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1.  平成23年4月期の業績（平成22年5月1日～平成23年4月30日） 

（注）平成22年７月１日付及び平成23年１月１日付でそれぞれ普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。詳細につきましては、３枚目「株式分割
に伴う１株当たり数値の遡及修正」をご覧ください。 

(2) 財政状態 

（注）平成22年７月１日付及び平成23年１月１日付でそれぞれ普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。詳細につきましては、３枚目「株式分割
に伴う１株当たり数値の遡及修正」をご覧ください。 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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 ％

23年4月期 3,263 47.8 1,626 52.8 1,594 51.5 847 49.4
22年4月期 2,207 103.7 1,064 158.7 1,052 155.2 567 136.9

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 ％ ％ ％

23年4月期 52.60 51.30 27.8 40.8 49.8
22年4月期 147.13 141.10 35.2 50.8 48.2

（参考） 持分法投資損益 23年4月期  ―百万円 22年4月期  ―百万円

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

23年4月期 4,508 3,479 77.2 215.44
22年4月期 3,313 2,627 79.3 653.32

（参考） 自己資本   23年4月期  3,479百万円 22年4月期  2,627百万円

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

23年4月期 988 △56 2 3,439
22年4月期 788 △118 1,454 2,526

2.  配当の状況 

（注）平成24年４月期の期末配当金は未定であります。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向 純資産配当
率第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 ％ ％

22年4月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 20 3.4 0.9
23年4月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 32 3.8 1.1
24年4月期(予想) ― 0.00 ― ― ― ―

3.  平成24年4月期の業績予想（平成23年5月1日～平成24年4月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)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(累計) 1,730 11.9 761 △12.0 736 △14.1 405 △11.9 25.07
通期 4,000 22.6 1,872 15.1 1,822 14.3 1,002 18.2 62.04



4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更  ： 有
② ①以外の変更  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年4月期 16,150,800 株 22年4月期 4,022,400 株
② 期末自己株式数 23年4月期 604 株 22年4月期 100 株
③ 期中平均株式数 23年4月期 16,112,442 株 22年4月期 3,855,718 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続が実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、決算短
信（添付資料）3ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析 （次期の見通し）」をご覧ください。 
 
（株式分割についてのご注意） 
当社は、以下の通り株式分割を行っております。詳細につきましては、３枚目「株式分割に伴う１株当たり数値の遡及修正」をご覧ください。 
 平成21年12月１日付 株式１株につき３株 
 平成22年７月１日付  株式１株につき２株 
 平成23年１月１日付  株式１株につき２株 



 当社は、平成22年７月１日付及び平成23年１月１日付でそれぞれ普通株式１株につき２株の割合で株式分割

しております。当該株式分割が前事業年度の開始日に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は以下の通り

であります。 

  

  

（参考）株式分割に伴う1株当たり数値の遡及修正

  22年４月期  

  

 １株当たり当期純利益  

円 銭

36.78

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益  35.27

 １株当たり純資産  163.33
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当事業年度におけるわが国経済は、緊急経済政策の継続や外需の改善などにより、過年度から続く景気後退局面か

らは徐々に回復していく傾向が見られたものの、デフレ状況の継続や急速な為替変動等による先行きの不透明感が払

拭されない状況となっております。加えて、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響により、日本経済並び

に生活者を取り巻く環境が一変し、企業活動や個人消費が低調となる懸念が強まっています。 

一方で、わが国のインターネット利用状況は、利用者数、人口普及率ともに年々増加しております。平成22年に

は、スマートフォンや多機能端末等デバイスの普及が始まったことで、インターネットを活用する機会がますます増

加し、日常生活への影響力がより一層高まっております。今後もインターネットにおける技術革新はますます進み、

様々なサービスが展開されていくものと予想しております。 

  

このような経営環境の下、当社では「毎日の料理を楽しみにする」事業の基盤である「クックパッド」等のサービ

スを生活の中で道具のように使えるよう、利用者の利便性及び満足度の向上を追求してまいりました。平成23年４月

における「クックパッド」の月間利用者数は1,026万人（前年同月比14.6％増）と堅調に推移しており、毎日の献立

を決定するプラットフォームとしての位置づけを確立しつつあります。また、累積投稿レシピ数は約97万品を超えて

おり、より一層多様化するレシピの中から、利用者のニーズに対してより精度の高い検索結果を返すことができるよ

う改善に注力してまいりました。テスト駆動開発体制によるサービスの迅速かつ柔軟な改善を継続的に実施してお

り、利用動向の解析にもとづく検索機能の改良に引き続き取り組んでまいりました。 

また、多様化するデバイスやインターネットが生活に浸透するといった環境の変化を捉え、新デバイスを含めたモ

バイルサービスの強化に努めてまいりました。 

なお、当社におきましては、東日本大震災の被災地の皆様にも役立つよう、限られた食材や調理器具でも料理が楽

しめるレシピカテゴリを開設するとともに、協賛企業から仕入れた物資やレシピ冊子を被災地に送付するなど、食の

インフラを担う企業として生活再建に向けた取り組みを行っております。 

  

以上の結果、当事業年度の売上高は3,263百万円（前年同期比47.8％増）、営業利益は1,626百万円（前年同期比

52.8％増）、経常利益は1,594百万円（前年同期比51.5％増）、当期純利益は847百万円（前年同期比49.4％増）とな

りました。 

当社は単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。事業部門ごとの取組み及び関連市場

の動向は以下の通りであります。 

  

