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1. 22年12月期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年12月31日）

(1) 連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期 2,967 4.8 115 △38.6 105 △34.4 59 △46.4

21年12月期 2,831 9.1 187 121.7 160 94.3 110 ―

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産 
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年12月期 3,997 36 3,849 72 13.8 5.4 3.9

21年12月期 6,992 96 ― ― 22.7 9.4 6.6

(参考) 持分法投資損益 22年12月期 ―百万円 21年12月期 ―百万円

(2) 連結財政状態

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

22年12月期 2,026 418 19.0 25,910 31

21年12月期 1,853 495 25.4 31,834 06

(参考) 自己資本 22年12月期 384百万円 21年12月期 471百万円

(3) 連結キャッシュ・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

22年12月期 193 119 101 1,266

21年12月期 199 △336 136 852

2. 配当の状況

１株当たり配当金
配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)

第１ 
四半期末

第２ 
四半期末

第３
四半期末

期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年12月期 ― ― ０ 00 ― ― 10,000 00 10,000 00 148 143 29.5

22年12月期 ― ― ０ 00  ― ― ０ 00 ０ 00 ― ― ―

23年12月期(予想) ― ― ０ 00 ― ― ０ 00 ０ 00 ― ― ―

3. 23年12月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23年12月31日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期 
連結累計期間

1,400 △4.8 20～
120

─ 10～
110

─ 10～
110

─ 554.29 
～6,097.22

─

通 期 3,000 1.1
20～
120 ─

10～
110 ─

10～
110 ─

554.29 
～6,097.22 ─
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(注) 詳細は、９ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

  

① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更         有 

 (注) 詳細は、21ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

  

 
(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、38ページ「１株当たり情報」をご

覧ください。 

  

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 

 
  

 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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。実際の業績等は、業況の変化等により、予想数値と
は異なる場合があります。 

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有

新規 2社（社名 株式会社カヨトコ 株式会社MGR ） 除外 ―社（社名       ）

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項の変更に記載されるもの）

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 22年12月期 18,041株 21年12月期 18,041株

② 期末自己株式数 22年12月期 3,189株 21年12月期 3,235株

(参考) 個別業績の概要

1. 22年12月期の個別業績（平成22年１月１日～平成22年12月31日）

(1) 個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期 1,394 5.9 33 △69.0 81 △31.9 37 △51.6

21年12月期 1,317 23.4 108 960.2 120 295.9 77 ―

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

22年12月期 2,522 65 2,429 48

21年12月期 4,885 56 ― ―

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

22年12月期 1,236 286 20.4 17,014 62

21年12月期 1,263 385 28.6 24,385 94

(参考) 自己資本 22年12月期 252百万円 21年12月期 361百万円
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当連結会計年度におけるわが国の経済状況は、2009年春頃を底に回復局面へ向かってはいるものの、

雇用環境の悪化など景気は未だ弱含みの兆しであり、引き続き厳しい環境が続いています。一方、2010

年12月に株式会社野村総合研究所が発表した国内IT主要市場規模予想によると、国内のインターネット

ビジネス市場は、2010年度の約12兆円から2015年度には18兆円へと、約1.5倍の拡大が見込まれていま

す。また、SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）市場は、世界に広がりつつある「facebook」

が日本国内で新たに台頭し、「Twitter」などのマイクロブログとともに、成長性・収益性が見込める

ビジネスモデルとして、インターネット市場のさらなる発展を指し示すものとなりました。このような

状況のもと、当社グループは、ソーシャルコミュニティサービスのラインナップの充実に努め、クロス

セル及び代理店などの販売網を強化し、売上高増加の諸施策を図って参りました。この結果、当連結会

計年度の売上高は、2,967,581千円（前年同期比4.8％増）となり前年同期比と比べ136,000千円の増収

となりましたが、利益面につきましては、技術者を中心とした人材採用及び体制強化によりコストが増

大し営業利益は、115,293千円（前年同期比38.6％減）となり、経常利益は、105,245千円（前年同期比

34.4%減）、当期利益は、59,204千円（前年同期比46.4%減）の減益となりました。 

  

コミュニティ事業におきましては、クラウドサービスであるSaaS型SNSエアリーシリーズを含む≪企業

向けコミュニティサービス≫、学校裏サイト・ネットいじめ対策コンサルティングサービス「スクールガ

ーディアン」を含む≪教育機関向けコミュニティサービス≫、 ブログ・SNSなどのコミュニティサイト構

築や24時間投稿監視業務を含む≪インターネット向けコミュニティサービス≫、モバイルコンテンツ配信

「モバリスト」やiPhone／iPadアプリのレビューサイト「AppBank」を含む≪デジタルコンテンツサービ

ス≫などが属しております。当連結会計年度におきましては、24時間投稿監視業務は、お盆休みや正月休

みなどの長期休暇に特化した対策プランの提供や、当社を含む大手監視事業者5社で健全なコミュニティ

運営ができるよう支援することを目的とした「監視事業者連絡会」の設立など、安全なインターネットの

環境づくりに徹したことで、引き続き堅調に推移いたしました。クラウド型SNSエアリーシリーズは、育

児休職者向けSNS「エアリーダイバーシティ」を株式会社ブリヂストン、日本生命保険相互会社などに提

供、SaaS型内定者フォローSNS「エアリーフレッシャーズ」を、東京都の平成23年度新規採用内定者向け

に提供するなど、様々な市場のニーズに適ったサービス提供に努めました。また、iPhone ／ iPadアプリ

のレビューサイト「AppBank」は、開始2年足らずで月間1700万PVを超え、株式会社ライブドアが設立した

優秀な新人ブロガーの育成・支援を目的としたコンテスト『日本ブログメディア新人賞』の「第1回日本

ブログメディア新人賞」大賞を受賞、メディアにも露出するなど、世間一般に幅広く認知されることとな

りました。 

この結果、売上高は、1,638,579千円（前年同期比5.6％増）と前年同期比と比べ増収となりましたが、

営業利益は、技術者を中心とした人材採用及び体制の強化によりコストが増大し80,566千円（前年同期比

49.8％減）と前年同期比と比べ減益となりました。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①コミュニティ事業
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受託開発事業におきましては、子会社の株式会社電縁が主力事業としております。当連結会計年度にお

いては、業績寄与度を高めるため新規顧客開拓に尽力いたしました。また、引き続き既存顧客からの受注

が堅調に推移し、売上高は過去 高の1,348,116千円（前年同期比3.4％増）と増収となりましが、営業強

化による人員の増加及び開発人件費増加の影響により営業利益は、27,987千円（前年同期比22.9％減）と

前年同期比と比べ減益となりました。 

その他事業につきましては、子会社の経営管理業務等の他、コミュニティサイト以外のサイト運営及び

サーバー回線の貸与等のランニング収益が横ばいに推移しました。その結果、売上高は、 

150,126千円（前年同期比3.0％減）と前年同期より減収となり、営業利益は、115,515千円（前年同期比

2.1％減）と減益となりました。 

今後の見通しにつきましては、景気回復局面へ向かってはいるものの、雇用環境の悪化など未だ弱含み

の兆しであり、引き続き厳しい環境が続いています。  

 そのような中、業績予想につきましては、様々に想定されるリスクを勘案してレンジ形式による開示と

させていただいております。 

  

 ①資産、負債及び純資産の状況 

 （イ）資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて5.6％増加し、1,767,198千円となりました。これは、主とし

て現金及び預金が160,444千円増加したこと及び売掛金が52,093千円減少したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて43.6％増加し、259,544千円となりました。これは、主とし

て長期預金が97,960千円増加したこと及びのれんが10,940千円減少したことなどによります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて9.3％増加し、2,026,742千円となりました。 

  

 （ロ）負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて11.9％増加し、1,081,157千円となりました。これは、主と

して短期借入金が100,000千円、一年内返済予定の長期借入金が42,070千円増加したこと及び一年内償

還予定の社債が33,500千円減少したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて34.8％増加し、527,402千円となりました。これは、主とし

て長期借入金が53,814千円、社債が82,200千円増加したことによります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて18.5％増加し、1,608,559千円となりました。 

  

（ハ）純資産 

 純資産合計は、前連結会計年度末と比べて15.6％減少し、418,182千円となりました。これは、 

 利益剰余金が59,204千円増加したこと及び配当金によりその他資本剰余金が148,060千円減少した 

 ことによるものであります。 

  

②受託開発事業

③その他事業

（時期の見通し）

(2) 財政状態に関する分析
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当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ

414,160千円増加し、1,266,497千円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

営業活動の結果増加した資金は、193,140千円(前年同期は199,306千円の収入)となりました。この主

な要因は、税金等調整前当期純利益93,198千円の他、売上債権の減少51,301千円の増加要因と、預り金

の減少14,227千円などの減少要因によるものであります。 

投資活動の結果増加した資金は、119,209千円(前年同期は336,747千円の支出)となりました。この主

な要因は、定期預金の払戻による収入414,669千円によるものであります。 

財務活動の結果増加した資金は、101,874千円(前年同期は136,845千円の収入)となりました。この主

な要因は、長期借入れによる収入350,000千円の増加要因と、配当金の支払額141,070千円の減少要因に

よるものであります。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式自己総額／総資産 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値より計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。 

（注５）平成18年12月期は、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであったため、キャッシュ・フロー対有

利子負債比率、インタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 

  

②キャッシュ・フローの状況

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー

平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期 平成22年12月期

自己資本比率(%) 24.1 33.9 32.4 25.4 19.0

時価ベースの自己資本比率
(%)

