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 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。 

    ２．当社は、第９期第２四半期累計（会計）期間においては四半期財務諸表を作成しておりませんので、第９期

第２四半期累計（会計）期間にかかる主要な経営指標等の推移については記載しておりません。 

    ３．第９期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株引受権及び新株予約権の残高はありま

すが、当社株式は非上場であった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。  

    ４．売上高には、消費税等は含まれておりません。  

  

  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第10期 

第２四半期 
累計期間 

第10期 
第２四半期 
会計期間 

第９期 

会計期間 
自平成21年４月１日 
至平成21年９月30日 

自平成21年７月１日 
至平成21年９月30日 

自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日 

売上高（千円）  1,198,475  477,886  2,159,556

経常利益（千円）  202,720  72,428  355,761

四半期（当期）純利益（千円）  110,761  35,563  195,300

持分法を適用した場合の投資利益

（千円） 
 －  －  －

資本金（千円） －  378,712  124,700

発行済株式総数（株） －  1,053,000  927,500

純資産額（千円） －  1,289,718  670,220

総資産額（千円） －  1,672,654  1,141,807

１株当たり純資産額（円） －  1,224.13  722.61

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 105.67  33.77  210.57

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 92.37  29.52  －

１株当たり配当額（円）  －  －  －

自己資本比率（％） －  77.1  58.7

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 123,825 －  44,402

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △186,500 －  △109,677

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 503,835 －  －

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
－  750,880  309,720

従業員数（人） －  77  69
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 当第２四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。    

  

  該当事項はありません。  

  

提出会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員（当社外から当社への出向者を含む）であり、臨時雇用者数（パートタイマーを含む）は、

        当第２四半期会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成21年９月30日現在

従業員数（人） 77 (20) 
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(1) 生産実績 

    当社は、生産実績を定義することが困難であるため、生産実績の記載はしておりません。 

(2) 受注状況 

    当社は、受注生産を行っておりませんので、受注実績の記載はしておりません。 

(3) 販売実績 

当第２四半期会計期間の販売実績を、ビジネス別に示すと次のとおりであります。なお、平成21年３月期第２四

半期累計（会計）期間においては四半期財務諸表を作成しておりませんので、前年同四半期との比較は行っており

ません。 

（注）１．当第２四半期会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

     なお、ＫＤＤＩ株式会社及び株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモに対する販売実績は、各通信事業者の情報料

回収代行サービスを利用して、一般ユーザーに有料情報サービスを提供するものが含まれております。  

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。   

  

   当第２四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

   また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。  

  

  当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。  

  

 文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。また、当社は、平成21年３

月期第２四半期累計（会計）期間においては四半期財務諸表を作成しておりませんので、前年同四半期との対比は記

載しておりません。  

  

（1）業績の状況 

 当第２四半期会計期間における国内経済は、大手製造業の生産活動や輸出の一部に持ち直しが見られる等景気

の悪化に底打ちの兆しがあるものの、雇用・所得環境の不透明感から、依然として個人消費は低迷し、厳しい状

況が継続しております。 

  当社を取り巻く国内携帯電話関連市場においては、国内携帯電話加入契約数は平成21年９月30日現在で10,963

万台と前事業年度末比でほぼ横ばいである一方、その内訳の第３世代移動通信サービス（３Ｇ）対応の携帯電話

契約数が占める割合は95.2％にまで高まってきております。（注） 

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

事業部門 

当第２四半期会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

金額（千円） 

メディアビジネス  287,482

コンテンツビジネス  190,404

合計  477,886

相手先 

当第２四半期会計期間 
（自 平成21年７月１日 

    至 平成21年９月30日） 

金額（千円） 割合（％）

ＫＤＤＩ株式会社  322,915  67.6

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ  131,692  27.6

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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  国内での携帯電話の販売数が減少し加入契約数が伸び悩む中で、通信事業者間では、前事業年度及び前四半期

に引き続き新機能端末や高機能端末の開発・発売及び様々な低料金・割引プランの導入等の展開に加え、さらな

る他社との差別化を図るべく、新しいサービス及び新しいコンテンツの開発・提供という観点で各社各様に特色

を打ち出した施策にウエイトを移した競争が続いております。こうした環境下で、携帯電話という１億台を超え

る巨大なサービスプラットフォームは今後より活性化されることが予想されます。 

 そのような状況において、次世代の高速移動通信サービスの開始が各通信事業者において平成22年以降に予定

されていること、音楽配信、映像配信、電子書籍等関連市場の成長に加え、携帯電話向けを中心としたインター

ネット広告市場の成長が続いております。また、放送、通信、音楽、出版等従来“縦割り”であった各業界間の

連携・融合も進んでおり、インターネットや携帯電話を利用したサービスを取り巻く環境として今後さらに音楽

や映像等コンテンツの流通量が増え、流通経路や収益モデルの多様化等事業機会の広がりも予想されます。 

    （注）社団法人電気通信事業者協会のデータに拠っております。 

  