① 会員事業部門 

当事業部門に関連する事業環境としましては、平成22年４月から平成23年３月までの国内スマートフォン出荷台

数が855万台と前年同期比で約3.7倍に急拡大しており、携帯電話端末の総出荷台数に占める割合が22.7％となる

（（株）MM総研「2010年度通期国内携帯電話端末出荷概況」調べ）など、スマートフォンの本格的な普及が始ま

り、日常の生活動線上でインターネットを活用する機会が増えております。また、20代から30代の世代を中心に、

料理をする際にインターネットを参考にする比率が高まっており、今後はますますその重要性が増していくものと

思われます。 

このような環境の下、当社は引き続きモバイルサービス強化に注力しており、既存利用者の満足度向上のため、

利用者がより短い時間で、求めているレシピを決めることができるよう改善を実施してまいりました。新デバイス

対応につきましても、iPhoneアプリの累積ダウンロード数が200万件を超え、その後もダウンロード数が増加して

おります。またApple社から発表された「iTunes Rewind 2010」の無料アプリ部門において日本国内総合ランキン

グ３位、ライフスタイルカテゴリ１位に選ばれるなど、多くの利用者から評価を受けております。さらに、

Android端末向けアプリをリリースするとともに、スマートフォン向けの「クックパッド」ブラウザ版のサービス

を開始し、端末特性を考慮したサービス改善による利便性の追求を行ってまいりました。 

以上の結果、有料会員数は引き続き安定的に増加し、当事業年度の売上高は1,710百万円（前年同期比100.9％

増）となりました。 

  

１．経営成績

(1)経営成績に関する分析



② マーケティング支援事業部門  

食品・飲料業界におきましては、内食回帰の傾向が続いているものの、生活防衛意識や節約志向の高まりを背景

とした価格競争は依然として厳しい状況であり、従来の価格訴求やブランド訴求のみならず、生活者視点のメニュ

ー提案や使い方の提案など、価格よりも価値を訴求する需要拡大策に取り組む企業が増加しております。 

このような環境の下、当社では引き続き既存顧客を中心としてレシピマーケティングを提案してまいりました。

レシピという具体的な「食べ方」を通じた利用者と顧客とのコミュニケーションを実現するため、利用動向の解析

や施策における効果指標の整備に継続的に注力しております。具体的な食べ方と紐づいて商品の特徴が理解される

ことにより、商品の利用頻度が向上して店頭売上にも反映されつつあります。 

以上の結果、既存顧客の取扱商品ブランド数が増加し、受注額が増加したことにより、当事業年度の売上高は

1,108百万円（前年同期比14.5％増）となりました。 

  

③ 広告事業部門  

当事業部門におきましては、当社サービスが生活動線上のサービスであるという特性と「クックパッド」の月間

利用者数及び月間ページビュー数が前事業年度に比べ増加傾向であることを背景に、増収となりました。 

以上の結果、当事業年度の売上高は444百万円（前年同期比14.5％増）となりました。 

  

（次期の見通し） 

東日本大震災が日本経済に与える影響や電力不足への懸念により、今後の経済状況や個人消費動向については先行

き不透明であり、企業の広告出稿意欲の回復についても予測が困難な状況であります。 

このような状況の中、当社は引き続き、「毎日の料理を楽しみにすることで、心からの笑顔を増やす」ことを追求

し、既存サービスの更なる利便性向上や新たなサービスの開発等を通じて、日々の献立決定に不可欠なプラットフォ

ームとして利用者の満足度を高め、収益基盤の強化に積極的に取り組んでいく計画であります。 

会員事業部門につきましては、継続的な利便性の向上や機能強化に積極的に取り組むことで、既存利用者の満足度

を向上し、サービスの利用頻度を高めてまいります。急拡大しているスマートフォン市場を背景に、モバイルサービ

ス強化を加速することで、有料会員数の増加を図ってまいります。マーケティング支援事業部門につきましては、引

き続き、既存顧客に対するレシピを活用したマーケティング提案に注力していく方針でありますが、食品・飲料メー

カーの広告出稿意欲の回復時期や出稿金額の見込みが不透明であることを考慮した計画となっております。生活者の

献立決定データに基づいたマーケティング施策の提案を行い、既存顧客から継続的な受注を獲得することで、中長期

的な事業の拡大のために必要な顧客基盤の強化に取り組んでまいります。広告事業部門につきましては、生活動線上

のサービスであるという特性と媒体価値の向上による収益の増加を見込んでおります。 

販売費及び一般管理費に関しましては、中長期的な事業成長を果たすためのサービス開発・運営に関する技術者の

採用や技術基盤の強化に積極的に取り組む方針であり、人件費、採用費、賃借料及び会員事業部門の売上増加に伴う

売上手数料の増加等を見込んでおります。 

これらを踏まえ、平成24年４月期業績につきましては、以下の通りに見込んでおります。 

  

＊上記業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいて策定しております。今後の経済状況との変化

により、実際の業績は異なる結果となる可能性があります。 

  

  平成23年４月期（実績） 平成24年４月期（予想） 前年同期比増減率 

売上高 3,263 4,000 22.6％増

営業利益 1,626 1,872 15.1％増

経常利益 1,594 1,822 14.3％増

当期純利益 847 1,002 18.2％増



① 資産、負債及び純資産の状況 

前事業年度末から当事業年度末までの財政状態の主な変動としましては、資産については、流動資産が 百

万円から4,290百万円に増加した一方で固定資産が 百万円から218百万円に減少したことがあげられます。負債

及び純資産については、流動負債が 百万円から1,029百万円に増加したこと及び利益剰余金が 百万円から

1,864百万円に増加したことがあげられます。 

これらの増加の主な要因は、流動資産については、収益拡大による現金及び預金並びに売掛金の増加によるもの

であり、固定資産については、サーバ等及び本社設備の減価償却を実施したためであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は前事業年度末より913百万円増加

し、残高は3,439百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下の通りであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において営業活動により獲得した資金は、988百万円（前年同期比25.3％増）となりました。この主