46.4 55.8 34.1 33.4 52.0

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(%)

― 436.8 230.0 444.1 585.0

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

― 14 30 17 18

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払
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当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けており、将来の事業展開と経営

体質の強化に必要な内部留保を確保しつつ、事業及び財務基盤を勘案して配当を実施していくことを基本

方針としております。なお、当社の剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。 

当事業年度の剰余金の配当については、誠に遺憾ながら無配とさせて頂いております。今後も業績の向

上を図り、株主への利益還元及び機動的な資本政策を実施できる体制作りを目指して参ります。 

  

以下において、事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、当社の事業展開上のリスク要因となる

可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事

項についても、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項については、投資者に対する情

報開示の観点から以下に記載しております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上

で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存です。 

また、以下に記載した内容は本株式への投資に関連するリスクをすべて網羅するものではなく、将来に

関する部分の記載は、提出日現在において当社が判断したものであります。 

  

当社のコミュニティ事業における収益は、当社所有のソフトウェアの使用許諾に係るライセンス代金

ならびにコミュニティサイトの開発代金等による初期収入、コミュニティサイトのリニューアル等によ

る追加収入及び開発したコミュニティサイトの保守・管理のための運営収入（コミュニティサイトの利

用者数に応じて増加）の３つから成り立っております。運営収入に関してはクライアント企業から毎月

継続的に収受いたしますが、初期収入及び追加収入の発生時期は新規案件の成約状況及びクライアント

企業の需要動向如何によっては当社業績に影響を及ぼす可能性があります。また、広告収入はクライア

ント企業の需要動向如何によっては当社業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

コミュニティ関連市場は今後の成長が期待される市場であるため、今後は国内外の多数の事業者がこ

の分野に参入してくる可能性があります。当社に比べ資本力、マーケティング力、幅広い顧客基盤、よ

り高い知名度を有する会社が参入してきた場合には、競争激化による価格の下落等により、当社の業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

  

IT関連技術は技術革新の進歩が速く、それに応じて業界標準及び利用者ニーズが変化し、新技術が相

次いで登場しております。これらの新技術等への対応が遅れた場合、当社の提供するサービスが陳腐

化・不適応化し、業界内での競争力低下を招く可能性があります。その場合当社の業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

① 経営成績の変動について

② 競合について

③ 新しい技術の出現について
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当社の運営するコミュニティサイトは24時間365日年中無休で運用しなければならないため、障害の

兆候が見受けられる時及び障害が発生した時は監視要員及び各部署の責任者に通知する体制を整えてい

ます。しかしながら、当社のコミュニティサイトは通信ネットワークに依存しており、サーバー等の自

社設備や第三者が所有し運営する通信設備等のインターネット接続環境が良好に稼動することが前提で

あります。したがって、災害や事故により通信ネットワークが切断された場合、サーバー機能が停止し

た場合、コンピュータウィルスによる被害があった場合、外部からの不正な手段によるコンピュータ内

への侵入があった場合及び自社開発のサーバーやソフトウェアに不具合が生じた場合等は、インターネ

ットユーザーによる当社コミュニティサイトの利用度が低下する可能性があります。また、障害や不具

合の原因が当社サイドにあった場合は、当社のクライアント企業からの信頼度が低下する可能性があ

り、結果、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社の属するソフトウェア業界は技術革新の進展が早いため、当社の保有するソフトウェアについて

資産の陳腐化等による価値毀損の可能性があり、その場合当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

出会い系サイトを規制する法律として「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する

行為の規制等に関する法律」（平成15年６月13日 法律第83号）があります。当社の運営するコミ

ュニティサイトは出会い目的のサイトではありませんが、同法の運用及びこれに対する対応如何に

よっては、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社はユーザーのコミュニティサイト利用の際に、他人の著作権の無断使用、第三者への

権利の侵害・誹謗・中傷、出会い系サイト等による犯罪に関わる事項、猥褻等公序良俗に反する情

報の掲載、その他法律に違反する行為を禁止する旨を利用者に告知して同意していただいておりま

す。しかし、この同意にもかかわらず、当社の展開するコミュニティサイトにおいて重大なトラブ

ルが発生した場合、あるいは利用者と第三者との紛争に当社のクライアント企業または当社が巻き

込まれた場合等には、当社が直接の当事者でなくとも法的責任を問われる可能性があります。ま

た、当社の企業イメージの悪化等により当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

当社は、サービスの提供にあたり会員情報やクレジットカード情報等の利用者の個人情報を取得

しているため、「個人情報の保護に関する法律」（平成15年５月30日 法律第57号）が定める個人

情報取扱事業者としての義務が課されております。個人情報については、個人情報管理規程及びガ

イドラインを制定し、個人情報の取扱いに関する業務フローを定めて厳格に管理しております。ま

た、平成17年２月１日に財団法人日本情報処理開発協会のプライバシーマークを取得しておりま

す。 

④ システムダウン、情報セキュリティ及びシステム不具合について

⑤ 資産の含み損・評価損について

⑥ 法的規制について

（ａ）インターネット及びコミュニティサイトをめぐる法的規制について

（ｂ）個人情報保護について
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当社は、知的財産権として特許を重視しており、必要な特許に関しては積極的に申請を行っておりま

す。また、当社は、当社の技術・製品等が第三者の持つ特許権、商標権等の知的財産権を侵害しないよ

うに細心の注意を払っており、過去において他社特許権を侵害し提訴されている等の事実はありませ

ん。しかしながら、当社の事業に関連する知的財産権が第三者に成立した場合、又は当社の認識してい

ない当社の事業に関連する知的財産権が既に存在した場合においては、第三者の知的財産権を当社が侵

害したとの主張に基づく訴訟を提起される可能性があります。当該訴訟において当社が敗訴した場合、

損害賠償債務が発生する可能性があるほか、当該サービスの提供が差し止められ、権利者への対価の支

払義務が生じる可能性があり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社の営む事業は専門性の高い知識と豊富な経験等によるところが大きいため、優秀な人材を如何に

適時適切に採用できるかが事業を拡大する上で重要な課題と認識しております。したがって人材確保が

当初の計画通り進まない場合、または人材が流出した場合には当社の事業展開に支障が生じ、当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社は、ストックオプション制度を採用しており、従業員の経営参加意識を高め、優秀な人材を確保

することを目的として新株予約権を付与しております。平成22年12月31日現在における新株予約権によ

る潜在株式総数は2,068株であり、発行済株式総数18,041株に対する割合は11.5％となっております。

当社は今後も優秀な人材確保のために、インセンティブプランを継続して実施していく方針です。この

ため将来これらのストックオプションが行使された場合、一株当たりの株式価値の希薄化が生じる可能

性があります。 

  

⑦ 知的財産に関するリスクについて

⑧ 人材の確保

⑨ ストックオプション制度について
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 当社の事業内容について 

当社グループは、当社及び連結子会社６社（㈱電縁、㈱GT-Agency、トゥギャザー㈱、㈱ソーシャルグ

ループウェア、㈱カヨトコ、㈱MGR）で構成されており、「ソーシャルコミュニティサイト」の企画、開

発及び運営を主たる業務としております。なお、㈱カヨトコ及び㈱MGRについては、当連結会計年度にお

いて新たに設立し、連結の範囲に含めております。 

当社グループのセグメント売上は「コミュニティ事業」、「受託開発事業」並びに「その他事業」の３

つに区分しております。 

コミュニティ事業は、各種ASP及びパッケージの販売、コンテンツの提供、コミュニティサイトの受託

開発を行っております。また子会社である株式会社GT-Agencyは、占いコンテンツや心理コンテンツなど

を提供及びiPhoneアプリ紹介サイトの運営を行っております。同じく子会社のトゥギャザー株式会社は、

各種会員サービスを行っております。 株式会社ソーシャルグループウェアは、グループウェアの開発及

び提供を行っております。 

受託開発事業は、WEBシステムに関するコンサルティングやパッケージソリューション、システムイン

テグレーション、保守・運用をワンストップで提供しており、子会社である株式会社電縁が主に行ってお

ります。また、当社顧客向けコミュニティサイトの開発業務を受託しております。その他事業につきまし

ては、コミュニティサイト以外の企業向けWEBサイト構築やホスティングサービス等であります。 

  

企業集団についての事業系統図は次の通りであります。 

  

 

  

2. 企業集団の状況
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関係会社の状況 

名称 住所
資本金
(千円)

主要な事業の内容
議決権の
所有割合 
(％)

関係内容

（連結子会社）

㈱電縁 東京都品川区 35,000 受託開発事業 100
開発業務の委託先
役員の兼務２名

㈱GT-Agency 東京都品川区 10,000 占いコンテンツの制作 100
当社ソリューションサ
ービスにおけるコンテ
ンツの供給元

トゥギャザー㈱ 東京都品川区 25,000 情報提供サービス業 100
資金貸付あり 
役員の兼務２名

㈱ソーシャルグル
ープウェア

東京都品川区 46,000
IT情報サービス
ソフトウェア開発

100
システム提供 
役員の兼務２名

㈱カヨトコ 東京都品川区 10,000 サイト運営 100 サイト運営の受託先

㈱MGR 東京都品川区 10,000 インフラ構築・保守 100 サーバー管理等
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当社は、創業以来「人と人をつなげる」を企業理念に掲げ、インターネットのソーシャルコミュニテ