 このような市場環境の中、当第２四半期会計期間のメディアビジネスにおきましては、前事業年度より引き続

き、携帯電話を中心としたインターネットサービスである音楽検索を始めとする音楽・映像・書籍・ゲーム関連

の専門検索サービス及び関連アプリケーションやデータベースの開発に注力してまいりました。ＫＤＤＩ株式会

社を主とした通信事業者等との音楽・映像等関連サービスの開発、運用・保守事業に加え、書籍関連の開発、運

用・保守事業が収益に貢献し、また、専門検索関連サービスの拡大に伴いライセンス・広告収入が増加したこと

により、売上高は順調に拡大いたしました。その結果、当第２四半期会計期間のメディアビジネスの売上高は、

287,482千円となりました。 

 なお、当第２四半期会計期間において、ＫＤＤＩ株式会社との協業サービスとして運営するＤＶＤレンタルサ

ービスを開始しております。  

 当第２四半期会計期間のコンテンツビジネスでは、メールサービスである「デコガール」の月額有料会員サー

ビスに加え、同サービス内での電子書籍販売及び「デコガール」に関連する新しいサービスである医療・健康情

報サービスの「クリニック」（平成21年７月サービスイン）や「占い」等「デコガール」のメインターゲットで

ある若年層の女性ユーザー向けの情報提供等サービスの収益があり、当第２四半期会計期間のコンテンツビジネ

スの売上高は、190,404千円となりました。   

 これらの事業活動の結果、当第２四半期会計期間の売上高は477,886千円となりました。損益面につきまして

は、販売費及び一般管理費においては、本社移転（平成21年８月）等業容の拡大への対応、より一層の業務の効

率化及び経営管理体制の強化を積極的に進めながらもコントロールに努めたことにより143,843千円となり、営業

利益は72,428千円、経常利益は72,428千円、四半期純利益は本社移転に伴う旧オフィスに係る有形固定資産の除

却損等を特別損失として計上したこともあり、35,563千円となりました。 

  

（2）財政状態の分析 

 当第２四半期会計期間末における総資産は、1,672,654千円（前事業年度末比530,847千円増加）となりまし

た。 

 流動資産につきましては、1,342,050千円（同414,069千円増加）となりました。増減の主な要因としまして

は、平成21年４月２日の東京証券取引所マザーズへ上場した際の公募増資等に伴う「現金及び預金」の増加(同

441,159千円)の一方で、開発売上の入金に伴う売掛金の減少（同88,237千円）があったことによります。固定資

産につきましては、本社移転に伴うオフィスの内装等による有形固定資産の増加（同15,055千円）、自社サービ

ス用ソフトウェア開発の進捗等により無形固定資産が増加（同44,406千円）及び本社移転に係る保証金の差入等

による投資その他の資産の増加（同57,316千円）したことで、330,603千円（同116,778千円増加）となりまし

た。 

負債は、382,936千円（同88,650千円減少）となりました。増減の主な要因としましては、前事業年度の売上案

件に係る外注費の支払いによる買掛金の減少（同71,582千円）、役員及び従業員への賞与の支給による賞与引当

金及び役員賞与引当金の減少（同20,133千円）があったことによります。 

以上の結果、純資産は、当第２四半期累計期間における公募増資の実施と四半期純利益の計上により1,289,718

千円（同619,497千円増加）となり、自己資本比率は、前事業年度末の58.7％から77.1％となりました。 

  

（3）キャッシュ・フローの状況 

  当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ441,159

千円増加、第１四半期会計期間末に比べ53,323千円増加し、750,880千円となりました。 

  当第２四半期会計期間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。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
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 営業活動の結果獲得した資金は、207,709千円となりました。主な収入要因としては、税引前四半期純利益

64,184千円、減価償却費19,573千円の計上、賞与引当金及び役員賞与引当金の増加22,587千円、売上債権の減少

233,230千円がありました。一方で、主な支出要因としては、たな卸資産（仕掛品）の増加83,696千円、仕入債務

の減少38,977千円がありました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、154,273千円となりました。支出要因としては、本社移転に伴う保証金の差入