な要因は、税引前当期純利益1,566百万円及び減価償却費55百万円を計上した一方で、法人税等の支払額680百万円

及び売上の増加により売上債権の増加254百万円が生じ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） 

投資活動により使用した資金は、56百万円（前年同期比52.6％減）となりました。この主な要因は、備品等の有

形固定資産の取得による支出40百万円が発生したこと、及びオフィス増床に伴う差入保証金の差入による支出13百

万円が生じたこと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） 

財務活動の結果得られた資金は2百万円（前年同期比99.8％減）となりました。この主な要因は、新株予約権の

行使に伴う株式発行による収入23百万円が発生した一方で、配当による支払い20百万円が生じたことによるもので

あります。 

  

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記の通りであります。 

（注）１．平成20年４月期から平成21年４月期の時価ベースの自己資本比率につきましては、非上場であったため、

記載しておりません。 

２．キャッシュ・フロー対有利子負債比率につきましては、当社は有利子負債が存在しないため、算定してお

りません。 

３．インタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、当社は支払利息が発生していないため、算定してお

りません。 

  

(2)財政状態に関する分析

3,093

220

685 1,036

  平成20年４月期 平成21年４月期 平成22年４月期 平成23年４月期 

自己資本比率（％） 64.8 72.0 79.3 77.2

時価ベースの自己資本比率

（％）（注１） 
－ － 1,019.6 606.8 

キャッシュ・フロー対有利子負

債比率（年）（注２） 
－ － － －

インタレスト・カバレッジ・レ

シオ（倍）（注３） 
－ － － －



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認識しております。長期的な事業拡大に必要な内部

留保の充実を勘案し、当社の経営成績及び財政状況並びにその見通しに応じた適切な利益還元策を柔軟に検討し、実

施することを基本方針としております。 

当期につきましては、更なる事業拡大等に向けた投資の柔軟性及び機動性を高めるべく、引き続き内部留保の拡充

を重視してまいりますが、同時に当社の長期的発展をご支援いただいております株主の皆様への利益還元として、配

当総額32百万円、１株あたり２円の期末配当を実施することを予定しております。 

なお、当社が属するインターネット業界は、事業環境の変化が激しく予測が困難であるため、来期以降の剰余金の

配当については現時点では未定でありますが、上記の基本方針に従い、株主に対する適切な利益還元策を適宜検討し

てまいります。 

  

① 資金使途計画 

新規上場時(平成21年７月16日払込期日)に実施した公募増資の手取調達資金1,368百万円については、サーバ等設

備投資に470百万円、データセンタ賃借料に435百万円、残額については優秀な人材の募集・採用及び教育体制の構築

と業容拡大に伴う本社増床費用等の運転資金に充当する計画でありました。 

  

② 資金充当実績と今後の方針 

手取調達資金1,368百万円のうちサーバ等設備投資及びデータセンタ賃借料については、平成23年４月期までで413

百万円を充当する計画でありましたが、既存サーバの効率化や分散技術の導入などの技術革新に取り組んだことによ

り、180百万円を充当する結果となりました。当社は今後もデバイスの多様化など、インターネットが日常生活に浸

透していく中、より生活に密着したサービスの展開を目指しております。これまでの自社サーバでのサービス運営で

は、アクセスピークをベースにインフラ環境を整備しなければなりませんでしたが、今後は利用者のアクセス動向に

応じて柔軟にサーバ増設が可能なクラウドコンピューティングへの移行が有益であると考え、積極的に進めていく方

針であります。そのため、当初サーバ等設備投資に充当する計画であった資金を今後は当該方針に沿った支出に充当

していく予定であります。  

(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4)新規上場時の公募増資等に係る資金使途計画及び今後の方針



当社は、「毎日の料理を楽しみにすることで、心からの笑顔を増やす」ことを企業理念として掲げ、インターネッ

ト上で料理レシピの投稿・検索等が可能な「クックパッド」及び「モバれぴ」を運営しております。 

「クックパッド」及び「モバれぴ」の利用者は、日々の献立を決定するにあたって当社サービスを利用しており、

利用者の大半は、日常的に料理を行っている20代から30代の女性であります。また、アクセスのピークは夕食時の買

い物前の時間と想定される夕方となっております。 

「クックパッド」の平成23年４月における月間利用者数は1,026万人（前年同月比14.6％増）となっており、サー

ビス開始以来、利用者によって投稿・蓄積されたレシピ数は、約97万品となっております。 

   

「クックパッド」及び「モバれぴ」において、すべての利用者は、メニュー名や特徴となるキーワード（「バレン

タイン」、「運動会」、「かんたん」、「さっぱり」等の検索キーワード）から該当するレシピを検索できるほか、

食材（複数の組み合わせを含む）から当該食材を使用したレシピを検索することができます。加えて、ＩＤ登録利用

者に対しては、自分が考案したレシピを写真付きで「クックパッド」内に開設した「ＭＹキッチン」に投稿すること

を可能としており、自分が投稿したレシピへのアクセス数を確認したり、他のＩＤ登録利用者から投稿された写真付

きのコメントを閲覧することができます。また、気に入ったレシピをお気に入りレシピとして「ＭＹフォルダ」に保

存することが可能となります。 

「クックパッド」はウェブ上での展開に加え、スマートフォンアプリとしてもサービスを提供しております。「モ

バれぴ」はモバイル上（フィーチャーフォン向け）で展開しております。なお、スマートフォンアプリや「モバれ

ぴ」等のモバイルサービスについては、移動時間や買い物時もしくは調理時等の利用シーンを想定して提供しており

ます。 

  

［「クックパッド」の主要機能一覧］ 

※１ 「クックパッド」の有料ＩＤ登録利用者に対しては、更に人気レシピ検索機能、レシピ保存容量の増加及び

投稿する写真を明るく加工する機能等を月額294円（税込）で提供しております。 

※２ 「モバれぴ」の有料ＩＤ登録利用者に対しては、人気レシピ検索、話題のレシピ検索、レシピ投稿、つくれ

ぽ及びＭＹフォルダ機能等を月額294円（税込）で提供しております。 

  

