を含めた期末予定発行済株式数22,710株（潜在株式数は考慮せず）により算出しております。 
 
※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定
な要素を含んでおります。実際の実績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合がありま
す。 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 
 平成19年３月期における業績予想につきましては、モバイルコンテンツ事業におきましては、株式会社
エヌ・ティ・ティ・ドコモに加え、ＫＤＤＩ株式会社及びソフトバンクモバイル株式会社がデコメーショ
ンサービスを開始したことにより、新規コンテンツの投入及び既存コンテンツの活性化策の推進により、
引き続き安定した成長を見込んでおります。また、モバイルマーケティング事業におきましては、株式会
社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州から委託を受けている「第５回学生ｉアプリコンテスト」の運営協力、
携帯電話の新機種発売に伴うプリインストール版のコンテンツ提供を行っていくことにより、事業規模の
拡大に貢献するものと考えております。 
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1. (要約）四半期貸借対照表 
（単位：千円、％） 

 

 
当第３四半期会計期間末
(平成18年12月31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 構成比 金額 構成比

(資産の部)  

Ⅰ 流動資産  

 1. 現金及び預金  282,000 29,504

 2. 売掛金  412,721 233,431

 3. たな卸資産  8,121 ―

 4. その他  17,865 12,502

   貸倒引当金  △3,311 △2,207

   流動資産合計  717,397 85.7 273,230 88.3

Ⅱ 固定資産  

 1. 有形固定資産 ※１ 33,696 4.0 10,501 3.4

 2. 無形固定資産  26,738 3.2 8,696 2.8

 3. 投資その他の資産  

  (1) 差入敷金保証金  57,800 15,212

  (2) その他  1,148 1,907

   投資その他の資産合計  58,949 7.1 17,120 5.5

   固定資産合計  119,384 14.3 36,318 11.7

   資産合計  836,781 100.0 309,548 100.0
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（単位：千円、％） 

 

 
当第３四半期会計期間末
(平成18年12月31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 構成比 金額 構成比

(負債の部)  

Ⅰ 流動負債  

 1. 買掛金  18,549 11,646

 2. 短期借入金  ― 31,674

 3. 一年以内返済予定の 
長期借入金 

 
29,996 5,100

 4. 未払金  134,191 51,985

 5. 未払法人税等  76,621 68,000

 6. その他 ※２ 33,472 18,818

   流動負債合計  292,831 35.0 187,224 60.5

Ⅱ 固定負債  

 1. 長期借入金  53,338 9,161

   固定負債合計  53,338 6.4 9,161 2.9

   負債合計  346,169 41.4 196,385 63.4

  

(資本の部)  

Ⅰ 資本金  ― ― 25,369 8.2

Ⅱ 資本剰余金  

 1. 資本準備金  ― 15,369

   資本剰余金合計  ― ― 15,369 5.0

Ⅲ 利益剰余金  

 1. 当期未処分利益  ― 72,425

   利益剰余金合計  ― ― 72,425 23.4

  資本合計  ― ― 113,163 36.6

  負債及び資本合計  ― ― 309,548 100.0

  

(純資産の部)  

Ⅰ 株主資本  

 1. 資本金  135,976 ―

 2. 資本剰余金  

  (1) 資本準備金  125,976 ―

    資本剰余金合計  125,976 ―

 3. 利益剰余金  

  (1) その他利益剰余金  

    繰越利益剰余金  228,110 ―

    利益剰余金合計  228,110 ―

   株主資本合計  490,063 58.6 ― ―

Ⅱ 新株予約権  548 0.0 ― ―

   純資産合計  490,612 58.6 ― ―

   負債純資産合計  836,781 100.0 ― ―

  

（注）平成19年３月期第３四半期から四半期財務諸表を作成しているため、平成18年第３四半期との比較は行っておりません。 
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2. (要約）四半期損益計算書 
（単位：千円、％） 

 

 
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 百分比 金額 百分比

Ⅰ 売上高  1,044,987 100.0 448,823 100.0

Ⅱ 売上原価  263,729 25.2 120,898 26.9

   売上総利益  781,258 74.8 327,924 73.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 518,529 49.7 184,655 41.2

   営業利益  262,728 25.1 143,269 31.9

Ⅳ 営業外収益 ※２ 1,347 0.1 1,363 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※３ 3,748 0.3 1,829 0.4