95,050千円、自社サービス用ソフトウェアの開発等に係る無形固定資産の取得45,369千円及び本社移転に伴う新

オフィス等に係る有形固定資産の取得13,854千円がありました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、111千円となりました。これは、リース債務の返済による支出であります。 

  

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題 

  当第２四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。 

  

（5）研究開発活動  

  当第２四半期会計期間における研究開発活動の金額は、2,163千円であります。 

  なお、当第２四半期会計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。  

  

（6）経営戦略の現状と見通し 

 携帯電話関連業界及びインターネット業界は、無線網の通信速度の高速化、通信料の定額化、プラットフォー

ムのオープン化が進んでおります。 

 そのような環境の中で、当社は、事業コンセプトに基づき進めている専門検索サービス、女性向けライフスタ

イルサポートサービス及び新しいコミュニケーションサービスを利用するユーザーを増やし、顧客満足度を向上

させてまいります。そのために、それらのサービスを実現するＭＳＤＢ（メディアサービスデータベース）及び

ＭＳＡＰ（メディアサービスアプリケーション）を通じて、サービスの幅を検索サービスからレコメンド情報の

提供サービス、ＥＣ（電子商取引）、放送及び広告サービス等に広げていくことや、無線インターネットの発展

に合わせ、サービス提供対象端末を携帯電話からゲーム機やデジタル家電、自動車車載端末等に広げていくこと

は重要な経営戦略となります。 

 これらの事業活動を通じ、当社の提供する各種サービスの利用をより多くの一般ユーザーに拡大することによ

って継続的な事業の拡大、収益の向上を進めてまいります。 

  

（7）経営者の問題意識と今後の方針について 

  当社の経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき 善の経営戦略を立案し、実行するように努力

しておりますが、当社の属する携帯電話関連業界は、開発スピードが速く、その開発内容も複雑化しておりま

す。また、提供するサービスについても、一般ユーザーの嗜好や流行の変化を捉え柔軟な事業展開が必要とな

り、競合他社との競争が激化することも予想されます。 

 そのような事業環境の中で、当社は、優秀な人材の確保と育成、開発・品質管理体制の強化等をもって、ＭＳ

ＤＢ（メディアサービスデータベース）やＭＳＡＰ（メディアサービスアプリケーション）を活用したサービス

を、通信事業者を始め提供する先や提供するサービスの幅を拡大するとともに、日々のサービスのクオリティを

より向上させるよう努力してまいります。 
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(1) 主要な設備の状況 

 当第２四半期会計期間において、本社移転に伴い、旧オフィス（東京都港区）に係る建物附属設備、工具、器具

及び備品を除却しました。この結果、「固定資産除却損」8,243千円を特別損失として計上しております。 

  また、本社移転に伴う設備の取得は以下のとおりであります。 

                                                                             （平成21年９月30日現在）

   （注）１ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

      ２ 従業員数は就業人員（当社外から当社への出向者を含む）であり、臨時雇用者数（パートタイマーを  

        含む）は、当第２四半期会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

  

(2) 設備の新設、除却等の計画 

 当第２四半期会計期間において、前四半期会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあり

ません。  

  

第３【設備の状況】

事業所名 

（所在地）  
設備の内容  

 帳簿価額 
 従業員数 

（人）   建物附属設備 

（千円）  

 工具器具備品

（千円）  

リース資産 

（千円）  

合計 

（千円）  

   本社 

 （東京都   

   渋谷区）  

 全社業務施設  11,650 1,054 6,059 18,763 77(20)
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①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

①旧商法第280条ノ19第１項の規定に基づき発行した新株引受権（ストック・オプション）に関する事項は、次の

とおりであります。 

第１回新株引受権（平成14年３月22日臨時株主総会決議） 

（注）１．新株引受権発行日以降、当社普通株式につき株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式

分割の記載に同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による１株未

満の端数は切り捨てるものとします。 

     調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率 

     また、上記のほか、新株引受権発行日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、

合理的な範囲で適切に付与株式数を調整するものとします。 

２．新株引受権発行日以降、下記の事由が生じた場合は、行使価格を調整します。 

(1)当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切り上

げるものとします。 

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  3,710,000

計  3,710,000

種類 
第２四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成21年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成21年10月29日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式  1,053,000  1,053,000
 東京証券取引所 