２．企業集団の状況

(1)事業系統図

対象者 機能 機能の概要 

すべての利用者 「レシピ検索」 メニュー名や特徴となるキーワード（「運動会」等）から該当するレシピを検索

できるほか、食材（複数の組み合わせを含む）から当該食材を使用したレシピを

検索することができます。 

ＩＤ登録利用者 「ＭＹキッチン」 「クックパッド」内に「ＭＹキッチン」を開設することにより、以下の機能等の

利用が可能となります。 

(1）「レシピ投稿」 

自分が作成したレシピを写真付きで投稿することができます。また、自分が

投稿したレシピへのアクセス数を確認したり、他のＩＤ登録利用者から投稿

された写真付きのコメントを閲覧することができます。 

(2）「つくれぽ」 

レシピ作者にレシピの感想を写真付きで投稿することができます。 

(3）「ごはん日記」 

日々の食事や料理の結果を日記として投稿することができます。 

「ＭＹフォルダ」 他の利用者が作成したお気に入りのレシピを登録して保存することができます。

「ＭＹニュース」 お気に入りのレシピ作者を登録することにより当該作者の新着情報等を閲覧する

ことができます。 



① 会員事業 

当社は、原則として「クックパッド」及び「モバれぴ」を利用者に無料サービスとして提供しておりますが、よ

り高い利便性を求める利用者に対しては、人気レシピ検索及びレシピ保存容量の増加のための機能等をプレミアム

サービス(有料サービス)として提供することで、月額294円（税込）の収入を得ております。 

  

② マーケティング支援事業 

当事業では、食品、飲料、家電・調理器具製造・販売事業者、流通事業者等を顧客としており、顧客の扱う商品

やサービスの認知度の向上や、利用方法の理解促進といったマーケティング支援を行う目的で、「クックパッド」

及び「モバれぴ」内に販促施策を展開することで顧客から収入を得ております。当社の販促施策においては、顧客

に対して、利用者のレシピ閲覧数やレシピ印刷数といった指標を提供することができるという特徴があります。展

開される販促施策として、主に「レシピコンテスト」、「スポンサードキッチン」といったものがあります。 

当事業は、顧客へ直接販売する場合と代理店、メディアレップを仲介して行う場合があります。なお、メディア

レップとは、インターネット広告枠を広告代理店に販売する一次代理店のことをいいます。 

レシピコンテストでは、当社サービス上で利用者に対し、顧客の扱う商品を使用した料理レシピを募集します。

顧客は、料理レシピの募集を通じ、利用者に実際に商品を使用してもらうことにより、認知度の向上に繋げると

ともに、投稿されたレシピから、新しい商品や既存商品の新しい利用方法を生み出し、商品の開発及び販売促進に

役立てます。また、投稿されたレシピは、当社サービス内に留まるため、レシピコンテスト後も利用者の検索対象

となり、顧客にとっては商品の需要底上げが期待できるといった特徴があります。 

スポンサードキッチンでは、当社サービス上で、顧客が自ら顧客の扱う商品を使用した料理レシピの掲載を行う

ことにより、利用者に対し、商品の認知拡大と需要喚起を実施しております。利用者は、スポンサードキッチンに

掲載されたレシピを実際に調理した結果（感想）をレポートする「つくれぽ」を投稿することができます。「つく

れぽ」はレシピに対する評価として、スポンサードキッチンに参加していない他の利用者にも閲覧されるため、顧

客にとっては商品を利用したレシピの波及効果を期待できるといった特徴があります。 

  

③ 広告事業 

「クックパッド」及び「モバれぴ」は、料理を日常的に行っている女性を中心に利用いただいております。この

ため、生活動線上で利用されるサービスとして自社製品の認知拡大や自社サイトへの誘導を行いたい広告主に対し

て、主に広告代理店及びメディアレップを仲介して当社サービスの広告枠を販売することで広告収入を得ておりま

す。 

具体的には、顧客の扱う商品の認知拡大や顧客サイトへの誘導を目的としてバナー広告の掲載やメールマガジン

の配信等を行っております。 

  



［事業系統図］ 

 
※１．「クックパッド」及び「モバれぴ」の一般利用者に対する無料サービスとして、「レシピ検索」機能等を提

供しております。利用にあたっては登録を必要としておりません。 

※２．「クックパッド」のＩＤ登録利用者に対する無料サービスとして、「ＭＹキッチン」及び「ＭＹフォル

ダ」、「ＭＹニュース」機能等を提供しております。ＩＤ登録にあたっては郵便番号、性別、生年月日、メ

ールアドレスが必要になっております。 

※３．「クックパッド」の有料ＩＤ登録利用者に対しては、更に人気レシピ検索機能、レシピ保存容量の増加及び

投稿する写真を明るく加工する機能等を月額294円（税込）で提供しております。有料サービスの利用にあた

っては、ＩＤ登録を前提とし、これ以外に支払情報の入力が必要となっております。 

※４．「モバれぴ」の有料ＩＤ登録利用者に対しては、人気レシピ検索、話題のレシピ検索、レシピ投稿、つくれ

ぽ及びＭＹフォルダ機能等を月額294円（税込）で提供しております。有料サービスの利用にあたっては、各

通信キャリアに定められた手続きが異なる場合があります。 

※５．マーケティング支援事業及び広告事業においては、主に顧客の広告予算を対象として販売活動を行っている

ことから、広告代理店、メディアレップを経由して取引を行う場合があります。 

  