ィを通じて、人と人とのコミュニケーションを促進することを基本方針としております。 

社名の一部に「ガイア理論」の「ガイア」を引用し、社会全体、地球全体が一つの生命体であるとい

う考えのもと、より多くの人にそれを体感していただけるようなソーシャルコミュニティの提供を目指

しております。そして、弛まぬサービスの改善・改革により、お客様のみならず社会全体が本当に望ん

でいる、価値あるコミュニケーションサービスを常に提供し続け、企業価値の 大化を図るとともに、

社会への貢献を果たすことが使命だと考えております。 

  

当社グループは、今後も一貫して売上高拡大と収益性の向上を目指し、営業利益率の改善を重点指標

として掲げております。また、これらの経営指標を維持することで、健全な財務体質を構築するととも

に、自己資本比率（ROE）の向上を通じて株主価値の増大を図って参ります。 

  

当社は主要事業であるソーシャルコミュニティ事業の拡大を 優先課題とし、クラウド型内定者フォ

ローSNS「エアリーフレッシャーズ」、育児休業者向けSNS「エアリーダイバーシティ」、社内SNS「エ

アリーオフィス」を含むエアリーシリーズ、学校裏サイト・ネットいじめ対策コンサルティングサービ

ス「スクールガーディアン」、モバイルコンテンツ配信システム「モバリスト」などのパッケージ商品

において、専門性の高いコミュニティパッケージを提供することで、カテゴリーNO.1を目指しておりま

す。今後も一層コミュニティソリューションの拡充に努め、各セグメントの業績伸張を図り、セグメン

ト間のシナジー効果を追求することで、グループ全体の成長を目指していく方針であります。 

  

今後、事業を展開するにあたり、当社グループが対処すべき課題として認識している点は以下の通り

であります。 

  

当社は、引き続き主力事業であるソーシャルコミュニティ事業に専念し、低価格で導入しやすいとい

うメリットがあるパッケージ商品を開発、拡販することで、ランニング収益を拡大し収益性の向上を目

指しております。そしてSaaS型内定者フォローSNS「エアリーフレッシャーズ」シリーズ、学校裏サイ

ト・ネットいじめ対策コンサルティングサービス「スクールガーディアン」、モバイルコンテンツ配信

システム「モバリスト」など当該商品の競争力の向上、製品品質の一層の強化、販売力の増加が必要不

可欠であると認識しております。 今後は既存パッケージ商品との連携で相乗効果を狙い、収益基盤の

強化を実施していく方針であります。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

①パッケージ商品の拡大とシナジーの強化
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パッケージ商品の拡販を達成していくためには、人的資源のみに依存した販売手法ではなく、いわゆ

るプル型営業と呼ばれるものへの移行が不可欠だと認識しております。そのため、活発な広報活動や充

実した商品紹介サイトの構築などに重点を置き、より商品を軸とした展開を実施、加えて、販売代理店

網の強化、パートナー企業との提携により、営業活動の効率化も図って参ります。また、まずは商品の

新規導入社数を増やし、その後、既存顧客に対して他サービスを増やしていく販売アプローチ（クロス

セル）を進め、中長期計画であるランニング収益の拡大に繋げて参ります。 

  

当社が中長期計画を達成するためには、営業や開発のみならずあらゆる部門において、優秀な人材の

確保が重要な課題であると認識しております。そのため当社では、新卒及び中途採用の両面から積極的

に優秀な人材の確保を進めております。現有の人材に対しては、全社的、また部署ごとに社内研修や他

社との合同勉強会を実施するなど、社員一人ひとりの能力向上に努めております。そして、今後も人的

基盤拡充のため、人材開発とその定着を積極的に継続するとともに、社内教育体制のさらなる整備によ

り、人材育成の面でも充実を進めて参ります。 

  

当社は主にインターネット上での事業を展開していることから、システムの重要性は極めて高いもの

であり、当該システムを安定的に稼動させることが事業展開上重要であります。今後は継続的に安定運

用を図るため、サーバー機器の維持管理に努め、高い信頼性・安全性を確保する方針であります。ま

た、当社グループが活動するにあたり重要情報を保有することがありますが、それらの情報管理、外部

アクセスの制限などのセキュリティ体制の強化も併せて行って参ります。 

  

該当事項は特にありません 

②営業力の強化

③優秀な人材の育成と確保

④システム及びセキュリティの強化

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年12月31日)

当連結会計年度
(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※1 1,237,615 ※1 1,398,059

受取手形及び売掛金 360,789 308,696

仕掛品 4,533 19,036

繰延税金資産 18,627 8,304

その他 52,780 34,467

貸倒引当金 △1,537 △1,365

流動資産合計 1,672,809 1,767,198

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 21,143 21,411

減価償却累計額 △3,137 △6,582

建物及び構築物（純額） 18,006 14,829

工具、器具及び備品 77,509 52,118

減価償却累計額 △56,525 △40,137

工具、器具及び備品（純額） 20,983 11,980

有形固定資産合計 38,990 26,810

無形固定資産

ソフトウエア 3,860 3,583

のれん 30,180 19,239

その他 145 145

無形固定資産合計 34,186 22,969

投資その他の資産

投資有価証券 7,361 7,177

長期預金 － 132,660

敷金及び保証金 54,492 54,905

繰延税金資産 2,729 2,897

その他 47,572 17,323

貸倒引当金 △4,587 △5,197

投資その他の資産合計 107,568 209,765

固定資産合計 180,745 259,544

資産合計 1,853,554 2,026,742
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年12月31日)

当連結会計年度
(平成22年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 137,064 134,325

短期借入金 200,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1 184,914 ※1 226,984

1年内償還予定の社債 141,300 107,800

未払費用 87,237 100,808

預り金 63,200 48,973

未払法人税等 28,591 6,626

その他 124,138 155,639

流動負債合計 966,447 1,081,157

固定負債

社債 142,800 225,000

長期借入金 216,188 ※1 270,002

その他 32,400 32,400

固定負債合計 391,388 527,402

負債合計 1,357,835 1,608,559

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 523,160 376,119

利益剰余金 △11,159 48,045

自己株式 △139,936 △137,946

株主資本合計 472,064 386,217

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △729 △1,397

評価・換算差額等合計 △729 △1,397

新株予約権 24,384 33,362

純資産合計 495,719 418,182

負債純資産合計 1,853,554 2,026,742
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(2)【連結損益計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 2,831,580 2,967,581

売上原価 1,696,727 1,822,799

売上総利益 1,134,853 1,144,781

販売費及び一般管理費 ※1 947,100 ※1 1,029,488

営業利益 187,752 115,293

営業外収益

受取利息 1,818 1,358

助成金収入 － 3,315

雑収入 2,937 －

その他 30 1,428

営業外収益合計 4,786 6,101

営業外費用

支払利息 10,978 10,543

社債発行費 6,221 3,669

支払手数料 13,134 －

支払保証料 928 1,008

その他 740 928

営業外費用合計 32,004 16,149

経常利益 160,534 105,245

特別利益

償却債権取立益 2,400 2,400

契約解除戻り金 ※3 8,024 －

関係会社株式売却益 1,200 －

新株予約権戻入益 － 1,546

特別利益合計 11,624 3,946

特別損失

固定資産除却損 ※2 1,204 ※2 2,887

移転費用 ※4 11,917 －

投資有価証券評価損 － 9,730

過年度消費税等 － 3,376

その他 582 －

特別損失合計 13,703 15,994

税金等調整前当期純利益 158,455 93,198

法人税、住民税及び事業税 43,339 24,367

法人税等調整額 4,662 9,626

法人税等合計 48,001 33,993

当期純利益 110,453 59,204
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 438,171 100,000

当期変動額

減資 △338,171 －

当期変動額合計 △338,171 －

当期末残高 100,000 100,000

資本剰余金

前期末残高 184,989 523,160

当期変動額

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △148,060

自己株式処分差益 － 1,018

減資 338,171 －

当期変動額合計 338,171 △147,041

当期末残高 523,160 376,119

利益剰余金

前期末残高 △121,613 △11,159

当期変動額

当期純利益 110,453 59,204

当期変動額合計 110,453 59,204

当期末残高 △11,159 48,045

自己株式

前期末残高 － △139,936

当期変動額

自己株式の処分 － 1,989

自己株式の取得 △139,936 －

当期変動額合計 △139,936 1,989

当期末残高 △139,936 △137,946

株主資本合計

前期末残高 501,547 472,064

当期変動額

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △148,060

自己株式の処分 － 1,989

自己株式処分差益 － 1,018

減資 － －

当期純利益 110,453 59,204

自己株式の取得 △139,936 －

当期変動額合計 △29,482 △85,847

当期末残高 472,064 386,217
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △863 △729

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

133 △668

当期変動額合計 133 △668

当期末残高 △729 △1,397

評価・換算差額等合計

前期末残高 △863 △729

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

133 △668

当期変動額合計 133 △668

当期末残高 △729 △1,397

新株予約権

前期末残高 12,568 24,384

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,815 8,978

当期変動額合計 11,815 8,978

当期末残高 24,384 33,362

純資産合計

前期末残高 513,252 495,719

当期変動額

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △148,060

自己株式の処分 － 1,989

自己株式処分差益 － 1,018

自己株式の取得 △139,936 －

当期純利益 110,453 59,204

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,948 8,310

当期変動額合計 △17,533 △77,536

当期末残高 495,719 418,182
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 158,455 93,198

