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１．平成20年３月期第１四半期の業績（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

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 ％

20年３月期第１四半期 2,149 143.9 911 101.4 913 101.9 496 88.6

19年３月期第１四半期 881 － 452 － 452 － 263 －

19年３月期 5,247 177.1 2,184 139.4 2,147 135.4 1,118 94.0

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

20年３月期第１四半期 6,654 23 6,391 36

19年３月期第１四半期 3,987 67 － －

19年３月期 16,094 05 14,820 91

(2）財政状態  

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

20年３月期第１四半期 10,354 9,615 92.9 128,878 66

19年３月期第１四半期 1,342 1,033 76.9 15,652 96

19年３月期 10,295 9,118 88.6 122,234 70

(3）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

20年３月期第１四半期 80 △396 0 5,924

19年３月期第１四半期 △25 △92 － 593

19年３月期 1,319 △2,995 7,204 6,240

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 －  －  －  －  －  

20年３月期 －  －  －  －  

20年３月期（予想） －  －  －  －    

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 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 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 4,100 110.5 1,300 47.8 1,300 54.1 700 58.9 4,691 06

通期 9,700 84.9 3,200 46.5 3,200 49.0 1,750 56.5 11,727 65

 平成19年５月10日に発表した中間期及び通期の業績予想に変更はありません。
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 （注）平成19年７月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を実施いたしました。平成20年３月期の業績予想におけ

る１株当たり当期純利益金額は、当該株式分割を考慮しております。

 

４．その他

(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きを

受けております。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

　当第１四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６月の月例経済報告によると、「景気は、生産の一部に弱さ

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「先行きについては、企業部門の好調さが持続し、

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、引き続きソーシャル・ネットワーキング サービス（以下、「SNS」とい

う。）が普及いたしました。

　このような環境のもと、当社ではインターネットメディア事業、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、当第１四半期の売上高は2,149,288千円（前年同期比143.9％増加）となりました。営業利益は911,224千円（前

年同期比101.4％増加）、経常利益は913,890千円（前年同期比101.9％増加）、当第１四半期純利益は496,428千円（前

年同期比88.6％増加）となりました。

 

　事業別の営業状態は以下のとおりであります。

 

  ①インターネットメディア事業

  当事業においては、モバイルサイトのデザインリニューアル、及び、機能の向上やSNSの認知度向上により、ユーザー

数は平成19年5月20日に1,000万人を突破し、平成19年６月30日現在で約1,067万人、月間ページビュー（以下、「PV」と

いう。）はパソコン経由が約64億PV、携帯電話経由が約52億PVとなりました。また、より広告効果の高いターゲティン

グ広告やSNS機能を活用したタイアップ広告の販売が好調で、順調に広告価値の増大を図って参りました。

　この結果、当第１四半期の売上高は1,815,664千円（前年同期比227.3％増加）となりました。また、売上高のうち広

告売上高は1,671,227千円（前年同期比243.8％増加）、プレミアム会員料金による売上高は144,437千円（前年同期比

110.4％増加）となっております。

②インターネット求人広告事業

　当事業におきましては、IT系の求人情報に特化することにより他社との差別化を図ること、及び、自社媒体である

「mixi」を活用することによる、高い広告宣伝効果と広告宣伝費の抑制により利益率を確保しながら収益の拡大を目差

して参りました。

　この結果、当第１四半期の売上高は333,623千円（前年同期比2.2％増加）となりました。

 

（事業別売上高）

 

平成19年３月期

第１四半期

平成20年３月期

第１四半期 対前年

増減率

前事業年度

（通期） 

金額

（千円）

構成比

（％）

金額

（千円）

構成比

（％）

金額

（千円）

構成比

（％）

インターネット

メディア事業
554,704 63.0 1,815,664 84.5 227.3 3,879,696 73.9

インターネット

求人広告事業
326,360 37.0 333,623 15.5 2.2 1,367,692 26.1

合計 881,064 100.0 2,149,288 100.0 143.9 5,247,388 100.0
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２．財政状態に関する定性的情報 

　①資産、負債及び純資産の状況 

　前事業年度末から当第１四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、総資産については固定資産が

1,010,515千円から1,349,774千円に増加したことが挙げられます。負債及び純資産については流動負債が1,177,000千円

から738,939千円に減少したこと、及び、利益剰余金が1,789,608千円から2,286,036千円に増加したことが挙げられます。

　増減の主な要因としましては、固定資産においては、平成19年８月に予定している本社移転に伴うビルの敷金の支払

いによる敷金保証金の増加であります。流動負債においては、法人税等の支払いによる未払法人税等の減少であります。

また、利益剰余金においては、四半期純利益の増加によるものであります。

②キャッシュ・フローの状況

　当第１四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１四半期末残高は、前事業年度末

と比較して315,953千円の減少となり、残高は5,924,353千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は