該当事項はありません。 

(2)関係会社の状況



当社は「毎日の料理を楽しみにすることで、心からの笑顔を増やす」ことを企業理念として掲げ、インターネット

上で料理レシピの投稿・検索等が可能な「クックパッド」及び「モバれぴ」を運営しております。 

当社では「クックパッド」及び「モバれぴ」のインターネットサービスとしての特徴とそれを実現可能とする技術

基盤を背景に、「すべての家庭のあらゆるシーンに料理が楽しみになるきっかけを提供すること」を経営の行動指針

とし、サービス利用者及び顧客の満足度向上に努め、企業価値の向上を目指します。 

  

当社の事業は、「クックパッド」及び「モバれぴ」を基盤としたものとなっており、事業を継続し成長させていく

上でサービス利用者の満足度を高めていくことが企業価値向上につながると認識しております。このため、当社では

運営サービスの月間利用者数を重要な指標としております。 

  

当社の事業は、「クックパッド」及び「モバれぴ」を基盤としたものとなっており、今後もサービス開発及び運営

に資源を重点的に配分し、既存サービスの更なる利便性向上や新たなサービス開発等を通じて利用者の満足度を高め

ると共に収益基盤の強化にも積極的に取り組んでいく所存であります。常に利用者視点に立ったサービスの開発及び

改善を継続することで、既存利用者の満足度を高め、有料会員数の増加を図ってまいります。また、マーケティング

支援事業においては既存顧客の満足度を高めることでリピート受注の獲得に注力してまいります。 

  

当社が対処すべき課題は以下の通りであります。 

  

a．運営サービスの強化について 

当社の事業は、「クックパッド」及び「モバれぴ」の利用者によって支えられていると考えております。このた

め、利用者の満足度を維持するためにも、「クックパッド」及び「モバれぴ」の利用者に対し、日常の料理を行う

上で必要とされるサービスを提供し続けることが課題と認識しております。 

この課題に対処するため、トラフィック増加時の反応速度の向上や機能強化等を継続的に行ってまいりました

が、引き続き利用者の視点に立ったサービスの利便性向上や機能強化等を継続的に行うことにより、「クックパッ

ド」及び「モバれぴ」の利用者の満足度の向上に努めてまいります。 

  

b．収益基盤の強化について 

当社は、安定した成長を続けていくためには収益基盤を強化していくことが課題だと認識しております。当社で

は現在、「クックパッド」及び「モバれぴ」のプレミアムサービスを有料提供する会員事業及び食品、飲料、家

電・調理器具製造・販売事業者、流通事業者等を顧客とし、レシピマーケティングを展開するマーケティング支援

事業を主な収益源としております。 

この課題に対処するため、当社の事業基盤である「クックパッド」及び「モバれぴ」のサービス強化とそれを実

現する技術基盤の強化に注力してまいります。会員事業につきましては、デバイスの進化や多様化により、これま

で以上にインターネットが日常生活に浸透することを想定し、柔軟且つ迅速に対応できる開発体制の強化に取り組

んでまいります。また、マーケティング支援事業につきましては、メニュー提案型のレシピマーケティングが更に

浸透すると見込んでおり、利用者の利用動向分析を更に強化することで、既存顧客への提案力を強化してまいる方

針であります。引き続き、利用者視点に立った継続的なサービス改善と機能強化等により既存利用者の満足度向上

に努め、収益基盤の強化を進めてまいります。 

  

c．組織体制の整備について 

当社は少人数で効率的な組織運営を行ってまいりましたが、今後の更なる成長のためには人員拡充と組織体制の

整備が重要な課題と認識しております。 

当社の事業は「クックパッド」及び「モバれぴ」を基盤としており、その利便性及び機能の維持向上のためにも

サービス開発を担当する技術者の採用が当社の事業成長にとって課題と認識しておりますが、専門性が高い人材ほ

ど、適時に採用することは困難な場合があります。また、その他の人員についても収益基盤の拡大に応じて採用を

進めていく必要があります。 

これらの課題に対処するため、事業規模や必要な人材に応じた採用を適時行うとともに着実に組織体制を強化で

きるよう人事制度の整備にも積極的に取り組んでまいります。 

  

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



４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年４月30日) 

当事業年度 
(平成23年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,526,719 3,439,884

売掛金 517,865 771,986

原材料及び貯蔵品 673 284

前払費用 3,567 7,487

繰延税金資産 42,674 73,243

その他 3,344 99

貸倒引当金 △1,566 △2,692

流動資産合計 3,093,278 4,290,293

固定資産   

有形固定資産   

建物 31,470 58,957

減価償却累計額 △31,470 △45,035

建物（純額） － 13,921

工具、器具及び備品 131,529 150,525

減価償却累計額 △66,115 △124,053

工具、器具及び備品（純額） 65,414 26,472

建設仮勘定 25,765 －

有形固定資産合計 91,180 40,393

無形固定資産   

ソフトウエア 2,836 4,115

その他 73 73

無形固定資産合計 2,909 4,189

投資その他の資産   

関係会社株式 45,725 45,725

破産更生債権等 178 －

差入保証金 68,709 72,356

繰延税金資産 14,723 69,321

貸倒引当金 △178 －

投資損失引当金 △2,719 △13,847

投資その他の資産合計 126,438 173,556

固定資産合計 220,528 218,138

資産合計 3,313,806 4,508,432



（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年４月30日) 