（マザーズ）  

 単元株式数 

 100株  

計  1,053,000  1,053,000 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

  
第２四半期会計期間末現在 
（平成21年９月30日） 

新株予約権の数（個）  －

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）   8,000（注１、３） 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 100（注２） 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年３月22日 

至 平成24年３月21日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価

格及び資本組入額（円） 

発行価格   100 

資本組入額  100 

新株予約権の行使の条件 （注４） 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注５） 

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －
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(2)当社が、新株引受権の行使時の払込価額を下回る払込価額で新株の発行または自己株式の処分をするとき

は、次の算式により新株引受権の行使時の払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

るものとします。 

上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

し、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株

当たり処分金額」と読み替えるものとします。 

(3)当社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株引受権が継承される場合、または当社が新設合  

併もしくは吸収合併を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社

は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行います。 

３．新株引受権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議における新株発行予定数から、退職により権利を喪

失した者の新株引受権の数を減じております。 

４．新株引受権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。 

(1)新株引受権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員いずれか

の地位にあること、あるいは当社と顧問契約を締結していることを要します。ただし、新株引受権者の任期

満了による退任等または定年退職等後の権利行使につき正当な理由がある場合はこの限りではありません。

(2)新株引受権者が死亡した場合、新株引受権者の相続人は本新株引受権を行使することができます。 

(3)本新株引受権は、上記の新株引受権の行使期間中において、当社の株式が東京証券取引所またはその他の

株式市場（国内外問わず）に上場した日より１年経過したときより行使できるものとします。 

(4)新株引受権者は、以下の区分に従って、各割当数の一部または全部を行使することができます。なお、以

下の計算の結果、行使可能な新株引受権が整数でない場合は、整数に切り上げた数とします。 

①当社株式上場日より１年間経過した日より１年間は、割当数の20％まで、新株引受権を行使することがで

きる。 

②当社株式上場日より２年間経過した日より行使期間の終了日までは、割当数の100％まで、新株引受権を

行使することができる。 

(5)その他の条件は、当社と新株引受権者との間で締結する新株引受権割当契約に定めるところによります。 

  

５．新株引受権の譲渡、担保権の設定をすることができません。 

  

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

調整後 

行使価額 
＝ 

既発行

株式数 
× 

調整前 

行使価額 
＋ 

新規発行

株式数 
× 

１株当たり 

払込金額 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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②旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

  第１回新株予約権（平成18年３月24日臨時株主総会決議） 

（注）１．新株予約権発行日以降、当社普通株式につき株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式

分割の記載に同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による１株未

満の端数は切り捨てるものとします。 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率 

     また、上記のほか、新株予約権発行日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、

合理的な範囲で適切に付与株式数を調整します。 

２．新株予約権発行日以降、下記の事由が生じた場合は、行使価格を調整します。 

(1)当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切り

上げるものとします。 

(2)当社が、新株予約権の行使時の払込価額を下回る払込価額で新株の発行または自己株式の処分をするとき

は、次の算式により新株予約権の行使時の払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

るものとします。 

上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

し、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１

株当たり処分金額」と読み替えるものとします。 

    (3)当社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が継承される場合、または当社が新設合

併もしくは吸収合併を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社

は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行います。 

 ３．新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議における新株発行予定数から、退職により権利を

喪失した者の新株予約権の数を減じております。   

  
第２四半期会計期間末現在 
（平成21年９月30日） 

新株予約権の数（個）  170 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）   85,000（注１、３） 

新株予約権の行使時の払込金額（円）  160（注２） 

新株予約権の行使期間 
自 平成20年４月１日 

至 平成28年２月28日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価

格及び資本組入額（円） 

発行価格   160 

資本組入額  160 

新株予約権の行使の条件 （注４） 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注５） 

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

調整後 

行使価額 
＝ 

既発行

株式数 
× 

調整前 

行使価額 
＋ 

新規発行

株式数 
× 

１株当たり 

払込金額 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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 ４．新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。 