   経常利益  260,327 24.9 142,803 31.8

Ⅵ 特別利益 ※４ ― ― 182 0.1

Ⅶ 特別損失 ※５ ― ― 3,055 0.7

   税引前四半期(当期) 
   純利益 

 
260,327 24.9 139,930 31.2

   法人税、住民税及び 
   事業税 

※６ 104,641 10.0 59,293 13.2

   四半期(当期)純利益  155,685 14.9 80,636 18.0

  

（注）平成19年３月期第３四半期から四半期財務諸表を作成しているため、平成18年第３四半期との比較は行っておりません。 

  

3. (要約）四半期株主資本等変動計算書 

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) 

 

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
新株予約権 純資産合計

平成18年３月31日残高(千円) 25,369 15,369 72,425 113,163 ― 113,163

当四半期会計期間中の変動額   

 新株の発行 110,607 110,607 221,215  221,215

 四半期純利益  155,685 155,685  155,685

株主資本以外の項目の当
四半期会計期間中の変動
額（純額） 

 548 548

当四半期会計期間中の変動額
合計(千円) 110,607 110,607 155,685 376,900 548 377,448

平成18年12月31日残高(千円) 135,976 125,976 228,110 490,063 548 490,612
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4. (要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円） 

 

 
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) 

前事業年度の 
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 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

１ 税引前四半期(当期)純利益 260,327 139,930

２ 減価償却費 11,881 4,028

３ 貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,104 1,647

４ 支払利息 1,670 1,573

５ 固定資産売却益 ― △182

６ 固定資産除却損 ― 2,588

７ 損害賠償金 ― 466

８ 売上債権の増減額（△は増加） △179,290 △201,542

９ たな卸資産の増減額（△は増加） △8,121 5,552

10 仕入債務の増減額（△は減少） 6,902 6,494

11 未払金の増減額（△は減少） 82,206 44,246

12 未払消費税等の増減額（△は減少） 6,004 7,937

13 その他 8,269 △1,799

    小計 190,953 10,940

14 損害賠償金の支払額 ― △466

15 法人税等の支払額 △98,908 △1,031

  営業活動によるキャッシュ・フロー 92,045 9,442

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

１ 有形固定資産の取得による支出 △30,306 △11,888

２ 有形固定資産の売却による収入 ― 800

３ 無形固定資産の取得による支出 △22,811 △9,077

４ 差入敷金保証金の取得による支出 △47,662 △15,238

５ 差入敷金保証金の返還による収入 5,074 1,211

６ その他 28 0

  投資活動によるキャッシュ・フロー △95,677 △34,192

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

１ 役員短期借入金の純増減額 ― △549

２ 短期借入金の純増減額 △31,674 31,674

３ 長期借入による収入 90,000 ―

４ 長期借入金の返済による支出 △20,927 △7,990

５ 株式の発行による収入 220,448 30,482

６ 利息の支払額 △1,719 △1,610

  財務活動によるキャッシュ・フロー 256,127 52,006

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 252,495 27,256

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 29,504 2,247

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  四半期末(期末)残高 

282,000 29,504

 
（注）平成19年３月期第３四半期から四半期財務諸表を作成しているため、平成18年第３四半期との比較は行っておりません。 
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注記事項等 

四半期財務諸表作成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．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を採

用しております。 

仕掛品 
同左 

２．固定資産の減価

償却の方法 

有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。 

主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物     10～15年

器具備品   ４～８年

有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。 

主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物       15年

車両運搬具    ６年

器具備品   ４～８年

 無形固定資産 

定額法を採用しておりま

す。 

ソフトウェアについては、

社内における利用可能期間

(２～５年)に基づく定額法

を採用しております。 

無形固定資産 

同左 

３．繰延資産の処理

方法 

株式交付費 

支払時に全額費用処理し

ております。 

―――――― 

 

―――――― 

 

 

新株発行費 

支払時に全額費用処理し

ております。 

４．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

可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しておりま

す。 

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 
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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）

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 

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

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 

(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。 

(１)消費税等の会計処理 

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 (２)当第３四半期会計期間

における税金費用について

は、法定実効税率による簡

便な方法によっておりま

す。なお、繰延税金資産（流

動資産「その他」及び投資

その他の資産「その他」に

含めて表示）は前事業年度

財務諸表と同額を計上して

おります。 

―――――― 
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会計処理の変更 

 

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） 

―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

固定資産の減損に係る会計基準 

 当事業年度から「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。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等） 