減価償却費 18,127 15,358

のれん償却額 38,490 36,222

株式報酬費用 11,815 11,504

長期前払費用の増減額（△は増加） △1,495 △1,468

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,394 438

固定資産除却損 1,204 2,887

受取利息及び受取配当金 △1,848 △1,400

支払利息 10,978 10,543

投資有価証券評価損益（△は益） － 9,730

売上債権の増減額（△は増加） △24,486 51,301

前渡金の増減額（△は増加） △19,950 △1,630

たな卸資産の増減額（△は増加） 17,018 △14,502

仕入債務の増減額（△は減少） 3,549 △2,738

未払金の増減額（△は減少） 1,835 18,645

前受金の増減額（△は減少） 18,272 10,167

預り金の増減額（△は減少） 6,718 △14,227

未払消費税等の増減額（△は減少） 10,883 △4,227

新株予約権戻入益 － △1,546

支払手数料 13,134 －

社債発行費 6,221 3,669

その他 △9,388 26,577

小計 256,143 248,502

利息及び配当金の受取額 1,170 1,453

利息の支払額 △11,677 △10,482

法人税等の支払額 △46,329 △46,332

営業活動によるキャッシュ・フロー 199,306 193,140

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の売却による収入 1,200 －

定期預金の預入による支出 △324,853 △268,917

定期預金の払戻による収入 － 414,669

投資有価証券の取得による支出 △1,500 △9,684

有形固定資産の取得による支出 △31,051 △4,546

無形固定資産の取得による支出 △3,558 △1,241

長期貸付けによる支出 △4,642 △7,130

長期貸付金の回収による収入 5,847 6,580

敷金及び保証金の差入による支出 △44,905 △396

敷金及び保証金の回収による収入 68,170 －

その他 △1,453 △10,123

投資活動によるキャッシュ・フロー △336,747 119,209
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） 200,000 100,000

長期借入れによる収入 270,000 350,000

長期借入金の返済による支出 △171,719 △254,116

配当金の支払額 － △141,070

社債の償還による支出 △255,900 △151,800

社債の発行による収入 243,778 196,831

自己株式の取得による支出 △136,179 －

その他の支出 △13,134 －

その他の収入 － 2,029

財務活動によるキャッシュ・フロー 136,845 101,874

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △596 414,160

現金及び現金同等物の期首残高 852,932 852,336

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 852,336 ※1 1,266,497
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  該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 子会社についてはすべて連結しており

ます。 

連結子会社の数……４社 

連結子会社の名称 

 ㈱電縁 

 ㈱GT-Agency 

 トゥギャザー㈱  

 ㈱ソーシャルグループウェア

子会社についてはすべて連結しており

ます。 

連結子会社の数……６社 

連結子会社の名称 

 ㈱電縁 

 ㈱GT-Agency 

 トゥギャザー㈱  

 ㈱ソーシャルグループウェア 

 ㈱カヨトコ 

 ㈱MGR

 なお、㈱カヨトコ及び㈱MGRは、当

連結会計年度において新規設立のため

新たに連結の範囲に含めております。

２ 持分法の適用に関する事

項

(1)持分法適用の関連会社数 ──────── ────────

(2)持分法を適用しない関連

会社数

持分法を適用しない関連会社数 ０社
 なお、㈱バイリンガルパートナーズにつ
いては、当連結会計年度中に株式を売
却しており、関連会社の範囲から外れて
おります。

────────

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 連結子会社の決算日は12月31日であ

り連結決算日と一致しております。 

連結財務諸表の作成にあたっては同決

算日現在の財務諸表を使用しておりま

す。

      同左

４ 会計処理基準に関する事

項

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

(イ)たな卸資産

    仕掛品       
 個別法による原価法
 (収益性の低下による簿価切り下 
 げの方法)

(イ)たな卸資産

 仕掛品        
      同左

(会計方針の変更）

 当連結会計年度より、「棚卸資産の
評価に関する会計基準」（企業会計基
準第９号 平成18年７月５日公表分）
を適用し、評価基準については、原価
法から原価法（収益性の低下による簿
価切り下げの方法）に変更しておりま
す。これによる損益に与える影響はあ
りません。 

(ロ)有価証券 (ロ)有価証券

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

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  

       同左  
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

(イ)有形固定資産（リース資産を除

く）  

主として定率法 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。       

  建物・・・・・・・・・８～15年  

  工具器具及び備品・・・４～15年 

(イ)有形固定資産（リース資産を除

く）  

       同左
 

(ロ)無形固定資産（リース資産を除

く）

ソフトウェア(自社利用分) 

社内における利用可能期間( 長５年)

に基づく定額法によっております。

(ロ)無形固定資産（リース資産を除

く）

ソフトウェア（自社利用分） 

      同左

ソフトウェア（市場販売目的）  

残存有効期間( 長３年）に基づく定

額法によっております。

 ソフトウェア（市場販売目的）    

       同左

(ハ）リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価
額をゼロとする定額法によっておりま
す。 
 なお、所有権移転外ファイナンス・
リース取引のうち、リース取引開始日
が平成20年12月31日以前のものについ
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。

(ハ）リース資産 

      同左

 (3) 重要な引当金の計上基

準

(イ)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勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。

(イ)貸倒引当金

       同左

 (4) 重要な外貨建の資産及

び負債の本邦通貨への

換算基準

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。

       同左

 (5) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

(イ)消費税等の会計処理 

  税抜方式によっております。

(イ)消費税等の会計処理

同左

(ロ)繰延資産の処理方法

 社債発行費

 支払時に全額費用処理しておりま

す。

(ロ)繰延資産の処理方法

 社債発行費

        同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 全面時価評価法を採用しておりま

す。

同左

６ のれんの償却に関する事

項

 のれんの償却については、５年間の

均等償却を行っております。

 のれんの償却については、投資効果

の発現する期間を見積り、５年以内の

当該期間において均等償却を行ってお

ります。

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能な預金およ

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
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 【会計方針の変更】 

  

 
  

  

  

 
  

(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

(リース取引に関する会計基準等) 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当連結会計年度より「リース取引

に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月

17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年３月30日改

正)）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第16号(平成６年１月18日(日本

公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30日

改正))を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。これによる損益の影響はあり

ません。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年12月31日以前のものに

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。  

 

         ――――――――――

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

(連結貸借対照表)

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成20
年８月７日内閣府令第50号)が適用となることに伴い、
前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記
されていたものは、当連結会計年度から「仕掛品」と
して掲記しております。

(連結貸借対照表） 

 「長期預金」は前連結会計年度において、投資その他

の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当

連結会計年度において、資産の総額の100分の５を超え

たため区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度末の「長期預金」は34,700千円

であります。        

（連結損益計算書）
「助成金収入」は前連結会計年度において、営業外収益
の「その他」に含めて表示しておりましたが、営業外収
益の100分の10を超えたため区分掲記しております。  
 なお、前連結会計年度末の「助成金収入」は1,459千
円であります。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

※１ 担保に供している資産は次のとおりでありま
す。 
  
 現金及び預金          10,000千円 
  
 担保付債務は次のとおりであります。 
 一年内返済予定の長期借入金   16,500千円 

※１ 担保に供している資産は次のとおりであります。
  
 現金及び預金          34,144千円 
  
 長期預金            30,060千円 
  
担保付債務は次のとおりであります。 

 一年内返済予定の長期借入金   10,008千円 
  
  長期借入金           37,490千円 

２  当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。 

 当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未

実行残高等は次のとおりであります。 

  

当座貸越限度額総額        200,000千円  

借入実行残高           200,000千円 

差引額                 ０千円

２  当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。 

 当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未

実行残高等は次のとおりであります。 

  

当座貸越限度額総額               300,000千円  

借入実行残高                  300,000千円 

差引額                   ０千円

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次の通りであります。

役員報酬 98,064千円

給与及び手当 377,231千円

貸倒引当金繰入 771千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次の通りであります。

役員報酬 107,030千円

給与及び手当 426,035千円

貸倒引当金繰入 141千円

 

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

工具器具及び備品 1,204千円
 

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

工具器具及び備品 2,887千円

※３ 契約解除戻り金は、前期に支出した人材紹介手数

料の契約キャンセルによる返金額5,700千円及び契約

解除による保証金の返金額2,324千円であります。

※３      ――――――――――

※４ 移転費用は、本社移転に伴う原状回復費及び建物

附属設備の除却損であります。

※４      ――――――――――
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 （変動事由の概要）  

  株式分割による増加             4,163株 

  

  

 
 （変動事由の概要） 

  公開買い付けによる自己株式の取得による増加  2,037株 

  単元未満株式の買い取りによる増加        587株 

  株式分割による増加               611株 

  

 
(注)  目的となる株式の数は、記載を省略しております。 

  

  平成22年２月10日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。  

・普通株式の配当に関する事項  

（イ）配当金の総額        148,060千円  

（ロ）配当の原資         その他資本剰余金 

（ハ）１株当たり配当額      10,000円  

（ニ）基準日           平成21年12月31日  

（ホ）効力発生日         平成22年３月12日 

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日）

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 13,878 4,163 ― 18,041

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) ― 3,235 ― 3,235

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株)
当連結会計  
年度末残高 
(千円)

提出会社

平成18年ストックオ
プションとしての新
株予約権

─ ─ 1,546

平成19年ストックオ
プションとしての新
株予約権

─ ― 100

平成20年ストックオ
プションとしての新
株予約権

─ ― 13,370

平成20年ストックオ
プションとしての新
株予約権

─ ─ 6,529

平成21年ストックオ
プションとしての新
株予約権

─ ― 2,836

合計 ― 24,384

４ 配当に関する事項

基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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 （変動事由の概要） 