(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、監査役または従業員いずれか

の地位にあること、あるいは当社と顧問契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者の任期

満了による退任等または定年退職等後の権利行使につき正当な理由がある場合はこの限りではありません。

(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は本新株予約権を行使することができます。 

(3)本新株予約権は、上記の新株予約権の行使期間中において、当社の株式が東京証券取引所またはその他の

株式市場（国内外問わず）に上場した日より１年経過したときより行使できるものとします。 

(4)新株予約権者は、以下の区分に従って、各割当数の一部または全部を行使することができます。なお、以

下の計算の結果、行使可能な新株予約権が整数でない場合は、整数に切り上げた数とします。 

   ①当社株式上場日より１年間経過した日より１年間は、割当数の50％まで、新株予約権を行使することがで

きる。 

   ②当社株式上場日より２年間経過した日より１年間は、割当数の75％まで、新株予約権を行使することがで

きる。 

   ③当社株式上場日より３年間経過した日より１年間は、割当数の100％まで、新株予約権を行使することが

できる。 

(5)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。 

 ５．新株予約権の譲渡、担保権の設定をすることができません。 

③会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

  第３回新株予約権（平成19年３月12日臨時株主総会決議） 

（注）１．新株予約権発行日以降、当社普通株式につき株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式

分割の記載に同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による１株未

満の端数は切り捨てるものとします。 

     調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率 

     また、上記のほか、新株予約権発行日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、

合理的な範囲で適切に付与株式数を調整するものとします。 

２．新株予約権発行日以降、下記の事由が生じた場合は、行使価格を調整します。 

(1)当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切り

上げるものとします。 

  
第２四半期会計期間末現在 
（平成21年９月30日） 

新株予約権の数（個） 53 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  26,500（注１、３） 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,000（注２） 

新株予約権の行使期間 
自 平成21年４月１日 

至 平成29年２月21日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価

格及び資本組入額（円） 

発行価格  1,000 

資本組入額  500 

新株予約権の行使の条件 （注４） 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注５） 

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注６） 
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(2)当社が、新株予約権の行使時の払込価額を下回る払込価額で新株の発行または自己株式の処分をすると   

きは、次の算式により新株予約権の行使時の払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上

げるものとします。 

上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

し、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１

株当たり処分金額」と読み替えるものとします。 

(3)当社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が継承される場合、または当社が新設合

併もしくは吸収合併を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社

は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行います。 

３．新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議における新株発行予定数から、退職により権利を喪

失した者の新株予約権の数を減じております。 

４．新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。 

(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、監査役または従業員いずれか

の地位にあること、あるいは当社と顧問契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者の任期

満了による退任等または定年退職等後の権利行使につき正当な理由がある場合はこの限りではありません。

(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は本新株予約権を行使することができます。 

(3)本新株予約権は、上記の新株予約権の行使期間中において、当社の株式が東京証券取引所またはその他の

株式市場（国内外問わず）に上場した日より１年経過したときより行使できるものとします。 

(4)新株予約権者は、以下の区分に従って、各割当数の一部または全部を行使することができます。なお、以

下の計算の結果、行使可能な新株予約権が整数でない場合は、整数に切り上げた数とします。 

   ①当社株式上場日より１年間経過した日より１年間は、割当数の20％まで、新株予約権を行使することがで

きる。 

   ②当社株式上場日より２年間経過した日より１年間は、割当数の40％まで、新株予約権を行使することがで

きる。 

   ③当社株式上場日より３年間経過した日より１年間は、割当数の60％まで、新株予約権を行使することがで

きる。 

④当社株式上場日より４年間経過した日より１年間は、割当数の80％まで、新株予約権を行使することがで

きる。 

⑤当社株式上場日より５年間経過した日より１年間は、割当数の100％まで、新株予約権を行使することが

できる。 

(5)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。 

５．新株予約権の譲渡、担保権の設定をすることができません。 

６．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以

上を総称して、以下「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点に

おいて残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

き、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる会社（以下「再編成対象会社」という。）の新株予約

権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再

編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株

予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株

式移転計画において定めた場合に限るものとします。 

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 
× 

１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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  ①交付する再編成対象会社の新株予約権の数 

   残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権と同一の数をそれぞれ交付するものとします。 

  ②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 

   再編成対象会社の普通株式とします。 

  ③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

   組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定します。 

  ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

   交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上、調整

した再編成後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。 

  ⑤新株予約権を行使することができる期間 

   当初権利行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当初権利行使期間の

満了日までとします。 

  ⑥新株予約権の行使の条件 

   上記４．に準じて決定します。 

  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、再編成対象会社の承認を要するものとします。 

  ⑧再編成対象会社による新株予約権の取得事由及び取得の条件 

   イ．当社は、新株予約権者またはその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新

株予約権を無償で取得するものとします。 

   ロ．当社は、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当該新株予約権

を無償で取得することができます。 

  第４回新株予約権（平成20年３月31日臨時株主総会決議） 

（注）１．新株予約権発行日以降、当社普通株式につき株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式

分割の記載に同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による１株未

満の端数は切り捨てるものとします。 

    調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率 

    また、上記のほか、新株予約権発行日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、

合理的な範囲で適切に付与株式数を調整するものとします。 

２．新株予約権発行日以降、下記の事由が生じた場合は、行使価格を調整します。 

(1)当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切り

上げるものとします。 

  
第２四半期会計期間末現在 
（平成21年９月30日） 

新株予約権の数（個）  71 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）   35,500（注１、３） 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,740（注２） 