 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。 

 これによる損益に与える影響はあり

ません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は490,063千円であります。 

 当第３四半期会計期間における当第

３四半期会計期間末の貸借対照表の純

資産の部については、中間財務諸表等規

則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。 

―――――― 

 

（ストック･オプション等に関する会計

基準等） 

 当第３四半期会計期間から「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準」（企

業会計基準第８号 平成17年12月27日）

及び「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第11号 平成18年５月31日）を適

用しております。 

 これにより、売上総利益158千円、営

業利益、経常利益及び税引前四半期純利

益が548千円減少しております。 

―――――― 
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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 
(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 有形固定資産の減価償却累計額 

13,496千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

6,385千円

※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、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。 

―――――― 

 

 
 

(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 販売費及び一般管理費の主要項目 

広告宣伝費     195,530千円 

回収代行手数料    86,670千円 

給与手当       74,146千円 

 

※１ 販売費及び一般管理費の主要項目 

広告宣伝費      55,471千円

回収代行手数料    34,162千円

給与手当       25,274千円

※２ 営業外収益の主要項目 

補助金収入      1,200千円 

※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息         0千円

補助金収入      1,250千円

※３ 営業外費用の主要項目 

支払利息       1,670千円 

株式公開費用     1,312千円 

 

※３ 営業外費用の主要項目 

支払利息       1,573千円

新株発行費       255千円

―――――― 

 

※４ 特別利益の主要項目 

固定資産売却益     182千円

―――――― ※５ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損    2,588千円

損害賠償金       466千円

※６ 当第３四半期会計期間における税金

費用については、簡便法による税効果

会計を適用しているため、法人税等調

整額は「法人税、住民税及び事業税」

に含めて表示しております。 

 

―――――― 

７ 減価償却実施額 

有形固定資産     7,111千円 

無形固定資産     4,769千円 

 

７ 減価償却実施額 

有形固定資産     3,647千円

無形固定資産      380千円
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(当第３四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） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当第３四半期会計期間末 

普通株式（株） 6,820 13,390 － 20,210

（注）普通株式の発行済株式総数の増加は、第三者割当による新株の発行による増加（3,085 株）、新株予
約権の行使による増加（200株）及び株式分割（10,105 株）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 

目的となる株式の数（株） 
内訳 

目的となる

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 
当第３四半期

会計期間末 

当第３四半期 
会計期間末残高

（千円） 
ストックオプ

ションとして

の新株予約権 
普通株式 ―――――― 548

（注）上記新株予約権は、権利行使可能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。 

 

(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） 

現金及び現金同等物の当第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 

 現金及び現金同等物の当第３四半期末

残高と第３四半期貸借対照表の現金及び

預金勘定の金額は一致しております。 

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 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表の現金及び預金勘定の金額は一致

しております。 

 
 

(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） 

 会社の事業内容に照らして重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額なリース取引のため

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。 

 

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 会社の事業内容に照らして重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額なリース取引のため

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） 

 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） 

 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） 

  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） 

  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） 

  関連会社がないため、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） 

  関連会社がないため、該当事項はありません。 

 

(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） 

１．ストックオプションにかかる当第３四半期会計期間における費用計上額及び科目名 

   売上原価         158千円 

   販売費及び一般管理費   390千円 

２．当第３四半期会計期間に付与したストックオプションの内容 

名称 第３回新株予約権 

決議年月日 平成18年１月31日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社従業員 19名 

株式の種類及び付与数（株） 普通株式  94株 

付与日 平成18年６月30日 

権利確定条件 付与日（平成18年６月30日）以降、権利確定日（上場日より２年経過
する日）まで継続して勤務していること。 

対象勤務期間 上場日より２年経過する日まで。 

権利行使期間 権利確定日から平成28年１月31日まで。 

権利行使価格（円） 5,450円

付与日における公正な評価単価（円） 35,500円
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名称 第４回新株予約権 

決議年月日 平成18年１月31日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社従業員 １名 

株式の種類及び付与数（株） 普通株式  ４株 

付与日 平成18年６月30日 

割当を受けた新株予約権数の２
分の１まで 

割当を受けた新株予約権数のす
べて 

権利確定条件 

付与日（平成18年６月30日）以
降、権利確定日（上場日より半年
経過する日）まで継続して勤務し
ていること。 

付与日（平成18年６月30日）以
降、権利確定日（上場日より２年
経過する日）まで継続して勤務し
ていること。 

対象勤務期間 上場日より半年経過する日まで。 上場日より２年経過する日まで。

権利行使期間 上場日より半年経過した日から上
場日より２年経過する日まで。 

上場日より２年経過した日から上
場日より５年経過する日まで。 

権利行使価格（円） 5,450円 同左

付与日における公正な評価単価（円） 35,500円 同左

 