当事業年度 
(平成23年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,001 8,530

未払金 159,111 364,931

未払法人税等 434,464 554,990

未払消費税等 51,568 59,849

前受金 14,234 24,884

預り金 19,551 15,823

流動負債合計 685,932 1,029,008

負債合計 685,932 1,029,008

純資産の部   

株主資本   

資本金 796,230 808,470

資本剰余金   

資本準備金 795,655 807,895

資本剰余金合計 795,655 807,895

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,036,742 1,864,244

利益剰余金合計 1,036,742 1,864,244

自己株式 △752 △1,185

株主資本合計 2,627,874 3,479,423

純資産合計 2,627,874 3,479,423

負債純資産合計 3,313,806 4,508,432



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

売上高 2,207,433 3,263,283

売上原価 50,655 42,985

売上総利益 2,156,778 3,220,297

販売費及び一般管理費 ※  1,092,509 ※1  1,593,876

営業利益 1,064,269 1,626,420

営業外収益   

受取利息 550 773

その他 1,588 1,534

営業外収益合計 2,138 2,308

営業外費用   

株式交付費 11,176 －

為替差損 226 22,342

投資損失引当金繰入額 2,719 11,127

その他 240 1,041

営業外費用合計 14,363 34,511

経常利益 1,052,043 1,594,216

特別損失   

固定資産除却損 － 98

固定資産臨時償却費 － ※2  23,338

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,717

特別損失合計 － 28,154

税引前当期純利益 1,052,043 1,566,062

法人税、住民税及び事業税 515,872 803,615

法人税等調整額 △31,139 △85,166

法人税等合計 484,732 718,449

当期純利益 567,311 847,613



 （注）※ 外注費は、主にマーケティング支援事業のウェブコンテンツの制作委託に係る費用であります。 

  

売上原価明細書

    
前事業年度 

（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成22年５月１日 
至 平成23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 
（％） 

Ⅰ 外注費 ※  50,655  100.0  42,985  100.0

当期売上原価    50,655  100.0  42,985  100.0



（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５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 63,050 796,230

当期変動額   

新株の発行 733,180 12,240

当期変動額合計 733,180 12,240

当期末残高 796,230 808,470

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 62,475 795,655

当期変動額   

新株の発行 733,180 12,240

当期変動額合計 733,180 12,240

当期末残高 795,655 807,895

資本剰余金合計   

前期末残高 62,475 795,655

当期変動額   

新株の発行 733,180 12,240

当期変動額合計 733,180 12,240

当期末残高 795,655 807,895

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 469,431 1,036,742

当期変動額   

剰余金の配当 － △20,111

当期純利益 567,311 847,613

当期変動額合計 567,311 827,501

当期末残高 1,036,742 1,864,244

利益剰余金合計   

前期末残高 469,431 1,036,742

当期変動額   

剰余金の配当 － △20,111

当期純利益 567,311 847,613

当期変動額合計 567,311 827,501

当期末残高 1,036,742 1,864,244

自己株式   

前期末残高 － △752

当期変動額   

自己株式の取得 △752 △433

当期変動額合計 △752 △433

当期末残高 △752 △1,185



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

株主資本合計   

前期末残高 594,956 2,627,874

当期変動額   

新株の発行 1,466,360 24,480

剰余金の配当 － △20,111

当期純利益 567,311 847,613

自己株式の取得 △752 △433

当期変動額合計 2,032,918 851,548

当期末残高 2,627,874 3,479,423

純資産合計   

前期末残高 594,956 2,627,874

当期変動額   

新株の発行 1,466,360 24,480

剰余金の配当 － △20,111

当期純利益 567,311 847,613

自己株式の取得 △752 △433

当期変動額合計 2,032,918 851,548

当期末残高 2,627,874 3,479,423



（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 1,052,043 1,566,062

減価償却費 51,171 55,462

固定資産臨時償却費 － 23,338

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,717

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,053 1,126

投資損失引当金の増減額（△は減少） 2,719 11,127

受取利息及び受取配当金 △550 △773

為替差損益（△は益） － 22,342

株式交付費 11,176 －

固定資産除却損 － 98

売上債権の増減額（△は増加） △239,442 △254,120

たな卸資産の増減額（△は増加） △450 388

仕入債務の増減額（△は減少） 2,144 1,528

未払消費税等の増減額（△は減少） 33,350 8,281

その他の資産の増減額（△は増加） △4,040 339

その他の負債の増減額（△は減少） 85,833 228,606

小計 995,009 1,668,524

利息及び配当金の受取額 453 800

法人税等の支払額 △206,697 △680,667

営業活動によるキャッシュ・フロー 788,766 988,657

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 △70,564 △40,337

無形固定資産の取得による支出 △1,900 △2,234

差入保証金の差入による支出 － △13,470

関係会社株式の取得による支出 △45,725 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △118,189 △56,043

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 1,455,183 23,440

自己株式の取得による支出 △754 △435

配当金の支払額 － △20,111

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,454,429 2,893

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △22,342

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,125,005 913,165

現金及び現金同等物の期首残高 401,713 2,526,719

現金及び現金同等物の期末残高 2,526,719 3,439,884



該当事項はありません。  

   

（会計方針の変更） 

  

  

  