新株予約権の行使期間 
自 平成22年４月１日 

至 平成30年３月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価

格及び資本組入額（円） 

発行価格  1,740 

資本組入額  870 

新株予約権の行使の条件 （注４） 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注５） 

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注６） 
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(2)当社が、新株予約権の行使時の払込価額を下回る払込価額で新株の発行または自己株式の処分をするとき

は、次の算式により新株予約権の行使時の払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

るものとします。  

上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

し、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１

株当たり処分金額」と読み替えるものとします。 

(3)当社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が継承される場合、または当社が新設合

併もしくは吸収合併を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社

は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行います。 

３．新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議における新株発行予定数から、退職により権利を喪

失した者の新株予約権の数を減じております。 

４．新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。 

(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、監査役または従業員いずれか

の地位にあること、あるいは当社と顧問契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者の任期

満了による退任等または定年退職等後の権利行使につき正当な理由がある場合はこの限りではありません。

(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は本新株予約権を行使することができます。 

(3)本新株予約権は、上記の新株予約権の行使期間中において、当社の株式が東京証券取引所またはその他の

株式市場（国内外問わず）に上場した日より１年経過したときより行使できるものとします。 

(4)新株予約権者は、以下の区分に従って、各割当数の一部または全部を行使することができます。なお、以

下の計算の結果、行使可能な新株予約権が整数でない場合は、整数に切り上げた数とします。 

     ①当社株式上場日より１年間経過した日より１年間は、割当数の20％まで、新株予約権を行使することが

できる。 

     ②当社株式上場日より２年間経過した日より１年間は、割当数の40％まで、新株予約権を行使することが

できる。 

     ③当社株式上場日より３年間経過した日より１年間は、割当数の60％まで、新株予約権を行使することが

できる。 

④当社株式上場日より４年間経過した日より１年間は、割当数の80％まで、新株予約権を行使することが

できる。 

⑤当社株式上場日より５年間経過した日より１年間は、割当数の100％まで、新株予約権を行使すること

ができる。 

(5)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。 

５．新株予約権の譲渡、担保権の設定をすることができません。 

６．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以

上を総称して、以下「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点に

おいて残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

き、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる会社（以下「再編成対象会社」という。）の新株予約

権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再

編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株

予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株

式移転計画において定めた場合に限るものとします。 

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 
× 

１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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  ①交付する再編成対象会社の新株予約権の数 

   残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権と同一の数をそれぞれ交付するものとします。 

  ②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 

   再編成対象会社の普通株式とします。 

  ③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

   組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定します。 

  ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

   交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上、調整

した再編成後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。 

  ⑤新株予約権を行使することができる期間 

   当初権利行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当初権利行使期間の

満了日までとします。 

  ⑥新株予約権の行使の条件 

   上記４．に準じて決定します。 

  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、再編成対象会社の承認を要するものとします。 

  ⑧再編成対象会社による新株予約権の取得事由及び取得の条件 

   イ．当社は、新株予約権者またはその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新

株予約権を無償で取得します。 

   ロ．当社は、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当該新株予約権

を無償で取得することができます。 

第５回新株予約権（平成20年11月13日臨時株主総会決議） 

（注）１．新株予約権発行日以降、当社普通株式につき株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式

分割の記載に同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による１株未

満の端数は切り捨てるものとします。 

    調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率 

    また、上記のほか、新株予約権発行日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、

合理的な範囲で適切に付与株式数を調整するものとします。 

２．新株予約権発行日以降、下記の事由が生じた場合は、行使価格を調整します。 

(1)当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切り

上げるものとします。 

  
第２四半期会計期間末現在 
（平成21年９月30日） 

新株予約権の数（個）  33 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  16,500（注１、３） 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,960（注２） 