以下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１四半期会計期間において営業活動により得られた資金は80,215千円となりました。これは主に、法人税等の支

払額787,765千円による減少があったものの、税引前四半期純利益が916,745千円となり増加し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１四半期会計期間において投資活動により使用した資金は396,669千円となりました。これは主に、平成19年８月

に予定している本社移転に伴うビルの敷金の支払い254,069千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１四半期会計期間において財務活動により得られた資金は500千円となりました。これは、新株予約権の行使によ

るものであります。

 

 

３．業績予想に関する定性的情報

  当社をとりまく事業環境につきましては、引き続きSNS等のインターネットサービスが拡大を続け、インターネット広

告市場は順調に成長しております。また、求人求職市場も景気回復を受け順調に推移し、インターネット求人広告事業

も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。
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４．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第１四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   593,140   5,924,353   6,240,307  

２．売掛金   413,233   1,021,245   963,344  

３．有価証券   －   1,998,535   1,998,730  

４．前渡金   6,422   －   1,767  

５．前払費用   13,019   31,855   30,593  

６．繰延税金資産   18,355   41,310   66,452  

７．その他   －   280   21  

貸倒引当金   △7,066   △12,780   △16,023  

流動資産合計   1,037,106 77.2  9,004,801 87.0  9,285,193 90.2

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※1          

(1）建物  19,159   2,537   2,665   

(2）工具、器具及び備
品

 163,074   668,818   584,214   

有形固定資産合計   182,233 13.6  671,356 6.5  586,879 5.7

２．無形固定資産   63,584 4.7  62,375 0.6  61,463 0.6

３．投資その他の資産           

(1）敷金保証金  59,984   602,410   348,341   

(2）繰延税金資産  －   13,631   13,631   

(3）その他  1,400   1,575   1,454   

貸倒引当金  △1,400   △1,575   △1,254   

投資その他の資産合
計

  59,984 4.5  616,042 5.9  362,172 3.5

固定資産合計   305,803 22.8  1,349,774 13.0  1,010,515 9.8

資産合計   1,342,909 100.0  10,354,575 100.0  10,295,709 100.0
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前第１四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．未払金   103,815   235,055   271,893  

２．未払費用   3,276   2,887   1,925  

３．未払法人税等   167,782   400,027   810,007  

４．未払消費税等 ※2  25,055   53,743   68,685  

５．前受金   126   1,297   645  

６．預り金   9,759   27,459   23,843  

７．賞与引当金   －   18,469   －  

流動負債合計   309,814 23.1  738,939 7.1  1,177,000 11.4

負債合計   309,814 23.1  738,939 7.1  1,177,000 11.4

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   64,200 4.8  3,679,800 35.5  3,679,550 35.7

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  34,200   3,649,800   3,649,550   

資本剰余金合計   34,200 2.5  3,649,800 35.3  3,649,550 35.5

３．利益剰余金           

(1）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  934,695   2,286,036   1,789,608   

利益剰余金合計   934,695 69.6  2,286,036 22.1  1,789,608 17.4

株主資本合計   1,033,095 76.9  9,615,636 92.9  9,118,708 88.6

純資産合計   1,033,095 76.9  9,615,636 92.9  9,118,708 88.6

負債純資産合計   1,342,909 100.0  10,354,575 100.0  10,295,709 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   881,064 100.0  2,149,288 100.0  5,247,388 100.0

Ⅱ　売上原価   73,416 8.3  163,635 7.6  508,951 9.7

売上総利益   807,647 91.7  1,985,653 92.4  4,738,437 90.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費   355,121 40.3  1,074,428 50.0  2,553,719 48.7

営業利益   452,525 51.4  911,224 42.4  2,184,718 41.6

Ⅳ　営業外収益   208 0.0  2,714 0.1  2,936 0.1

Ⅴ　営業外費用   － －  49 0.0  40,244 0.8

経常利益   452,734 51.4  913,890 42.5  2,147,410 40.9

Ⅵ　特別利益 ※1  343 0.0  2,854 0.1  － －

Ⅶ　特別損失 ※2  322 0.0  － －  74,417 1.4

税引前四半期（当
期）純利益

  452,755 51.4  916,745 42.6  2,072,993 39.5

法人税、住民税及び
事業税

 167,852   395,174   994,906   

法人税等調整額  21,715 189,568 21.5 25,142 420,316 19.5 △40,012 954,893 18.2

四半期（当期）純利
益

  263,186 29.9  496,428 23.1  1,118,099 21.3
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第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）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