   ストックオプション行使による処分   46株 

  

 
(注)  目的となる株式の数は、記載を省略しております。 

  

  該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日）

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 18,041 ― ― 18,041

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 3,235 ― 46 3,189

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株)
当連結会計  
年度末残高 
(千円)

提出会社

平成19年ストックオ
プションとしての新
株予約権

─ ─ 100

平成20年ストックオ
プションとしての新
株予約権

─ ― 15,847

平成20年ストックオ
プションとしての新
株予約権

─ ― 8,202

平成21年ストックオ
プションとしての新
株予約権

─ ─ 5,441

平成22年ストックオ
プションとしての新
株予約権

─ ― 3,771

合計 ― 33,362

４ 配当に関する事項

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年12月31日現在)

現金及び預金勘定 1,237,615千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △385,278千円

現金及び現金同等物 852,336千円

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

(平成22年12月31日現在)

現金及び預金勘定 1,398,059千円

有価証券 10,004千円

    計 1,408,064千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △141,566千円

現金及び現金同等物 1,266,497千円
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前連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

  

 
  
(注) １ 事業区分の方法 

サービスの種類・性質、販売市場の類似性等により、コミュニティ事業、受託開発事業、その他事業に区

分しております。 

２ 各区分に属する主要な製品 

コミュニティ事業・・・・ブログ、ＳＮＳ、ライセンス販売など提供ソフトウェアのカスタマイズ等コミ

ュニティにかかるソリューションの提供 

受託開発事業・・・・・・システム開発業務 

その他事業・・・・・・・上記以外の付随事業 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は127,045千円であり、その主なものは親会

社の管理部門費であります。 

４ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は874,115千円であり、その主なものは当社での余

資運用資金(現金及び預金)及び管理部門に係わる資産であります。 

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

コミュニ 
ティ事業 
(千円)

受託開発
事業 
(千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

1,552,148 1,260,284 19,147 2,831,580 － 2,831,580

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

106 43,775 135,600 179,481 （179,481) －

計 1,552,254 1,304,060 154,747 3,011,062 （179,481) 2,831,580

  営業費用 1,391,839 1,267,777 36,747 2,696,363 (52,535) 2,643,827

  営業利益 160,415 36,283 117,999 314,698 （126,945) 187,752

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 426,118 542,745 17,776 986,640 866,914 1,853,554

  減価償却費 14,548 1,647 378 16,574 1,552 18,127

  資本的支出 25,523 5,152 654 31,331 2,342 33,674

㈱ガイアックス（3775）平成22年12月期決算短信

－　27　－



  
  

当連結会計年度(自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日) 

  

 
  
(注) １ 事業区分の方法 

サービスの種類・性質、販売市場の類似性等により、コミュニティ事業、受託開発事業、その他事業に区

分しております。 

２ 各区分に属する主要な製品 

コミュニティ事業・・・・ブログ、ＳＮＳ、ライセンス販売など提供ソフトウェアのカスタマイズ等コミ

ュニティにかかるソリューションの提供 

受託開発事業・・・・・・システム開発業務 

その他事業・・・・・・・上記以外の付随事業 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は114,175千円であり、その主なものは親会

社の管理部門費であります。 

４ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は878,168千円であり、その主なものは当社での余

資運用資金(現金及び預金)及び管理部門に係わる資産であります。 

  

前連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)及び当連結会計年度(自 平成22年

１月１日 至 平成22年12月31日) 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合

計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメントの情報の記載を省略しておりま

す。 

  

前連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)及び当連結会計年度(自 平成22年

１月１日 至 平成22年12月31日)においては、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上

高の記載を省略しております。 

  

コミュニ 
ティ事業 
(千円)

受託開発
事業 
(千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

1,634,033 1,316,321 17,226 2,967,581 2,967,581

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は 
   振替高

4,545 31,795 132,900 169,240 (169,240) 0

計 1,638,579 1,348,116 150,126 3,136,822 (169,240) 2,967,581

  営業費用 1,558,012 1,320,129 34,611 2,912,753 (60,465) 2,852,288

  営業利益 80,566 27,987 115,515 224,069 (108,775) 115,293

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 411,709 738,611 21,316 1,171,637 855,104 2,026,742

  減価償却費 12,500 1,178 180 13,859 1,499 15,358

  資本的支出 4,369 0 68 4,438 1,350 5,788

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

ファイナンス・リース取引(借主側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1)リース資産の内容

 ① 有形固定資産 

  該当事項はありません。

 ② 無形固定資産 

  該当事項はありません。

ファイナンス・リース取引(借主側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1)リース資産の内容

 ① 有形固定資産 

  該当事項はありません。

 ② 無形固定資産 

  該当事項はありません。

(2)リース資産の減価償却の方法

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４．会計処理基準に関する事項 (2)重要な減価償却

資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ

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、その内容は次のとおり

であります。

(2)リース資産の減価償却の方法

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４．会計処理基準に関する事項 (2)重要な減価償却

資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリー

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、その内容は次のとおりであり

ます。

 

 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

工具器具及
び備品

(千円)

取得価額 
相当額

12,604

減価償却 
累計額相当額

7,867

期末残高 
相当額

4,736

 

 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

工具器具及
び備品

(千円)

取得価額
相当額

12,604

減価償却
累計額相当額

10,388

期末残高
相当額

2,215

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,594千円

１年超 2,334千円

合計 4,929千円
 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,334千円

１年超 ―千円

合計 2,334千円

 

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 2,691千円

減価償却費相当額 2,520千円

支払利息相当額 163千円
 

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 2,691千円

減価償却費相当額 2,520千円

支払利息相当額 96千円

 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

  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。

  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の

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。

 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

  減価償却費相当額の算定方法

          同左 

 

 利息相当額の算定方法

          同左
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   株式報酬費用            11,815千円 

  

  

 
  

 
  

(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)

 １ 当連結会計年度における費用計上額及び科目名

２ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

平成13年５月期
ストック・オプション

平成14年５月期
ストック・オプション

平成15年５月期
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 ５名 
当社従業員 36名

当社従業員 30名
当社取締役 ４名 
当社従業員 31名

ストック・オプション数 普通株式  572株 普通株式 258株 普通株式  461株

付与日 平成12年12月５日 平成14年１月12日 平成14年９月30日

権利確定条件

付与日(平成12年12月５日)
以降、権利確定日(平成14
年５月６日)まで継続して
勤務していること。

付与日(平成14年１月12日)
以降、権利確定日(平成15
年５月６日)まで継続して
勤務していること。

付与日(平成14年９月30日)
以降、権利確定日(平成16
年９月30日)まで継続して
勤務していること。

対象勤務期間
自 平成12年12月５日
至 平成14年５月６日

自 平成14年１月12日
至 平成15年５月６日

自 平成14年９月30日
至 平成16年９月30日

権利行使期間
自 平成14年５月７日 
至 平成21年５月６日

自 平成15年５月７日 
至 平成22年５月６日

自 平成16年10月１日 
至 平成23年９月30日

平成15年５月期
ストック・オプション

平成17年５月期
ストック・オプション

平成18年５月期
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
子会社役員  １名
子会社従業員 ４名

当社役員   ６名
当社従業員  28名 
子会社役員  １名 
子会社従業員 ４名

当社役員  ８名 
当社従業員 31名

ストック・オプション数 普通株式   26株 普通株式  400株 普通株式  401株

付与日 平成15年４月30日 平成17年２月28日 平成17年11月４日

権利確定条件

付与日(平成15年４月30日)
以降、権利確定日(平成17
年４月30日)まで継続して
勤務していること。

付与日(平成17年２月28日)
以降、権利確定日(平成19
年２月28日)まで継続して
勤務していること。

付与日(平成17年11月４日)
以降、権利確定日(平成19
年９月30日)まで継続して
勤務していること。

対象勤務期間
自 平成15年４月30日
至 平成17年４月30日

自 平成17年２月28日
至 平成19年２月28日

自 平成17年11月４日
至 平成19年９月30日

権利行使期間
自 平成17年５月１日
至 平成24年４月30日

自 平成19年３月１日
至 平成26年２月28日

自 平成19年10月１日
至 平成26年９月30日

平成18年12月期
ストック・オプション

平成19年12月期 
ストック・オプション

平成20年12月期 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社役員   12名 
当社従業員  52名  
子会社役員  ３名  
子会社従業員 44名

当社役員   11名 
当社従業員  37名  
子会社役員  ２名  
子会社従業員 １名

当社役員   10名 
当社従業員  49名  
子会社役員  １名  
子会社従業員 ３名

ストック・オプション数 普通株式   600株 普通株式   300株 普通株式   650株

付与日 平成18年８月30日 平成19年６月20日 平成20年４月１日

権利確定条件

付与日(平成18年８月30日)
以降、権利確定日(平成20
年８月31日)まで継続して
勤務していること。

付与日(平成19年６月20日)
以降、権利確定日(平成21
年６月30日)まで継続して
勤務していること。

付与日(平成20年４月１日)
以降、権利確定日(平成22
年４月１日)まで継続して
勤務していること。

対象勤務期間
自 平成18年８月30日
至 平成20年８月31日

自 平成19年６月20日 
至 平成21年６月30日

自 平成20年４月１日 
至 平成22年４月１日

権利行使期間
自 平成20年９月１日
至 平成22年８月31日

自 平成21年７月１日 
至 平成23年６月30日

自 平成22年４月２日 
至 平成24年４月１日
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当連結会計年度(平成21年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・

