
 

 

平成 19 年 3月 20 日 
 
各 位 
 

上場会社名 フ リ ー ビ ッ ト 株 式 会 社 

（コード番号 3843：東証マザーズ） 

本社所在地 東京都渋谷区円山町 3番 6号 

代 表 者 代表取締役社長 石 田 宏 樹 

問 合 せ 先 代表取締役副社

長管理部長 

田 中 伸 明 

電 話 番 号 03-5459-0522（代表） 

（URL http://www.freebit.com/） 
 
 

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 19 年３月 20 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 
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平成19年４月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結） 
  平成19年３月８日 

上場会社名  フリービット株式会社 （コード番号：3843 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.freebit.com/ ） 

問合せ先 代表者役職名・氏名 代表取締役社長 石田 宏樹 
 責任者役職名・氏名 代表取締役副社長管理部長 田中 伸明 ＴＥＬ：（03）5459-0522 

 
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４月第３四半期財務・業績の概況（平成18年５月1日～平成19年１月31日） 
（1）経営成績                                    （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 
 百万円 % 百万円 % 百万円 % 
19年４月期第３四半期 3,104 ─ 144 ─ 129 ─ 
18年４月期第３四半期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

18年４月期（参考） 3,712  105  87  
  

四半期（当期）純利益 
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 

 百万円 % 円 銭 円 銭 
19年４月期第３四半期 117 ─ 9,005 65 ─ ─ 
18年４月期第３四半期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

18年４月期（参考） 88  6,998 14 ─ ─ 

（注）平成18年４月期第３四半期につきましては、四半期財務諸表を作成しておりませんので、各項目の前年同四半
期実績及び対前年四半期増減率は記載を省略しております。 

 
[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等] 
 当第３四半期会計期間における当社の経営成績につきましては次の通りであります。 
 
 当社は、従来の事業領域であるブロードバンド化事業に加え、ブロードバンド環境の普及を前提としながらネット
ワーク環境に依存しない事業の展開が可能なユビキタスネットワーク領域に事業分野を広げ、新たな事業としてユビ
キタス化事業を立ち上げ推進してまいりました。 
 当第３四半期会計期間においては、前事業年度に資本提携を実施した楽天株式会社との業務提携が開始され、シス
テム開発に関わる受託開発売上が計上されたことや、その他、多拠点事業所向けに当社開発技術である「Emotion 
Link」をベースとしたVPNサービスの提供が広がるなど、今後の成長に向けた新サービスの展開が順調に進み、ユビ
キタス化事業の売上高は、886,636千円となりました。 
 ブロードバンド化事業においては、以前より減少が続いているダイヤルアップサービスは引き続き減少しましたが、
アクセス回線に光ファイバーを使用するブロードバンドサービスは順調に増加し、その結果ブロードバンド化事業の
売上高は2,218,042千円となりました。 
 これらの状況により、全体の売上高は3,104,679千円となりました。 
 
 上記の結果に加え、前事業年度から稼動中の帯域制御システム「BitAgent」が順調に効果を発揮したことやダイヤ
ルアップサービス用の回線を利用者数の減少に合わせて整理したことで、営業利益144,779千円、経常利益129,029千
円、四半期純利益117,613千円となりました。 

 

（財）財務会計基準機構会員
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各売上区分別の概況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５月１日  
至 平成19年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年５月１日 
 至 平成18年４月30日） 

事 業 区 分 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

ブロードバンド化事業 2,218,042 71.4 2,848,112 76.7 

ユビキタス化事業 886,636 28.6 864,852 23.3 

合計 3,104,679 100.0 3,712,965 100.0 

 
 
（2）財政状態                                    （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４月期第３四半期 2,134 1,188 55.7 91,002 40 
18年４月期第３四半期 ─ ─ ─ ─ ─ 
18年４月期（参考） 2,503 1,205 48.2 92,319 01 

（注）平成18年４月期第３四半期については、四半期財務諸表を作成しておりませんので、各項目の前年同四半期実
績は記載を省略しております。 

 
（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４月期第３四半期 86 △29 △211 733 
18年４月期第３四半期 ─ ─ ─ ─ 