64,200 34,200 671,508 769,908 769,908

第１四半期会計期間中の変動額

四半期純利益   263,186 263,186 263,186

第１四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

  263,186 263,186 263,186

平成18年６月30日　残高
（千円）

64,200 34,200 934,695 1,033,095 1,033,095

 

 　　　当第１四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成19年３月31日　残高
（千円）

3,679,550 3,649,550 1,789,608 9,118,708 9,118,708

第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行 250 250  500 500

四半期純利益   496,428 496,428 496,428

第１四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

250 250 496,428 496,928 496,928

平成19年６月30日　残高
（千円）

3,679,800 3,649,800 2,286,036 9,615,636 9,615,636

 

 　　　前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

64,200 34,200 671,508 769,908 769,908

事業年度中の変動額

新株の発行 3,615,350 3,615,350  7,230,700 7,230,700

当期純利益   1,118,099 1,118,099 1,118,099

事業年度中の変動額合計
（千円）

3,615,350 3,615,350 1,118,099 8,348,799 8,348,799

平成19年３月31日　残高
（千円）

3,679,550 3,649,550 1,789,608 9,118,708 9,118,708
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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

  

前第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）

当第1四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19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18年４月１日

至　平成19年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ

シュ・フロー
    

税引前四半期（当期）

純利益
 452,755 916,745 2,072,993

減価償却費  15,689 68,331 151,332

臨時償却費  － － 33,499

貸倒引当金の増加額

又は減少額（△）
 △903 △2,922 7,908

賞与引当金の増加額  － 18,469 －

受取利息  － △2,350 △2,180

新株交付費  － － 25,987

固定資産除却損  322 － 40,917

売上債権の増加額  △76,628 △57,901 △626,739

未払金の増加額

又は減少額（△）
 2,774 △63,141 205,175

未払消費税等の増加額

又は減少額（△）
 △22,180 △14,942 21,450

その他  △7,706 5,693 △7,789

小計  364,122 867,980 1,922,554

利息の受取額  － 0 279

法人税等の支払額  △389,785 △787,765 △602,888

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
 △25,663 80,215 1,319,945
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前第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）

当第1四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19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18年４月１日

至　平成19年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

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
 △65,312 △144,715 △627,281

無形固定資産の取得に

よる支出
 △26,869 △429 △82,798

有価証券の取得による

支出
 － △1,997,455 △2,996,900

有価証券の償還による

収入
 － 2,000,000 1,000,000

敷金保証金の差し入れ

による支出
 － △254,069 △288,356

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
 △92,181 △396,669 △2,995,336

     

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  － 500 7,204,712

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
 － 500 7,204,712

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

額又は減少額（△）
 △117,845 △315,953 5,529,322

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首

残高
 710,985 6,240,307 710,985

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半

期末（期末）残高
 593,140 5,924,353 6,240,307
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

――――――――

 

 

(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。

(1)満期保有目的の債券

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　　　　　　  　８～15年

  工具、器具及び備品　３～10年

(1)有形固定資産

   平成19年３月31日以前に取得し

たもの

 　 旧定率法

 　 平成19年４月１日以降に取得し

たもの

 　 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　　　　　　  　３～15年

  工具、器具及び備品　３～20年

 （追加情報）

  当第１四半期会計期間より、法

人税法改正を機に、従前より所有

している償却完了した有形固定資

産の残存簿価については、５年間

の均等償却を行う方法を採用して

おります。これに伴う損益への影

響はありません。

(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

 (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

 

 

(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

 

(1)貸倒引当金

同左

 

 ――――――――

 

(2)賞与引当金

  従業員賞与の支給に備えるため、

支給見込額のうち当第１四半期会

計期間負担額を計上しておりま

す。

（追加情報）

  従来、従業員賞与については、

「未払金」として計上しておりま

したが、従業員の評価実施期間を

延長したことにより四半期末日ま

でに従業員への賞与支給額が確定

しないため、当第１四半期会計期

間より支給見込額を「賞与引当

金」として計上しております。

――――――――

 

 

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

 

 

同左
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項目
前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

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。

同左

 

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

 

(1)消費税等の会計処理

同左

 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

項目
前第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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。