オプションの数については、株式数に換算して記載しております。 

  

 
  

 
  

平成20年12月期 
ストック・オプション

平成21年12月期 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社役員   10名 
当社従業員  47名  
子会社役員  １名  
子会社従業員 ３名

当社役員   10名 
当社従業員  58名  
子会社役員  １名  
子会社従業員 ６名

ストック・オプション数 普通株式   350株 普通株式   300株

付与日 平成20年４月１日 平成21年４月１日

権利確定条件

付与日(平成20年４月１
日)以降、権利確定日(平
成23年４月１日)まで継
続して勤務しているこ
と。

付与日(平成21年４月１日)
以降、権利確定日(平成23
年４月１日)まで継続して
勤務していること。

対象勤務期間
自 平成20年４月１日 
至 平成23年４月１日

自 平成21年４月１日 
至 平成23年４月１日

権利行使期間
自 平成23年４月２日 
至 平成25年４月１日

自 平成23年４月２日 
至 平成25年４月１日

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

① ストック・オプションの数

平成13年５月期 平成15年５月期 平成15年５月期

付与日 平成12年12月５日 平成14年９月30日 平成15年４月30日

権利確定前 (株)

 前連結会計年度末 ─ ─ ─

 付与 ─ ─ ─

 失効 ─ ─ ─

 権利確定 ─ ─ ─

 当連結会計年度末残 ─ ─ ─

権利確定後 (株)

 前連結会計年度末 70 32 13

 権利確定 ─ ─ ─

 権利行使 ─ ─ ─

 失効 70 ─ ─

 未行使残 ─ 32 13

平成17年５月期 平成18年５月期 平成18年12月期

付与日 平成17年２月28日 平成17年11月４日 平成18年８月30日

権利確定前 (株)

 前連結会計年度末 ─ ─ ─

 付与 ─ ─ ─

 失効 ─ ─ ─

 権利確定 ─ ─ ─

 当連結会計年度末残 ─ ─ ─

権利確定後 (株)

 前連結会計年度末 102 54 94

 権利確定 ─ ─ ─

 権利行使 ─ ─ ─

 失効 ─ ─ ３

 未行使残 102 54 91
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(注)  上記の株式数については、平成21年７月１日付で１株を1.3株に株式分割を行っているため、株式分割後の株

式数に換算しております。 

  

 
  

 
  

 
  

平成19年12月期 平成20年12月期 平成20年12月期

付与日 平成19年６月20日 平成20年４月１日 平成20年４月１日

権利確定前 (株)

 前連結会計年度末 14 817 438

 付与 ─ ─ ─

 失効 ─ ８ ６

 権利確定 14 ─ ─

 当連結会計年度末残 ─ 809 432

権利確定後 (株)

 前連結会計年度末 ─ ─ ─

 権利確定 14 ─ ─

 権利行使 ─ ─ ─

 失効 ─ ─ ─

 未行使残 14 ─ ─

平成21年12月期

付与日 平成21年４月１日

権利確定前 (株)

 前連結会計年度末 ─

 付与 390

 失効 ９

 権利確定 ─

 当連結会計年度末残 381

権利確定後 (株)

 前連結会計年度末 ─

 権利確定 ─

 権利行使 ─

 失効 ─

 未行使残 ─

 ②単価情報

平成13年５月期 平成15年５月期 平成15年５月期

付与日 平成12年12月５日 平成14年９月30日 平成15年４月30日

権利行使価格 (円) 200,000 100,000 100,000

行使時平均株価 (円) ─ ─ ─

公正な評価単価(付与日) (円) ─ ─ ─

平成17年５月期 平成18年５月期 平成18年12月期

付与日 平成17年２月28日 平成17年11月４日 平成18年８月30日

権利行使価格 (円) 150,000 436,170 300,000

行使時平均株価 (円) ─ ─ ─

公正な評価単価(付与日) (円) ─ ─ 21,189

平成19年12月期 平成20年12月 平成20年12月

付与日 平成19年６月20日 平成20年４月１日 平成20年４月１日

権利行使価格 (円) 300,000 57,352      57,352

行使時平均株価 (円) ─ ―        ─

公正な評価単価(付与日) (円) 9,180 27,182       30,778

平成21年12月期

付与日 平成21年４月１日

権利行使価格 (円) 54,758

行使時平均株価 (円) ―

公正な評価単価(付与日) (円) 24,899
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 (1)使用した算定技法  

    ブラック・ショールズ式  

  (2)使用した主な基礎数値及びその見積方法   

    ①株価変動性     78.7％  

     平成18年４月１日から平成21年３月31日の株価実績に基づき算定  

    ②予想残存期間    ３年間 

     権利行使ができない期間と権利行使可能期間の中間値を見積もり算定  

    ③予想配当    当分の間、配当は実施しない  

    ④無リスク利子率    0.78％   

     権利行使期間に も近い５年国債の利回り           

  

４ ストックオプションの権利確定数の見積方法 

将来の失効数の合理的な見積が困難であるため実績の失効数のみ反映させる方法を採用しておりま

す。 

  

 ３ 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
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   株式報酬費用              11,504千円 

  

  ２ 権利不行使による失効により利益として計上した金額 

   新株予約権戻入益             1,546千円   

  

 
  

 
  

当連結会計年度(自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日)

 １ 当連結会計年度における費用計上額及び科目名

３ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

平成15年５月期
 ストック・オプション

平成15年５月期 
ストック・オプション

平成17年５月期
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 ４名 
当社従業員 31名

子会社役員  １名 
子会社従業員 ４名

当社役員   ６名
当社従業員  28名 
子会社役員  １名 
子会社従業員 ４名

ストック・オプション数 普通株式  461株 普通株式   26株 普通株式   400株

付与日 平成14年９月30日 平成15年４月30日 平成17年２月28日

権利確定条件

付与日(平成14年９月30日)
以降、権利確定日(平成16
年９月30日)まで継続して
勤務していること。

付与日(平成15年４月30日)
以降、権利確定日(平成17
年４月30日)まで継続して
勤務していること。

付与日(平成17年２月28日)
以降、権利確定日(平成19
年２月28日)まで継続して
勤務していること。

対象勤務期間
自 平成14年９月30日
至 平成16年９月30日

自 平成15年４月30日 
至 平成17年４月30日

自 平成17年２月28日
至 平成19年２月28日

権利行使期間
自 平成16年10月１日 
至 平成23年９月30日

自 平成17年５月１日 
至 平成24年４月30日

自 平成19年３月１日
至 平成26年２月28日

平成18年５月期
 ストック・オプション

平成18年12月期
 ストック・オプション

平成19年12月期 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社役員  ８名 
当社従業員 31名

当社役員   12名
当社従業員  52名 
子会社役員  ３名 
子会社従業員 44名

当社役員   11名 
当社従業員  37名  
子会社役員  ２名  
子会社従業員 １名

ストック・オプション数 普通株式   401株 普通株式 401株 普通株式   300株

付与日 平成17年11月４日 平成18年８月30日 平成19年６月20日

権利確定条件

付与日(平成17年11月４日)
以降、権利確定日(平成19
年９月30日)まで継続して
勤務していること。

付与日(平成18年８月30日)
以降、権利確定日(平成20
年８月31日)まで継続して
勤務していること。

付与日(平成19年６月20日)
以降、権利確定日(平成21
年６月30日)まで継続して
勤務していること。

対象勤務期間
自 平成17年11月４日
至 平成19年９月30日

自 平成18年８月30日
至 平成20年８月31日

自 平成19年６月20日 
至 平成21年６月30日

権利行使期間
自 平成19年10月１日
至 平成26年９月30日

自 平成20年９月１日
至 平成22年８月31日

自 平成21年７月１日 
至 平成23年６月30日

平成20年12月期 
ストック・オプション

平成20年12月期 
ストック・オプション

平成21年12月期 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社役員   10名 
当社従業員  49名  
子会社役員  １名  
子会社従業員 ３名

当社役員   10名 
当社従業員  47名  
子会社役員  １名  
子会社従業員 ３名

当社役員   10名 
当社従業員  58名  
子会社役員  １名  
子会社従業員 ６名

ストック・オプション数 普通株式   650株 普通株式   350株 普通株式   300株

付与日 平成20年４月１日 平成20年４月１日 平成21年４月１日

権利確定条件

付与日(平成20年４月１日)
以降、権利確定日(平成22
年４月１日)まで継続して
勤務していること。

付与日(平成20年４月１日)
以降、権利確定日(平成23
年４月１日)まで継続して
勤務していること。

付与日(平成21年４月１日)
以降、権利確定日(平成23
年４月１日)まで継続して
勤務していること。

対象勤務期間
自 平成20年４月１日
至 平成22年４月１日

自 平成20年４月１日 
至 平成23年４月１日

自 平成21年４月１日
至 平成23年４月１日

権利行使期間
自 平成22年４月２日
至 平成24年４月１日

自 平成23年４月２日 
至 平成25年４月１日

自 平成23年４月２日 
至 平成25年４月１日
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当連結会計年度(平成22年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・

オプションの数については、株式数に換算して記載しております。 

  

 
  

 
  

平成22年12月期 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社役員   ９名 
当社従業員  62名  
子会社役員  ２名  
子会社従業員 ２名