(5)継続企業の前提に関する注記

(6)会計処理方法の変更

前事業年度 

（自 平成21年５月１日 

   至 平成22年４月30日） 

当事業年度 

（自 平成22年５月１日 

   至 平成23年４月30日）  

――――――  （資産除去債務に関する会計基準） 

 当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除

去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。 

 これにより、当事業年度の営業利益、経常利益がそれぞ

れ 千円減少し、税引前当期純利益は 千円減少し

ております。  

5,106 9,823

(7)追加情報

前事業年度 

（自 平成21年５月１日 

   至 平成22年４月30日） 

当事業年度 

（自 平成22年５月１日 

   至 平成23年４月30日） 

――――――  有形固定資産の耐用年数の変更 

 当事業年度において、工具、器具及び備品について今後

の使用期間を考慮し、耐用年数を変更しております。ま

た、同物件について過年度の償却不足額を臨時償却してお

ります。この変更により、従来の方法によった場合に比べ

税引前当期純利益は 千円減少しております。  23,338

(8)財務諸表に関する注記事項

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成22年５月１日 
至 平成23年４月30日） 

※ 販売費及び一般管理費 

  販売費に属する費用のおおよその割合は ％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は ％でありま

す。 

 主要な費目及び金額は次の通りであります。 

8.0

92.0

※１ 販売費及び一般管理費  

   販売費に属する費用のおおよその割合は ％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は ％であ

ります。 

 主要な費目及び金額は次の通りであります。 

17.7

82.3

給料手当 千円316,940

役員報酬 千円114,800

地代家賃 千円84,488

賃借料 千円57,373

売上手数料 千円85,174

減価償却費 千円51,171

貸倒引当金繰入額 千円1,053

給料手当 千円489,360

売上手数料 千円171,476

役員報酬 千円128,725

広告宣伝費 千円111,269

地代家賃 千円103,521

派遣料  千円81,792

減価償却費 千円55,462

貸倒引当金繰入額 千円1,126

―――――― ※２ 固定資産臨時償却費  

   当事業年度において、工具、器具及び備品について

今後の使用期間を考慮し、耐用年数を短縮した結果生

じた過年度分の償却不足額を固定資産臨時償却費とし

て特別損失に計上しております。  



前事業年度（自 平成21年５月１日 至 平成22年４月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加事由は、以下の通りであります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加100株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。  

  

２．新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

該当事項はありません。 

  

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの   

  

（株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 
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（注)１  1,152,000  2,870,400  －  4,022,400

合計  1,152,000  2,870,400  －  4,022,400

自己株式    

普通株式（注)２  －  100  －  100

合計   －  100  －  100

平成21年 ７月 公募増資による新株発行に伴う増加  株158,000

  ８月～11月 新株予約権の行使に伴う増加  株5,800

  12月 株式分割に伴う増加 株2,631,600

    新株予約権の行使に伴う増加  株31,800

平成22年 １月～４月 新株予約権の行使に伴う増加  株43,200

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資  
１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年６月25日 

取締役会  
普通株式 20,111 利益剰余金 5.00 平成22年４月30日 平成22年７月30日



当事業年度（自 平成22年５月１日 至 平成23年４月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加事由は、以下の通りであります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加事由は、以下の通りであります。 

   

２．新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  次の通り、決議を予定しております。  

  

株式の種類 
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（注)１  4,022,400  12,128,400  －  16,150,800

合計  4,022,400  12,128,400  －  16,150,800

自己株式    

普通株式（注)２  100  504  －  604

合計   100  504  －  604

平成22年 ５月～６月 新株予約権の行使に伴う増加  株300

  ７月 株式分割に伴う増加  株4,022,700

  ７月～12月 新株予約権の行使に伴う増加 株10,800

平成23年 １月  株式分割に伴う増加  株8,056,200

  １月～４月 新株予約権の行使に伴う増加  株38,400

平成22年 ７月 株式分割に伴う増加  株100

  ７月～12月 単元未満株式の買取りよる増加 株102

平成23年 １月  株式分割に伴う増加  株302

決議  株式の種類  
配当金の総額 

（千円）  

１株当たり配当額

（円）  
基準日  効力発生日  

 平成22年６月25日 

取締役会  
普通株式  20,111 5.00 平成22年４月30日  平成22年７月30日

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資  
１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成23年６月24日 

取締役会  
普通株式       32,300 利益剰余金     2.00 平成23年４月30日 平成23年７月29日



前事業年度（自  平成21年５月１日  至  平成22年４月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自  平成22年５月１日  至  平成23年４月30日） 

 該当事項はありません。  

  

当事業年度（自  平成22年５月１日  至  平成23年４月30日） 

当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。  

  

（追加情報） 

 当事業年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）及

び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21

日）を適用しております。  

  

（持分法損益等）

（セグメント情報等）

セグメント情報



 （注） 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の算定上の基礎は、以下の通りであ

ります。 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成22年５月１日 
至 平成23年４月30日） 

１株当たり純資産額 円653.32

１株当たり当期純利益金額 円147.13

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 
円141.10

１株当たり純資産額 円215.44

１株当たり当期純利益金額 円52.60

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 
円51.30

 平成21年12月１日付で株式１株につき３株の株式分割を

実施しております。１株当たり当期純利益金額は、株式分

割が期首に行われたものとして計算しております。当該株

式分割が前期首に行われたものと仮定した場合の前事業年

度の１株当たり情報については以下の通りであります。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、新株予約権の残高はありますが、当社株式は前事業年

度においては非上場であるため、期中平均株価が把握でき

ませんので、記載しておりません。  

 平成22年７月１日付及び平成23年１月１日付でそれぞれ

株式１株につき２株の株式分割を実施しております。１株

当たり当期純利益金額は、株式分割が期首に行われたもの

として計算しております。当該株式分割が前期首に行われ

たものと仮定した場合の前事業年度の１株当たり情報につ

いては以下の通りであります。 

   

１株当たり純資産額 円172.15

１株当たり当期純利益金額 円69.28

１株当たり純資産額 円163.33

１株当たり当期純利益金額 円36.78

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 

円35.27

  
前事業年度 

（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成22年５月１日 
至 平成23年４月30日） 

１株当たり当期純利益金額 

当期純利益（千円）  567,311  847,613

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  567,311  847,613

期中平均株式数（株）  3,855,718  16,112,442

  

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

 当期純利益調整額（千円）  －  －

 普通株式増加数（株）  164,688  409,976

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金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

－ － 



前事業年度（自 平成21年５月１日 至 平成22年４月30日） 

１．株式の分割について  

平成22年６月11日開催の当社経営会議の決議に基づき、次のように株式分割を行っております。 

  

(1）株式分割の目的 

当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げることにより、長期的に流動性の向上及び投資家層の拡大を図

ることを目的といたします。 

  

(2）株式分割の概要 

① 分割の方法 

平成22年６月30日 終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式１株につき、２株の割合をもって分割