　なお、従来の「資本の部」の合

計に相当する金額は1,033,095千

円であります。

 また、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。

 ―――――――――

 

 

　当事業年度より、「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。

　なお、従来の「資本の部」の合

計に相当する金額は9,118,708千

円であります。

　また、財務諸表等規則の改正に

より、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、改

正後の財務諸表等規則により作成

しております。

 （減価償却方法の変更） ―――――――――

 

 

　当第１四半期会計期間から法人税

法の改正を機に、平成19年４月１日

以降取得の固定資産については改正

法人税法に規定する償却方法により

減価償却費を計上しております。

　なお、この変更に伴う損益への影

響は軽微であります。

―――――――――
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追加情報

前第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）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19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、

当事業年度から「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28,344千

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28,344

千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益がそれぞれ同額減少しております。
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(5）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　　　52,309千円　　

　　

※１．有形固定資産の減価償却累計額

 　　　　　　　　　　　　　278,709千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

 　　　　　　　　　　　　　213,967千円

※２．消費税等の取扱い

 　　　仮払消費税等及び借受消費税等は相殺

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．消費税等の取扱い 

 同左

※２．　　　―――――――― 

 

（四半期損益計算書関係）

前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．      ―――――――― ※１．特別利益 ※１．      ―――――――― 

 　　  　　 貸倒引当金戻入益　　　　2,854千円  

   

※２．      ―――――――― ※２．      ―――――――― ※２．特別損失

   　   　 　固定資産除却損　　   　40,917千円

   　 　臨時償却費　　　　   　33,499千円

   

　３．減価償却実施額 　３．減価償却実施額 　３．減価償却実施額

　有形固定資産 15,314千円 

　無形固定資産 375千円 

　有形固定資産 64,741千円 

　無形固定資産 3,589千円 

　有形固定資産 143,472千円 

　無形固定資産 7,860千円 
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第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）

１．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 66,000 － － 66,000

合計 66,000 － － 66,000

 　　 　２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当第１四半期

会計期間末残

高

（千円）
前事業年度末

当第１四半期

会計期間増加

当第１四半期

会計期間減少

当第１四半期

会計期間末

 提出会社
ストック・オプションとしての新株

予約権
－ － － － － －

合計 － － － － － －

　（注）会社法施行日前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。

 

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。

 

当第１四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

１．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 74,600 10 － 74,610

合計 74,600 10 － 74,610

  （変動事由の概要）

　　ストック・オプション行使による増加　　　　　　　　10株

 

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当第１四半期

会計期間末残

高

（千円）
前事業年度末

当第１四半期

会計期間増加

当第１四半期

会計期間減少

当第１四半期

会計期間末

 提出会社
ストック・オプションとしての新株

予約権
－ － － － － －

合計 － － － － － －

　（注）会社法施行日前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。

 

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。
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前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．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）

当事業年度増加株式数

（株）

当事業年度減少株式数

（株）

当事業年度末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 66,000 8,600 － 74,600

合計 66,000 8,600 － 74,600

  （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。 

    公募増資による増加　　　　　　　　　　　　　　　　4,500株

　　オーバーアロットメントによる売出しによる増加　　　  500株

　　ストック・オプション行使による増加　　　　　　　　3,600株

 

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当事業年度末

残高

（千円）前事業年度末
当事業年度増

加

当事業年度減

少
当事業年度末

 提出会社
ストック・オプションとしての新株

予約権
－ － － － － －

合計 － － － － － －

　（注）会社法施行日前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。

 

３．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）

前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．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載されている科目の金額

との関係

（平成18年６月30日現在）

（千円）

１．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載されている科目の金額

との関係

（平成19年６月30日現在）

（千円）

１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対

照表に掲載されている科目の金額との関係

 

（平成19年３月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 593,140

現金及び現金同等物 593,140

  

  

現金及び預金勘定 5,924,353

現金及び現金同等物 5,924,353

  

  

現金及び預金勘定 6,240,307

現金及び現金同等物 6,240,307
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（リース取引関係）

前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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。

同左 　 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）

前第１四半期会計期間末（平成18年６月30日現在）

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１四半期会計期間末（平成19年６月30日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
四半期貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

国債・地方債等 1,998,535 1,998,200 △335

合計 1,998,535 1,998,200 △335

 

前事業年度末（平成19年３月31日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

国債・地方債等 1,998,730 1,998,300 430

合計 1,998,730 1,998,300 430

 

（デリバティブ取引関係）

前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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 同左
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（ストック・オプション等関係）