ストック・オプション数 普通株式   300株

付与日 平成22年３月30日

権利確定条件

付与日(平成22年３月30日)
以降、権利確定日(平成24
年３月30日)まで継続して
勤務していること。

対象勤務期間
自 平成22年３月30日
至 平成24年３月30日

権利行使期間
自 平成24年３月31日
至 平成26年３月30日

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

① ストック・オプションの数

平成15年５月期 平成15年５月期 平成17年５月期

付与日 平成14年９月30日 平成15年４月30日 平成17年２月28日

権利確定前 (株)

 前連結会計年度末 ― ― ―

 付与 ― ― ―

 失効 ― ― ―

 権利確定 ― ― ―

 当連結会計年度末残 ― ― ―

権利確定後 (株)

 前連結会計年度末 32 13 102

 権利確定 ― ― ―

 権利行使 ― ― ―

 失効 ― ― ―

 未行使残 32 13 102

平成18年５月期 平成18年12月期 平成19年12月期

付与日 平成17年11月４日 平成18年８月30日 平成19年６月20日

権利確定前 (株)

 前連結会計年度末 ― ― ―

 付与 ― ― ―

 失効 ― ― ―

 権利確定 ― ― ―

 当連結会計年度末残 ― ― ―

権利確定後 (株)

 前連結会計年度末 54 91 14

 権利確定 ― ― ―

 権利行使 ― ― ―

 失効 ― 91 ―

 未行使残 54 ― 14
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(注)  上記の株式数については、平成21年７月１日付で１株を1.3株に株式分割を行っているため、株式分割後の株

式数に換算しております。 

  

 
  

 
  

 
  

平成20年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期

付与日 平成20年４月１日 平成20年４月１日 平成21年４月１日

権利確定前 (株)

 前連結会計年度末 809 432 381

 付与 ― ― ―

 失効 ― ６ ８

 権利確定 809 ― ―

 当連結会計年度末残 ― 426 373

権利確定後 (株)

 前連結会計年度末 ― ― ―

 権利確定 809 ― ―

 権利行使 46 ― ―

 失効 ５ ― ―

 未行使残 758 ― ―

平成22年12月期

付与日 平成22年３月30日

権利確定前 (株)

 前連結会計年度末 300

 付与 ―

 失効 ４

 権利確定 ―

 当連結会計年度末残 296

権利確定後 (株)

 前連結会計年度末 ―

 権利確定 ―

 権利行使 ―

 失効 ―

 未行使残 ―

 ②単価情報

平成15年５月期 平成15年５月期 平成17年５月期

付与日 平成14年９月30日 平成15年４月30日 平成17年２月28日

権利行使価格 (円) 100,000 100,000 150,000

行使時平均株価 (円)

公正な評価単価(付与日) (円) ─ ─ ─

平成18年５月期 平成18年12月期 平成19年12月期

付与日 平成17年11月４日 平成18年８月30日 平成19年６月20日

権利行使価格 (円) 436,170 300,000 300,000

行使時平均株価 (円)

公正な評価単価(付与日) (円) ─ 21,189 9,180

平成20年12月 平成20年12月 平成21年12月期

付与日 平成20年４月１日 平成20年４月１日 平成21年４月１日

権利行使価格 (円) 57,352 57,352 54,758

行使時平均株価 (円)    

公正な評価単価(付与日) (円)  27,182 30,778 24,899

平成22年12月

付与日 平成22年３月30日

権利行使価格 (円) 53,000

行使時平均株価 (円)

公正な評価単価(付与日) (円) 28,897
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  (1)使用した算定技法  

    ブラック・ショールズ式  

  (2)使用した主な基礎数値及びその見積方法   

    ①株価変動性     77.6％  

     平成19年４月１日から平成22年３月31日の株価実績に基づき算定  

    ②予想残存期間    ３年間 

     権利行使ができない期間と権利行使可能期間の中間値を見積もり算定  

    ③予想配当    当分の間、配当は実施しない  

    ④無リスク利子率    0.50％   

     権利行使期間に も近い５年国債の利回り           

  

５ ストックオプションの権利確定数の見積方法 

過年度における退職率に基づき、権利不確定による失効数を見積もる方法を採用しております。 

  

 （開示の省略） 

  関連当事者、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、企業結合等、賃 

   貸等不動産に関する注記については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられる 

   ため、開示を省略しております。 

 ４ 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
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 (注)算定上の基礎 

  １．１株当たり純資産額 

 
  

２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

 
１株当たり純資産額 31,834.06円 １株当たり純資産額 25,910.31円

 
１株当たり当期純利益 6,992.96円 １株当たり当期純利益 3,997.36円

 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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため、記載しておりません。
 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

3,849.72円

 当社は、平成21年７月１日付で普通株式１株に対し普

通株式1.3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

ける前連結会計年度の(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 27,752.57円

１株当たり当期純利益 127.45円

項目
前連結会計年度末
(平成21年12月31日)

当連結会計年度末
(平成22年12月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額
(千円)

495,719 418,182

普通株式に係る純資産額(千円) 471,335 384,819

差額の主な内訳(千円)
 新株予約権

24,384 33,362

普通株式の発行済株式数(株) 18,041 18,041

普通株式の自己株式数(株) 3,235 3,189

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た普通株式の数(株)
14,806 14,852

項目
前連結会計年度

(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 110,453 59,204

普通株式に係る当期純利益（千円） 110,453 59,204

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 15,795 14,811

当期純利益調整額（千円） ― ―

普通株式増加数（株） ― 568

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要

新株予約権９種類(新株予約権

の数1,486個)。

新株予約権５種類(新株予約権

の数167個)。
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   該当事項はありません。 

(重要な後発事象)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年12月31日)

当事業年度
(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 836,827 729,053

売掛金 ※1 145,904 ※1 132,991

有価証券 － 10,004

仕掛品 1,833 12,849

前払費用 17,561 9,136

関係会社短期貸付金 8,842 16,569

未収入金 3,659 4,983

繰延税金資産 15,323 7,781

前渡金 19,950 3,643

その他 1,992 963

貸倒引当金 △75 △216

流動資産合計 1,051,820 927,760

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 15,657 15,925

減価償却累計額 △2,331 △4,869

建物及び構築物（純額） 13,325 11,055

工具、器具及び備品 69,658 46,205

減価償却累計額 △49,801 △34,819

工具、器具及び備品（純額） 19,857 11,386

有形固定資産合計 33,183 22,441

無形固定資産

ソフトウエア 2,269 2,561

のれん － 13,694

無形固定資産合計 2,269 16,255

投資その他の資産

長期預金 － 100,000

関係会社株式 134,390 105,687

投資有価証券 5,861 6,549

長期貸付金 7,766 8,316

関係会社長期貸付金 － 18,710

破産更生債権等 324 844

長期前払費用 74 1,857

敷金及び保証金 28,593 28,593

その他 10 10

貸倒引当金 △328 △624

投資その他の資産合計 176,692 269,944

固定資産合計 212,145 308,642

資産合計 1,263,966 1,236,402

㈱ガイアックス（3775）平成22年12月期決算短信

－　40　－



(単位：千円)

前事業年度
(平成21年12月31日)

当事業年度
(平成22年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 22,503 27,306

短期借入金 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 107,800 141,400

1年内償還予定の社債 114,300 100,800

未払金 25,725 44,979

未払費用 61,539 71,528

未払法人税等 1,102 1,146

未払消費税等 17,843 10,981

前受金 61,739 70,270

預り金 20,698 5,562

その他 469 462

流動負債合計 633,723 674,438

固定負債

社債 99,800 189,000

長期借入金 145,000 86,900

固定負債合計 244,800 275,900

負債合計 878,523 950,338

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金

資本準備金 － 14,806

その他資本剰余金 338,171 176,323

資本剰余金合計 338,171 191,129

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 63,552 100,915

利益剰余金合計 63,552 100,915

自己株式 △139,936 △137,946

株主資本合計 361,787 254,098

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △729 △1,397

評価・換算差額等合計 △729 △1,397

新株予約権 24,384 33,362

純資産合計 385,442 286,064

負債純資産合計 1,263,966 1,236,402
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(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 1,317,377 1,394,842

売上原価 515,490 592,863

売上総利益 801,886 801,979

販売費及び一般管理費 ※2 693,065 ※2 768,264

営業利益 108,820 33,715

営業外収益

受取利息 ※1 2,041 ※1 2,350

経営管理料 ※1 33,220 ※1 52,680

助成金収入 － 3,315

雑収入 2,744 －

その他 － 784

営業外収益合計 38,005 59,129

営業外費用

支払利息 4,977 3,875

社債利息 2,150 1,939

社債発行費 4,817 3,669

支払手数料 13,134 －

支払保証料 804 742

その他 578 698

営業外費用合計 26,462 10,925

経常利益 120,363 81,919

特別利益

新株予約権戻入益 － 1,546

償却債権取立益 2,400 2,400

特別利益合計 2,400 3,946

特別損失

固定資産除却損 ※3 1,166 ※3 2,842

投資有価証券評価損 － 8,858

関係会社株式評価損 34,650 28,702

移転費用 ※4 5,952 －

特別損失合計 41,769 40,403

税引前当期純利益 80,994 45,462

法人税、住民税及び事業税 1,155 1,086

法人税等調整額 2,671 7,013

法人税等合計 3,827 8,099

当期純利益 77,167 37,362
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 438,171 100,000