名称 第５回新株予約権 

決議年月日 平成18年８月31日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役 ５名 

株式の種類及び付与数（株） 普通株式  94株 

付与日 平成18年８月31日 

権利確定条件 付与日（平成18年８月31日）以降、権利確定日（上場日より２年経過
する日）まで継続して勤務していること。 

対象勤務期間 上場日より２年経過する日まで。 

権利行使期間 権利確定日から平成28年８月31日まで。 

権利行使価格（円） 35,500円

付与日における公正な評価単価（円） 35,500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 24,248円59銭 

 
１株当たり純資産額 16,592円91銭

 
１株当たり四半期純利益 9,505円10銭 

 
１株当たり当期純利益 12,910円25銭

 
なお、潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益については、新株予約権の残高があ
りますが、当社株式は非上場であり、期中
平均株価が把握できないため、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
利益については、新株予約権の残高があり
ますが、当社株式は非上場であり、期中平
均株価が把握できないため、記載しており
ません。 

 当社は、平成18年11月７日付で普通株式
１株に対し普通株式２株の割合で株式分割
を行いました。 
 前期首に当該株式分割が行われたと仮定
した場合における前事業年度の（１株当た
り情報）の各数値は以下のとおりでありま
す。 

１株当たり純資産額 8,296円46銭 

１株当たり当期純利益 6,455円13銭 

 

 当社は、平成18年１月25日付で普通株式
１株に対し普通株式20株の割合で株式分割
を行いました。 
 前期首に当該株式分割が行われたと仮定
した場合における前事業年度の（１株当た
り情報）の各数値は以下のとおりでありま
す。 

１株当たり純資産額 447円31銭

１株当たり当期純損失 △667円87銭

 

 
(注)１ １株当たり四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益の算定上の基礎 

 
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） 

四半期損益計算書（損益計算書）
上の四半期（当期）純利益 (千
円) 

155,685 80,636 

普通株主に帰属しない金額(千
円) 

－ － 

普通株式に係る四半期（当期）
純利益 (千円)  

155,685 80,636 

普通株式の期中平均株式数(株) 16,379 6,246 

希薄化効果を有しないため、潜
在株式調整後１株当たり四半期
（当期）純利益の算定に含まれ
なかった潜在株式の概要 

旧商法第280条ノ20及び第
280条ノ21の規定に基づく
新株予約権４種類 
  新株予約権の数170個
会社法第239条の規定に基
づく新株予約権１種類 
  新株予約権の数47個 
 

旧商法第280条ノ20及び第
280条ノ21の規定に基づく
新株予約権２種類 
  新株予約権の数331個 

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎 

 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) 

純資産の部の合計額（千円） 490,612 － 

純資産の部の合計額から控除
する金額（千円） 

548 － 

（うち新株予約権） (548) － 

普通株式に係る第３四半期会
計期間末の純資産額（千円） 

490,063 － 

１株当たり純資産額の算定に
用いられた第３四半期会計期
間末の普通株式の数（株） 

20,210 － 
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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。 （新株予約権の付与） 

  平成18年１月31日開催の臨時株主総会の決議

及び平成18年６月30日開催の取締役会の決議に

基づき、平成18年６月30日付で、商法第280条ノ

20及び第280条ノ21の規定に基づき、新株予約権

（ストックオプション）の付与をいたしました。 

（１）第３回新株予約権 

① 新株予約権の数 47 個 

② 目的となる株式の

種類及び数 

普通株式 47 株 

③ 行使時の払込金額 10,900 円 

④ 行使期間 自平成 20 年２月１日 

至平成28年１月31日 

⑤ 付与対象者 当社従業員 19 名 

 

（２）第４回新株予約権 

① 新株予約権の数 ２個 

② 目的となる株式の

種類及び数 

普通株式２株 

③ 行使時の払込金額 10,900 円 

④ 行使期間 自平成 18 年２月３日 

至平成28年１月31日 

⑤ 付与対象者 当社従業員１名 
 

 

 