18年４月期（参考） 168 △12 208 888 

（注）平成18年４月期第３四半期については、四半期財務諸表を作成しておりませんので、各項目の前年同四半期実
績は記載を省略しております。 

 
[財務状態の変動状況に関する定性的情報等] 
① 財政状態の分析 
 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、固定資産が962,247千円から
696,131千円と266,115千円減少したこと、及び流動負債並びに固定負債合計で、1,298,259千円から946,007千円と
352,251千円減少したことが挙げられます。 
 固定資産の減少の主な要因は、投資有価証券評価差額金の減少によるものであり、また、流動負債並びに固定負債
の減少の主な要因は、借入金の返済並びに社債の償還によるものであります。 
 
② キャッシュ・フローの分析 
 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、733,920千円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とその要因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＞ 
 営業活動の結果獲得した資金は、86,269千円となりました。 
 これは主に、税引前第３四半期純利益119,331千円、減価償却費94,968千円、たな卸資産の増加額55,269千円、そ
の他流動負債の減少額47,009千円等があったためであります。 
 
＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 
 投資活動の結果使用した資金は、29,480千円となりました。これは、定期預金の解約により16,000千円の収入が
あったものの、無形固定資産の取得による支出34,965千円、投資有価証券の取得による支出9,975千円等があったた
めであります。 
 
＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 
 財務活動の結果使用した資金は、211,189千円となりました。これは、新規社債の発行により98,090千円の収入が
あったものの、長期借入金の返済による支出196,280千円、社債の償還による支出75,000千円、短期借入金の返済に
よる支出38,000千円があったためであります。 
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３．平成19年４月期の業績予想（平成18年５月１日～平成19年４月30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 4,372 232 220 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  14,953円00銭 
    （注）１株当たり予想当期純利益につきましては、公募株式数1,700株を含めた期末予定発行済株式数

14,760株により算出しております。 
 
[業績予想に関する定性的情報等] 
 平成19年４月期の業績予想につきましては、概ね計画どおりに推移しており平成19年２月14日に「平成19年４月期
の業績見通しについて」にて発表いたしました通り、売上高4,372百万円（前年比 17.8%増）、経常利益232百万円
（前年比 163.9%増）、当期純利益220百万円（前年比 148.6%増）と変更ありません。 
 

※上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業績は今後

の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

 

４．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18年４月期 ─ ─ ─ 

19年４月期（実績） ─ ─ 

19年４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３四半期期会計期間末 

（平成19年１月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年４月30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 ※２ 764,091   934,443   

２．売掛金  501,038   488,432   

３．たな卸資産  126,344   71,074   

４．その他 ※３ 48,297   48,747   

貸倒引当金  △1,403   △1,001   

流動資産合計   1,438,367 67.4  1,541,698 61.6 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産 ※１ 37,128   44,696   

２．無形固定資産        

(1）ソフトウェア  155,037   161,042   

(2）その他  5,361   5,991   

無形固定資産合計  160,399   167,034   

３．投資その他の資産      

(1）投資有価証券  183,414   400,734   

(2）差入保証金  85,956   86,675   

(3）長期前払費用  228,938   262,889   

(4）その他  4,602   3,368   

貸倒引当金  △4,307   △3,152   

投資その他の資産
合計 

 498,603   750,516   

固定資産合計   696,131 32.6  962,247 38.4 

資産合計   2,134,499 100.0  2,503,945 100.0 
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当第３四半期期会計期間末 

（平成19年１月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年４月30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  14,199   13,030   

２．一年以内返済予
定の長期借入金 

 184,578   254,640   

３．未払金  397,613   401,685   

４．未払法人税等  2,425   7,799   

５．その他 ※３ 129,856   211,159   

流動負債合計   728,672 34.1  888,315 35.5 

Ⅱ 固定負債        

１．社債  137,500   112,500   

２．長期借入金  22,000   148,218   

３．繰延税金負債  55,429   147,915   

４．その他  2,406   1,310   

固定負債合計   217,335 10.2  409,943 16.3 

負債合計   946,007 44.3  1,298,259 51.8 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金   - -  1,396,000 55.8 

Ⅱ 資本剰余金        

１．資本準備金  -   1,294,600   

資本剰余金合計   - -  1,294,600 51.7 

Ⅲ 利益剰余金        

１．当期未処理損失  -   1,700,516   

利益剰余金合計   - -  △1,700,516 △67.9 

Ⅳ その他有価証券評
価差額金 

  - -  215,603 8.6 

資本合計   - -  1,205,686 48.2 

負債資本合計   - -  2,503,945 100.0 
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当第３四半期期会計期間末 