当期変動額

減資 △338,171 －

当期変動額合計 △338,171 －

当期末残高 100,000 100,000

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 － －

当期変動額

資本準備金の積立 － 14,806

当期変動額合計 － 14,806

当期末残高 － 14,806

その他資本剰余金

前期末残高 － 338,171

当期変動額

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △148,060

資本準備金の積立 － △14,806

自己株式処分差益 － 1,018

減資 338,171 －

当期変動額合計 338,171 △161,847

当期末残高 338,171 176,323

資本剰余金合計

前期末残高 － 338,171

当期変動額

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △148,060

資本準備金の積立 － －

自己株式処分差益 － 1,018

減資 338,171 －

当期変動額合計 338,171 △147,041

当期末残高 338,171 191,129

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △13,614 63,552

当期変動額

当期純利益 77,167 37,362

当期変動額合計 77,167 37,362

当期末残高 63,552 100,915

自己株式

前期末残高 － △139,936

当期変動額

自己株式の取得 △139,936 －

自己株式の処分 － 1,989

当期変動額合計 △139,936 1,989

当期末残高 △139,936 △137,946
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

株主資本合計

前期末残高 424,556 361,787

当期変動額

当期純利益 77,167 37,362

自己株式の取得 △139,936 －

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △148,060

資本準備金の積立 － －

自己株式の処分 － 1,989

自己株式処分差益 － 1,018

減資 － －

当期変動額合計 △62,769 △107,689

当期末残高 361,787 254,098

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △863 △729

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

133 △668

当期変動額合計 133 △668

当期末残高 △729 △1,397

評価・換算差額等合計

前期末残高 △863 △729

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

133 △668

当期変動額合計 133 △668

当期末残高 △729 △1,397

新株予約権

前期末残高 12,568 24,384

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,815 8,978

当期変動額合計 11,815 8,978

当期末残高 24,384 33,362

純資産合計

前期末残高 436,262 385,442

当期変動額

自己株式の取得 △139,936 －

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △148,060

資本準備金の積立 － －

当期純利益 77,167 37,362

自己株式の処分 － 1,989

自己株式処分差益 － 1,018

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,949 8,310

当期変動額合計 △50,820 △99,378

当期末残高 385,442 286,064
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   該当事項はありません。 
  

  

(4)【継続企業の前提に関する注記】

(5)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式

 移動平均法に基づく原価法

子会社株式

同左

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

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 

       同左

２ 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 

 (収益性の低下による簿価切り下げ 

 の方法)

仕掛品 

       同左

(会計方針の変更） 

 当事業年度より、「棚卸資産の評価
に関する会計基準」（企業会計基準第
９号 平成18年７月５日公表分）を適
用し、評価基準については、原価法か
ら原価法（収益性の低下による簿価切
り下げの方法）に変更しております。
これによる損益に与える影響はありま
せん。 

３ 固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産(リース資産を除く)

定率法 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物及び構築物   ８～15年 

工具器具および備品 ４～15年

有形固定資産(リース資産を除く)

               同左

無形固定資産(リース資産を除く)

(1)ソフトウェア(自社利用分)

社内における利用可能期間( 長５年)

に基づく定額法によっております。

無形固定資産(リース資産を除く)

(1)ソフトウェア(自社利用分)

同左

 ソフトウェア(市場販売目的） 

残存有効期間（ 長３年）に基づく

定額法によっております。

 ソフトウェア(市場販売目的）

同左

(2)のれん

 ５年間の定額法

(2)のれん

 のれんの償却については、投資効果

の発現する期間を見積り、５年以内の

当該期間において均等償却を行ってお

ります。       

(3)リース資産

 リース期間を耐用年数とし、残存価
額をゼロとする定額法によっておりま
す。  
 なお、所有権移転外ファイナンス・
リース取引のうち、リース取引開始日
が平成20年12月31日以前のものについ
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。

(3)リース資産

       同左

４ 繰延資産の処理方法  社債発行費

 支払時に全額費用処理しておりま
す。

 社債発行費

       同左
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項目
前事業年度

(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

５ 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

６ 外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。

              同左 

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理  

 税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

(6）【会計方針の変更】

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

(リース取引に関する会計基準等)  

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当事業年度より「リース取引に関

する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日

(企業会計審議会第一部会)、平成19年３月30日改正)）

及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業

会計基準適用指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会

計士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))

を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。これによる損益の影響はありませ

ん。  

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年12月31日以前のものに

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。  

       ───────────

 【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

(損益計算書)

 前事業年度において独立掲記しておりました「公開

関連費」(当事業年度402千円)は金額が僅少となったた

め、当事業年度より営業外費用の「その他」に含めて

表示しております。

（損益計算書）

 「助成金収入」は前事業年度において、営業外収益の

「その他」に含めて表示しておりましたが、重要性が増

したため区分掲記しております。  

 なお、前事業年度末の「助成金収入」は1,459千円で

あります。
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成21年12月31日)

当事業年度 
(平成22年12月31日)

※１ 関係会社に対する資産及び負債

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

のは次の通りであります。

売掛金 18,697千円

※１ 関係会社に対する資産及び負債

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

のは次の通りであります。

売掛金 19,410千円

２ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。  

 当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行

残高等は次のとおりであります。  

  

 当座貸越限度額総額             200,000千円   

 借入実行残高            200,000千円 

 差引額                  ０円

２ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。  

 当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行

残高等は次のとおりであります。  

  

 当座貸越限度額総額             200,000千円   

 借入実行残高               200,000千円 

 差引額                  ０円

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

受取利息 644千円

関係会社からの経営管理料 33,220千円

 
 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

受取利息 1,290千円

関係会社からの経営管理料 52,680千円

 

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次の通りであります。

役員報酬 73,464千円

給与及び手当 310,223千円

法定福利費 39,940千円

減価償却費 10,681千円

代理店手数料 46,202千円

貸倒引当金繰入 195千円

   なお、販売費に属する費用の割合は３％、一般管

理費に属する費用の割合は97％であります。

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次の通りであります。

役員報酬 72,670千円

給与及び手当 351,331千円

法定福利費 48,962千円

減価償却費 8,523千円

代理店手数料 49,037千円

貸倒引当金繰入 141千円

   なお、販売費に属する費用の割合は10％、一般管

理費に属する費用の割合は90％であります。

 

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 1,166千円
 

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 2,842千円

※４ 移転費用は、本社移転に伴う原状回復費でありま

す。

※４     ──────────
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   前事業年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

       自己株式に関する事項 

 
 （変動事由の概要）  
  公開買い付けによる自己株式の取得による増加  2,037株  
  単元未満株式の買い取りによる増加        587株  
  株式分割による増加               611株 

  

   当事業年度(自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日） 

       自己株式に関する事項 

 
 （変動事由の概要）  
  ストックオプション行使による処分        46株 

  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) ― 3,235 ― 3,235

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 3,235 46 3,189
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

ファイナンス・リース取引(借主側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1)リース資産の内容

 ① 有形固定資産 

  該当事項はありません。

 ② 無形固定資産 

  該当事項はありません。

ファイナンス・リース取引(借主側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1)リース資産の内容

 ① 有形固定資産 

  該当事項はありません。

 ② 無形固定資産 

  該当事項はありません。

(2)リース資産の減価償却の方法

 重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」

に記載のとおりであります。

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ

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、その内容は次のとおり

であります。

(2)リース資産の減価償却の方法

 重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」に

記載のとおりであります。

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリー

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、その内容は次のとおりであり

ます。

 

 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

工具器具及
び備品

(千円)

取得価額 
相当額

12,604

減価償却 
累計額相当額

7,867

期末残高 
相当額

4,736

 

 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

工具器具及
び備品

(千円)

取得価額
相当額

12,604

減価償却
累計額相当額

10,388

期末残高
相当額

2,215

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,594千円

１年超 2,334千円

合計 4,929千円
 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,334千円

１年超 ―千円

合計 2,334千円

 

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 2,691千円

減価償却費相当額 2,520千円

支払利息相当額 163千円
 

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 2,691千円

減価償却費相当額 2,520千円

支払利息相当額 96千円

 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

  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。

  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の

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。

 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

  減価償却費相当額の算定方法

   同左 

 

 利息相当額の算定方法

   同左
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(注)算定上の基礎 

  １．１株当たり純資産額 

 
  

２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

 
１株当たり純資産額 24,385.94円 １株当たり純資産額 17,014.62円

 
１株当たり当期純利益金額 4,885.56円 １株当たり当期純利益金額 2,522.65円

 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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため、記載しておりません。
 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

2,429.48円

当社は、平成21年７月１日付で普通株式１株に対し普通

株式1.3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 23,485.03円

１株当たり当期純損失金額 △754.66円

項目
前事業年度末

（平成21年12月31日）
当事業年度末

（平成22年12月31日）

貸借対照表の純資産の部の合計額 
(千円)

385,442 286,064

普通株式に係る純資産額(千円) 361,058 252,701

差額の主な内訳(千円)
 新株予約権

24,384 33,362

普通株式の発行済株式数(株) 18,041 18,041

普通株式の自己株式数(株) 3,235 3,189

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た普通株式の数(株)
14,806 14,852

項目
前事業年度

(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当期純利益(千円) 77,167 37,362

普通株式に係る当期純利益(千円) 77,167 37,362

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 15,795 14,811

当期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) ― 568

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要

新株予約権９種類(新株予約権

の数1,486個)。

新株予約権５種類(新株予約権

の数167個)。
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   該当事項はありません。 

  

  

①代表者の異動 

  該当事項はありません。 

 ②その他の役員の異動(平成23年２月10日付予定) 

   

該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象)

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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