新株予約権の行使期間 
自 平成22年11月15日 

至 平成30年10月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価

格及び資本組入額（円） 

発行価格  1,960 

資本組入額  980 

新株予約権の行使の条件 （注４） 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注５） 

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注６） 
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(2)当社が、新株予約権の行使時の払込価額を下回る払込価額で新株の発行または自己株式の処分をするとき

は、次の算式により新株予約権の行使時の払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

るものとします。  

上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

し、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１

株当たり処分金額」と読み替えるものとします。 

(3)当社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が継承される場合、または当社が新設合

併もしくは吸収合併を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社

は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行います。 

３．新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議における新株発行予定数から、退職により権利を喪

失した者の新株予約権の数を減じております。 

４．新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。 

(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、監査役または従業員いずれか

の地位にあること、あるいは当社と顧問契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者の任期

満了による退任等または定年退職等後の権利行使につき正当な理由がある場合はこの限りではありません。

(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は本新株予約権を行使することができます。 

(3)本新株予約権は、上記の新株予約権の行使期間中において、当社の株式が東京証券取引所またはその他の

株式市場（国内外問わず）に上場した日より１年経過したときより行使できるものとします。 

(4)新株予約権者は、以下の区分に従って、各割当数の一部または全部を行使することができます。なお、以

下の計算の結果、行使可能な新株予約権が整数でない場合は、整数に切り上げた数とします。 

     ①当社株式上場日より１年間経過した日より１年間は、割当数の20％まで、新株予約権を行使することが

できる。 

     ②当社株式上場日より２年間経過した日より１年間は、割当数の40％まで、新株予約権を行使することが

できる。 

     ③当社株式上場日より３年間経過した日より１年間は、割当数の60％まで、新株予約権を行使することが

できる。 

④当社株式上場日より４年間経過した日より１年間は、割当数の80％まで、新株予約権を行使することが

できる。 

⑤当社株式上場日より５年間経過した日より１年間は、割当数の100％まで、新株予約権を行使すること

ができる。 

(5)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。 

５．新株予約権の譲渡、担保権の設定をすることができません。 

６．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以

上を総称して、以下「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点に

おいて残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

き、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる会社（以下「再編成対象会社」という。）の新株予約

権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再

編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株

予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株

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 
× 

１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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式移転計画において定めた場合に限るものとします。 

  ①交付する再編成対象会社の新株予約権の数 

   残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権と同一の数をそれぞれ交付するものとします。 

  ②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 

   再編成対象会社の普通株式とします。 

  ③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

   組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定します。 

  ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

   交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上、調整

した再編成後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。 

  ⑤新株予約権を行使することができる期間 

   当初権利行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当初権利行使期間の

満了日までとします。 

  ⑥新株予約権の行使の条件 

   上記４．に準じて決定します。 

  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、再編成対象会社の承認を要するものとします。 

  ⑧再編成対象会社による新株予約権の取得事由及び取得の条件 

   イ．当社は、新株予約権者またはその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新

株予約権を無償で取得します。 

   ロ．当社は、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当該新株予約権

を無償で取得することができます。  

第６回新株予約権（平成21年６月22日定時株主総会決議） 

（注）１．新株予約権発行日以降、当社普通株式につき株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式

分割の記載に同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による１株未

満の端数は切り捨てるものとします。 

    調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率 

    また、上記のほか、新株予約権発行日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、

合理的な範囲で適切に付与株式数を調整するものとします。 

２．新株予約権発行日以降、下記の事由が生じた場合は、行使価格を調整します。 

  
第２四半期会計期間末現在 
（平成21年９月30日）  

新株予約権の数（個） 40 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）   －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 4,000（注１） 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 7,000（注２） 

新株予約権の行使期間 
自 平成23年７月１日 

至 平成31年５月28日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価

格及び資本組入額（円） 

発行価格  7,000 

資本組入額 3,500 

新株予約権の行使の条件 （注３） 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４） 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注５） 

16



(1)当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切り

上げるものとします。 

(2)当社が、新株予約権の行使時の払込価額を下回る払込価額で新株の発行または自己株式の処分をするとき

は、次の算式により新株予約権の行使時の払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

るものとします。  

上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

し、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１

株当たり処分金額」と読み替えるものとします。 

(3)当社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が継承される場合、または当社が新設合

併もしくは吸収合併を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社

は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行います。 

３．新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。 

(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、監査役または従業員いずれか

の地位にあること、あるいは当社と顧問契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者の任期

満了による退任等または定年退職等後の権利行使につき正当な理由がある場合はこの限りではありません。

(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は本新株予約権を行使することができます。 

(3)新株予約権者は、以下の区分に従って、各割当数の一部または全部を行使することができます。なお、以

下の計算の結果、行使可能な新株予約権が整数でない場合は、整数に切り上げた数とします。 

   割当日から２年間経過以降（３年目）  20％ 

   割当日から３年間経過以降（４年目）  40％ 

   割当日から４年間経過以降（５年目）  60％ 

   割当日から５年間経過以降（６年目）  80％ 

        割当日から６年間経過以降（７年目） 100％ 

  