（平成19年１月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年４月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本        

１．資本金   1,396,000 65.4  - - 

２．利益剰余金        

(1）その他利益剰

余金 
       

繰越利益剰余金  △288,303   -   

利益剰余金合計   △288,303 △13.5  - - 

株主資本合計   １,107,696 51.9  - - 

Ⅱ 評価・換算差額等        

１．その他有価証券

評価差額金 
 80,794   -   

評価・換算差額

等合計 
  80,794 3.8  - - 

純資産合計   1,188,491 55.7  - - 

負債純資産合計   2,134,499 100.0  - - 
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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５月１日 
至 平成19年１月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年５月１日 

至 平成18年４月30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   3,104,679 100.0  3,712,965 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,249,526 72.5  2,627,706 70.8 

売上総利益   855,152 27.5  1,085,258 29.2 

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

  710,373 22.8  979,720 26.4 

営業利益   144,779 4.7  105,538 2.8 

Ⅳ 営業外収益 ※１  566 0.0  3,640 0.1 

Ⅴ 営業外費用 ※２  16,317 0.5  21,278 0.5 

経常利益   129,029 4.2  87,901 2.4 

Ⅵ 特別利益 ※３  - -  117,799 3.2 

Ⅶ 特別損失 ※４  9,697 0.3  114,906 3.1 

税引前第３四半
期(当期)純利益 

  119,331 3.9  90,794 2.5 

法人税、住民税
及び事業税 

  1,717 0.1  2,290 0.1 

第３四半期(当
期)純利益 

  117,613 3.8  88,504 2.4 

前期繰越損失   -   1,789,020  

当期未処理損失   -   1,700,516  
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（３）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５月１日 至 平成19年１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 
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 

平成18年４月30日残高
（千円） 

1,396,000 1,294,600 1,294,600 △1,700,516 △1,700,516 990,083 

第３四半期会計期間中の

変動額 
      

第３四半期純利益 - - - 117,613 117,613 117,613 

利益処分による資本準
備金の取崩 

- △1,294,600 △1,294,600 1,294,600 1,294,600 - 

株主資本以外の項目の
第３四半期会計期間中

の変動額（純額） 

- - - - - - 

第３四半期会計期間中の
変動額合計(千円) 

- △1,294,600 △1,294,600 1,412,213 1,412,213 117,613 

平成19年１月31日残高

（千円） 
1,396,000 - - △288,303 △288,303 1,107,696 

 
 
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証

券評価差額金 

評価・換算差

額等合計 

純資産合計 

平成18年４月30日残高

（千円） 
215,603 215,603 1,205,686 

第３四半期会計期間中の

変動額 
   

第３四半期純利益 - - 117,613 

利益処分による資本準

備金の取崩 
- - - 

株主資本以外の項目の

第３四半期会計期間中

の変動額（純額） 

△134,808 △134,808 △134,808 

第３四半期会計期間中の

変動額合計(千円) 
△134,808 △134,808 △17,194 

平成19年１月31日残高

（千円） 
80,794 80,794 1,188,491 
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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 
前事業年度の要約キャッ

シュ・フロー計算書 

  
（自 平成18年５月１日 

至 平成19年１月31日） 
（自 平成17年５月１日 

至 平成18年４月30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  119,331 90,794 

減価償却費  94,968 113,425 

貸倒引当金の増加額又は減少額

(△) 
 1,557 △174,866 

受取利息及び受取配当金  △385 △1,277 

支払利息及び社債利息  6,510 16,016 

為替差損  3 1 

社債発行費償却  1,909 - 

投資有価証券売却益  - △117,370 

固定資産除却損  5,027 1,630 

売上債権の増加額(△)又は減少

額 
 △12,605 28,659 

たな卸資産の増加額(△)又は減
少額 

 △55,269 61,363 

その他流動資産の減少額  4,564 70,370 

長期前払費用の増加額  △5,605 △77,801 

買掛金の増加額又は減少額(△)  1,168 △1,241 

未払金の減少額  △17,974 △109,829 

その他流動負債の増加額又は減

少額(△) 
 △47,009 27,065 

破産更生債権等の増加額(△)又

は減少額 
 △1,155 182,412 

その他  3,041 114,374 

小計  98,077 223,726 

利息及び配当金の受取額  373 1,275 

利息の支払額  △6,789 △15,898 

前期損益修正損の支払額  △3,041 △22,198 

中途解約金の支払額  - △16,332 

法人税等の支払額  △2,351 △2,290 

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー 
 86,269 168,283 
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  当第３四半期会計期間 
前事業年度の要約キャッ