前第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）

１．前第１四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容

 第７回新株予約権 第８回新株予約権 

 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　　　

 株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　　     54株 普通株式　　      ５株 

 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） － －

 付与日における公正な評価単価（円） － －

 

当第１四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

 　　　　 該当事項は、ありません。

 

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．前事業年度に付与したストック・オプションの内容

 第７回新株予約権 第８回新株予約権 

 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　　　

 株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　     　54株 普通株式　      　５株 

 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） － －

 付与日における公正な評価単価（円） － －

（持分法損益等）

前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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 同左
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（１株当たり情報）

前第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）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 15,652円96銭

１株当たり四半期純利益金

額
3,987円67銭

１株当たり純資産額 128,878円66銭

１株当たり四半期純利益金

額
6,654円23銭

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額
6,391円36銭

１株当たり純資産額 122,234円70銭

１株当たり当期純利益金額 16,094円05銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
14,820円91銭

　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、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。

 

 

 

 

 

 

 

　（注）　１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（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。

 

前第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)

当第１四半期会計期間

(自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日)

前事業年度

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

１株当たり四半期（当期）純利益金額    

四半期（当期）純利益（千円） 263,186 496,428 1,118,099

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）
263,186 496,428 1,118,099

期中平均株式数（株） 66,000 74,603 69,473

    

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額
   

四半期（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） － 3,068 5,967

 （うち新株予約権） （－） （3,068）  （5,967）

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287

個　普通株式1,435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1,315

個　普通株式1,315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

 

平成18年４月28日　臨時株主総

会決議による新株予約権59個　

普通株式59株

 

　―――――――― 　―――――――― 
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（重要な後発事象）

前第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）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

 

 

（株式分割）

　当社は、平成19年５月10日開催の取締役会

の決議に基づき、次のように株式分割による

新株式を発行しております。 

（１）平成19年７月１日をもって普通株式１株

につき２株に分割する。

　①分割により増加する株式数

　普通株式　　　　　　74,610株

　②分割の方法

　平成19年６月30日最終の株主名簿および実

質株主名簿に記載又は記録された株主の所

有株式数を１株につき２株の割合をもって

分割する。 

（２）配当起算日

  平成19年７月１日

（３）１株当たり情報に及ぼす影響

　 当該株式分割が前期首に行われたと仮定

した場合の前第１四半期会計期間における

１株当たり情報 

　　１株当たり純資産額　　　7,826円48銭

　　１株当たり当期純利益　　1,993円84銭

　 当該株式分割が当期首に行われたと仮定

した場合の当第１四半期会計期間における

１株当たり情報

　　１株当たり純資産額　　 64,439円33銭

　　１株当たり当期純利益    3,327円11銭 

　　潜在株式調整後１株当たり当期純利益

　　　　　　　　　　　　    3,195円68銭  

　 当該株式分割が前期首に行われたと仮定

した場合の前事業年度における１株当たり

情報 

　　１株当たり純資産額　　 61,117円35銭

　　１株当たり当期純利益    8,047円02銭 

　　潜在株式調整後１株当たり当期純利益

　　　　　　　　　　　 　   7,410円45銭  

（株式分割）

　当社は、平成19年５月10日開催の取締役会

において、次のように株式の分割を行うこと

を決議いたしました。 

（１）株式分割の目的

　１株当たり投資金額を引き下げ、株式の流

動性向上と投資家層の拡大を図ることを目

的とする。 

（２）株式分割の概要 

　平成19年７月１日をもって、次のとおり普

通株式１株を２株に分割する。 

　①分割の方法

  平成19年６月30日最終の株主名簿および実

質株主名簿に記載又は記録された株主の所

有株式数を１株につき２株の割合をもって

分割する。 

　②分割により増加する株式数

　普通株式とし、平成19年６月30日最終の発

行済株式総数と同じ株式数とする。 

（３）株式分割の日程 

   株式分割基準日　 　 平成19年６月30日

   効力発生日　　　　  平成19年７月１日 

（４）１株当たり情報に及ぼす影響

　 当該株式分割が前期首に行われたと仮定

した場合の前事業年度における１株当たり

情報 

　　１株当たり純資産額　　　5,832円64銭

　　１株当たり当期純利益　　4,365円81銭

　 当該株式分割が当期首に行われたと仮定

した場合の当事業年度における１株当たり

情報

　　１株当たり純資産額　　 61,117円35銭

　　１株当たり当期純利益    8,047円02銭 

　　潜在株式調整後１株当たり当期純利益

　　　　　　　　　　　 　   7,410円45銭  
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