いたしました。  

② 分割により増加する株式数 

  

(3）株式分割の日程 

  

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前期における１株当たり情報及び当期首に行われたと仮定し

た場合の当期における１株当たり情報は、それぞれ以下の通りとなります。   

  

２．ストック・オプションについて 

当社は、平成22年７月29日開催の当社第６回定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の

規定に基づき、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するこ

とにつき、下記の通り決議いたしました。 

なお、取締役会は、会社法第416条第４項及び第418条第１号の規定に基づき、執行役に新株予約権の募集事項

の決定を委任する予定であります。 

  

１．特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由 

当社及び当社子会社の取締役、執行役及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を高めるとともに、優秀な

人材を確保することを目的として、当社及び当社子会社の取締役、執行役及び従業員に対し新株予約権を無償

で発行するものです。 

２．新株予約権割当ての対象者 

当社及び当社子会社の取締役、執行役及び従業員 

（重要な後発事象）

株式分割前の発行済株式総数 ： 4,022,700株 

今回の分割により増加する株式数 ： 4,022,700株 

株式分割後の発行済株式総数 ： 8,045,400株 

株式分割後の発行可能株式総数 ：27,648,000株 

基準日公告日 : 平成22年６月14日  

基準日 : 平成22年６月30日 

効力発生日 : 平成22年７月１日 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額              円86.07 １株当たり純資産額                        円326.66

 

１株当たり当期純利益金額                    円34.64 １株当たり当期純利益金額                     円73.56

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株予約権の残高はありますが、前事業年度におい

て、当社株式は非上場であるため、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。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     円70.55



３．新株予約権の内容 

(1）新株予約権の目的である株式の種類及び数 

当社普通株式20,000株を上限とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により

目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利

行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場

合は、これを切り捨てるものとする。 

また、上記のほか、本総会決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理

的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとする。 

(2）新株予約権の数 

200個を上限とする。なお、新株予約権１個当たりの目的となる株式の数（以下、「付与株式数」とい

う。）は100株とする。ただし、(1）に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。 

(3）新株予約権と引換えに払込む金銭 

新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。 

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる

株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。行使金額は

以下の通りとする。新株予約権割当て当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）の東京

証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値に1.05を乗じた金額（１

円未満の端数は切り上げる。）または割当日の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）

のいずれか高い金額とする。 

なお、新株予約権割当日の後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合、行使価

額を次に定める算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 

また、新株予約権割当日の後、当社が時価を下回る価額で募集株式を発行（株式の無償割当てによる株式

の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権（新株予約権付社債を含む。）の行使による場合及

び当社の普通株式に転換できる証券の転換（取得の対価として当社の株式を交付する場合を含む。）による

場合を除く。）する場合、次の算式（以下、「行使価額調整式」という。）により行使価額を調整し、調整

による１円未満の端数は切り上げる。  

なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、前月末日における当社の発行済株式総数から、当該時点に

おける当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分

する自己株式の数に読み替えるものとする。さらに、行使価額調整式中の募集株式発行前の時価は、調整後

転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通

取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とする。 

(5）新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権の発行日より１年を経過した日を始期として、発行日より10年を経過する日までとする。 

(6）新株予約権の行使条件 

① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、執行役、監査役または従業

員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、死亡、転籍その他当

社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。 

② 新株予約権者が権利行使期間前から休職しておらず、かつ新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場

合は、相続開始後１年内に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与された

権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めない。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率 

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
募集株式発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



(7）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い計算される資本金等増加限度額（以下、「資本金等増加限度額」という。）の２分の１に相当す

る額。ただし、１円未満の端数が生じる場合、その端数を切り上げるものとし、本新株予約権の行使に応

じて行う株式の交付にかかる費用の額として資本金等増加限度額から減ずるべき額は、０円とする。 

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額

から(7）①に定める増加する資本金の額を控除した額とする。 

(8）新株予約権の取得事由 

① 当社が吸収合併消滅会社もしくは新設合併消滅会社となる吸収合併契約もしくは新設合併契約、当社が

株式交換完全子会社となる株式交換契約もしくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、または

当社が吸収分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の承

認（株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認）がなされ、かつ当社が取締役会決議により本新株

予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は本新株予約権の

全部を無償にて取得することができる。 

② 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案が可決された場合には、本新株予約権の全部を無償にて取得

することができる。 

③ 本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ

ともしくは当該種類の株式についての定めを設ける定款の変更承認の議案が可決された場合には、本新株

予約権の全部を無償にて取得することができる。 

(9）組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針 

当社が、合併（当社が消滅会社となる合併に限る。）、株式交換または株式移転（以下、これらを総称し

て「組織再編行為」という。）をする場合であって、かつ当該組織再編行為にかかる契約または計画におい

て、会社法第236条第１項第８号のイ・ニ・ホに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新

株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日（新

設型再編においては設立登記申請日。以下、同じ。）の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者

に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ

交付することとする。 

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。 

② 新株予約権の目的である株式の種類及び数または算定方法 

新株予約権の目的である株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。新株予約権の目的である株式

の数は、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的である株式の数に合併比率または

株式交換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、組織再編の効力発生日後は(1）

に準じて調整する。 

③ 新株予約権の行使に際して出資される金額または算定方法 

組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の出資金額に、必要な調整を行った額とし、組

織再編の効力発生日後は(9）②に準じて調整する。 

④ 新株予約権を行使することができる期間 

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 

⑤ 新株予約権の行使の条件 

(6）に準じて決定する。 

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

(7）に準じて決定するものとする。 

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。 

⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由 

(8）に準じて決定する。 

(10）行使時に交付すべき株式数の１株に満たない端数の処理 

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、当該端数

を切り捨てるものとする。 

  

当事業年度（自 平成22年５月１日 至 平成23年４月30日） 

該当事項はありません。 
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