シュ・フロー計算書 

  
（自 平成18年５月１日 

至 平成19年１月31日） 
（自 平成17年５月１日 

至 平成18年４月30日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入れによる支出  △51 △24,014 

定期預金の払戻しによる収入  16,000 8,000 

有形固定資産の取得による支出  △912 △5,451 

無形固定資産の取得による支出  △34,965 △94,694 

投資有価証券の取得による支出  △9,975 △24,950 

投資有価証券の売却による収入  - 119,620 

差入保証金の返還による収入  542 8,744 

その他  △118 95 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △29,480 △12,650 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額  △38,000 △2,000 

長期借入金の返済による支出  △196,280 △275,040 

社債の発行による収入  98,090 - 

社債の償還による支出  △75,000 △75,000 

株式の発行による収入  - 560,755 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △211,189 208,715 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △3 △1 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は減

少額(△) 
 △154,404 364,346 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  888,324 523,978 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期末

（期末）残高 
※ 733,920 888,324 
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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５月１日 

至 平成19年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年５月１日 

至 平成18年４月30日） 

１．資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

─ 

 

(1) 有価証券 

①子会社株式 

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 

第３四半期決算日の市場

価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

  ②その他有価証券 

時価のあるもの 

決算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 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

 (2) デリバティブ 

時価法 

(2) デリバティブ 

同左 

 (3) たな卸資産 

①商品 

先入先出法による原価法

を採用しております。 

(3) たな卸資産 

①商品 

同左 

 ②仕掛品 

個別法による原価法を採

用しております。 

②仕掛品 

同左 

 ③貯蔵品 

主に先入先出法による原

価法を採用しております。 

③貯蔵品 

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       ３～18年 

工具器具及び備品 ３～15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       ３～18年 

工具器具及び備品 ３～15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）に基づく定額法によっ

ております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

 (3) 長期前払費用 

定額法を採用しております。 

(3) 長期前払費用 

同左 

３．繰延資産の処理方

法 

(1) 社債発行費 

支払時に全額費用処理しており

ます。 

─ 

 

 ─ 

 

(2) 新株発行費 

支払時に全額費用処理しており

ます。 
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項目 
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年５月１日 

至 平成19年１月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年５月１日 

至 平成18年４月30日） 

４．引当金の計上基準 貸倒引当金 

債権の貸倒れに備えるため、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。 

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．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

 特例処理の要件を満たしている

金利スワップ取引については、特

例処理を採用しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段    金利スワップ 

ヘッジ対象    借入金利息 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

資金調達活動における金利変

動リスクの回避を目的として、対

応する借入金残高を限度額として

デリバティブ取引を行う方針であ

り、投機目的のデリバティブ取引

は行わない方針であります。また

デリバティブ取引の実行及び管理

は担当役員の決裁の下、管理部が

行っており、取引状況は月次取締

役会にて報告されております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップは特例処理の要件

に該当するため、その判定をもっ

て有効性の評価に代えておりま

す。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７．四半期キャッシュ 

・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 

８．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。 

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５月１日 

至 平成19年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年５月１日 

至 平成18年４月30日） 

─ （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。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準） 

当第３四半期会計期間より、「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、

1,188,491千円であります。 

 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四半期貸借対照表の純

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。 

 

─ 

（ストック・オプション等に関する会計基準） 

 当第３四半期会計期間より、「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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 

─ 
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(5) 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19年１月31日） 

前事業年度末 

（平成18年４月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

78,818千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

73,077千円 

※２ 担保に供している資産 

定期預金     30,170千円 

上記に対応する債務   

リース債務    434,419千円 

※２ 担保に供している資産 

定期預金     30,119千円 

上記に対応する債務   

リース債務    495,693千円 

 

※３ 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。 

 

※３ 

─ 
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（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５月１日 
至 平成19年１月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

※１ 営業外収益のうち主要な項目及び金額 

受取利息        270千円 

受取配当金       114千円 

 

※１ 営業外収益のうち主要な項目及び金額 

受取利息        1,277千円 

未請求債務戻入益    1,545千円 

消費税還付加算金     402千円 

 

※２ 営業外費用のうち主要な項目及び金額 

支払利息       5,402千円 

社債発行費償却    1,909千円 

社債利息       1,108千円 

 

※２ 営業外費用のうち主要な項目及び金額 

支払利息       14,203千円 

社債利息        1,812千円 

新株発行費償却     2,644千円 

※３ 

─ 

※３ 特別利益のうち主要な項目及び金額 

投資有価証券売却益  117,370千円 

貸倒引当金戻入益     428千円 

 

※４ 特別損失のうち主要な項目及び金額 

固定資産除却損    5,027千円 

前期損益修正損    3,041千円 

※４ 特別損失のうち主要な項目及び金額 

前期損益修正損    22,198千円 

固定資産除却損     1,630千円 

商品評価損      63,824千円 

子会社株式売却損   10,112千円 

賃貸物件中途解約金   7,845千円 

リース中途解約金    8,486千円 

貯蔵品処分損       808千円 

 

前期損益修正損は、当期の人事制度

改正の過程で実施した給与再計算に

伴う追加支払い金額のうち、前期ま

での該当する額であります。 

 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産    8,080千円 

無形固定資産   34,853千円 

 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産   14,699千円 

無形固定資産   36,595千円 

 

（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５月１日 至 平成19年１月31日） 

発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前事業年度末株式数

（株） 

当四半期会計期間 

増加株式数（株） 

当四半期会計期間 

減少株式数（株） 

当四半期会計期間末 

株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 13,060 － － 13,060 

合計 13,060 － － 13,060 
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（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５月１日 

 至 平成19年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年５月１日 

 至 平成18年４月30日） 

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四

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19年１月31日現在） 

現金及び預金勘定    764,091千円 

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金       △30,170千円 

現金及び現金同等物   733,920千円 

 

※  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４月30日現在） 

 

現金及び預金勘定    934,443千円 

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金       △46,119千円 

現金及び現金同等物   888,324千円 
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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５月１日 

 至 平成19年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年５月１日 

 至 平成18年４月30日） 

１．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 

１．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 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び第３四半期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び期末残高相当額 
 

  

取得価

額相当

額 
（千円） 

減価償

却累計

額相当
額 

（千円） 

第３四

半期末

残高相
当額 

（千円） 

 
工具器具
及び備品 

695,105 273,205 421,899 

 
ソフト

ウェア 
114,136 56,352 57,784 

合計 809,241 329,557 479,683 

    

 

  

取得価

額相当

額 
（千円） 

減価償

却累計

額相当
額 

（千円） 

期末残

高相当

額 
（千円） 

 
工具器具
及び備品 

650,386 167,916 482,470 

 
ソフト

ウェア 
126,045 40,515 85,530 

合計 776,432 208,431 568,000 

   

(2) 未経過リース料第３四半期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 169,524千円

１年超 329,943千円

合計 499,467千円
    

 
１年内 156,260千円

１年超 425,202千円

合計 581,463千円
   

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額 
 

支払リース料 140,420千円

減価償却費相当額 125,690千円

支払利息相当額 19,469千円
    

 
支払リース料 167,105千円

減価償却費相当額 149,194千円

支払利息相当額 25,326千円
   

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法は利息法によっております。 

 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 1,261千円

１年超 1,156千円

合計 2,417千円
   

  未経過リース料 

１年内 3,981千円

１年超 2,928千円

合計 6,909千円
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（有価証券関係） 

当第３四半期会計期間末（平成19年１月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
（千円） 

四半期貸借対照表
計上額（千円） 

差額 
（千円） 

(1) 株式 12,150 148,374 136,224 

合 計 12,150 148,374 136,224 

（注）株式の減損にあたっては、第３四半期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額

について減損処理を行っております。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 四半期貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 35,040 

 

前事業年度末（平成18年４月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計上額
（千円） 

差額 
（千円） 

(1) 株式 12,150 375,669 363,519 

合 計 12,150 375,669 363,519 

（注）株式の減損にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、

30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減

損処理を行っております。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 25,065 

 

 

（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５月１日 至 平成19年１月31日） 

 当社の利用しているデリバティブ取引には全てヘッジ会計が適用されているため、注記の対象から除いて

おります。 

 

前事業年度（自 平成17年５月１日 至 平成18年４月30日） 

 当社の利用しているデリバティブ取引には全てヘッジ会計が適用されているため、注記の対象から除いて

おります。 
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（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５月１日 至 平成19年１月31日） 

ストック･オプションの内容及び規模 

 平成17年ストック･オプション 平成18年ストック･オプション 

付与対象者の区分及び数 
当社取締役３名 

当社従業員10名 

当社監査役３名 

当社従業員54名 

ストック･オプションの数 普通株式 1,000株（注１） 普通株式 300株（注１） 

付与日 平成18年７月13日 平成18年12月４日 

権利確定条件 （注２） （注２） 

対象勤務期間 － － 

権利行使期間 
自 平成19年７月28日 

至 平成24年７月27日 

自 平成20年７月28日 

至 平成25年７月27日 

権利行使価格（円） 600,000 600,000 

付与日における公正な評価単価（円） － － 

（注）１．株式数に換算して記載しております。 

２．①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社の取締役または従業員その他これに準ずる地

位にあると当社の取締役会が認めたことを要する。ただし、任期満了により取締役を退任した場合、定年

退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合にはこの限りではない。 

②その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と対象取締役および従業員

との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

 

 

（持分法損益等） 

当第３四半期会計期間（自 平成18年５月１日 至 平成19年１月31日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成17年５月１日 至 平成18年４月30日） 

 該当事項はありません。 
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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５月１日 

至 平成19年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年５月１日 

至 平成18年４月30日） 
 
１株当たり純資産額 91,002円40銭 

１株当たり第３四半期

純利益金額 
9,005円65銭 

  

 
１株当たり純資産額 92,319円01銭 

１株当たり当期純利益

金額 
6,998円14銭 

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり第３

四半期純利益金額については、新株予約

権等の残高は存在しますが、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

純利益金額については、新株予約権等の

残高は存在しますが、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。 

 

（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５月１日 

 至 平成19年１月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年５月１日 

至 平成18年４月30日） 

第３四半期（当期）純利益

（千円） 
117,613 88,504 

普通株主に帰属しない金額

（千円） 
- - 

普通株式に係る第３四半期

（当期）純利益（千円） 
117,613 88,504 

期中平均株式数（株） 13,060 12,647 

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

利益金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

平成17年７月26日定時株主総

会決議ストックオプション 

（新株予約権1,000個） 

普通株式    1,000株 

平成18年７月28日定時株主総

会決議ストックオプション 

（新株予約権300個） 

普通株式     300株 

平成14年７月25日定時株主総

会決議ストックオプション 

（新株予約権166個） 

普通株式     166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５月１日 

至 平成19年１月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年５月１日 

至 平成18年４月30日） 

１．当社は、平成19年２月14日に株式会社東京証券

取引所よりマザーズ市場への上場承認を受けてお

ります。 

また、同日開催の取締役会において、下記の通り

新株発行の決議を行いました。 

 

発行する株式の種類及び数  普通株式1,700株 

発行価格      未定 

発行価格の総額   未定 

資本組入額     未定 

資本組入額の総額  未定 

募集方法      一般募集（ブックビルディ

ング方式による募集） 

払込期日      平成19年３月19日 

資金の使途     サーバ設備の増強およびソ

フトウェア開発等の設備資

金、借入金の返済、社債の

償還 

 

１． 平成17年７月26日開催の第５期定時株主総会に

おいて決議された、旧商法第280条ノ20及び旧

商法第280条ノ21の規定に基づくストックオプ

ションとしての新株予約権の発行について、平

成18年７月13日開催の取締役会の決議に基づ

き、当社の役員及び従業員に対し、平成18年７

月18日付で当該新株予約権を発行いたしまし

た。 

 

２． 平成18年11月14日開催の取締役会決議に基づ

き、下記のとおり株式会社三菱東京UFJ銀行に

対してフリービット株式会社第２回無担保社債

を発行いたしました。 

発行総額  100,000,000円 

利率    年1.24％ 

発行価格  額面100円につき金100円 

発行日   平成18年12月29日 

償還方法  平成21年12月29日に全額一括償還 

資金使途  運転資金 

 

３． 平成18年７月28日開催の第６期定時株主総会に

おいて決議された、会社法第236条、第238条お

よび第239条の規定に基づくストックオプショ

ンとしての新株予約権の発行について、平成18

年12月４日開催の取締役会の決議に基づき、当

社の役員及び従業員に対し、平成18年12月８日

付で当該新株予約権を発行いたしました。 

 

 