４．新株予約権の譲渡、担保権の設定をすることができません。 

５．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以

上を総称して、以下「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点に

おいて残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

き、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる会社（以下「再編成対象会社」という。）の新株予約

権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再

編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株

予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株

式移転計画において定めた場合に限るものとします。 

  ①交付する再編成対象会社の新株予約権の数 

   残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権と同一の数をそれぞれ交付するものとします。 

  ②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 

   再編成対象会社の普通株式とします。 

  ③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

   組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定します。 

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 
× 

１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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  ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

   交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上、調整

した再編成後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。 

  ⑤新株予約権を行使することができる期間 

   当初権利行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当初権利行使期間の

満了日までとします。 

  ⑥新株予約権の行使の条件 

   上記３．に準じて決定します。 

  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、再編成対象会社の承認を要するものとします。 

  ⑧再編成対象会社による新株予約権の取得事由及び取得の条件 

   イ．当社は、新株予約権者またはその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新

株予約権を無償で取得します。 

   ロ．当社は、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当該新株予約権

を無償で取得することができます。 

該当事項はありません。  

  

  

（３）【ライツプランの内容】

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額 
（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

 平成21年７月１日～ 

平成21年９月30日 
 －  1,053,000  －  378,712  －  291,512
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（５）【大株主の状況】

  平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数
（株） 

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合(％) 

浦部 浩司  東京都世田谷区   398,000  37.8

ＫＤＤＩ株式会社           東京都新宿区西新宿二丁目３番２号   120,000  11.4

株式会社フェイス          
京都府京都市中京区烏丸通御池下る虎屋

町566-1 井門明治安田生命ビル 
 90,000  8.5

株式会社メガチップス 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目１番６号  90,000  8.5

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口）  
東京都港区浜松町二丁目11番３号   79,800  7.6

日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社（信託口）  
東京都中央区晴海一丁目８番11号   43,700  4.2

西本 雅一  兵庫県神戸市長田区   31,300  3.0

ソケッツ従業員持株会 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目１番12号  24,000  2.3

日興シティ信託銀行株式会社（投信口） 東京都品川区東品川二丁目３番14号   19,200  1.8

伊草 雅幸  東京都世田谷区  15,000  1.4

計 －  911,000  86.5
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①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

   

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。   

  

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。  

  

（６）【議決権の状況】

  平成21年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  1,053,000   10,530 － 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数  1,053,000 － － 

総株主の議決権 －    10,530 － 

  平成21年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ －  － －  －  －

計 －  － －  －  －

２【株価の推移】

月別 平成21年４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月 

高（円）  8,070  6,600  7,440  8,400  7,700  7,300

低（円）  4,750  4,760  5,610  6,100  6,740  6,100

３【役員の状況】
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１．四半期財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

   

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期会計期間（平成21年７月１日から平成

21年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期財務諸

表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。 

   

３．四半期連結財務諸表について 

  当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 

  

第５【経理の状況】
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１【四半期財務諸表】 
（１）【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 750,880 309,720

売掛金 345,910 434,148

仕掛品 161,844 131,524

その他 91,115 59,837

貸倒引当金 △7,700 △7,248

流動資産合計 1,342,050 927,981

固定資産   

有形固定資産 ※  23,228 ※  8,172

無形固定資産 140,252 95,845

投資その他の資産 167,123 109,807

固定資産合計 330,603 213,825

資産合計 1,672,654 1,141,807

負債の部   

流動負債   

買掛金 109,272 180,855

未払金 48,038 64,939

未払法人税等 90,305 99,658

賞与引当金 40,784 47,239

役員賞与引当金 4,350 18,028

その他 59,756 40,327

流動負債合計 352,507 451,048

固定負債   

退職給付引当金 25,182 20,537

その他 5,245 －

固定負債合計 30,428 20,537

負債合計 382,936 471,586

純資産の部   

株主資本   

資本金 378,712 124,700

資本剰余金 291,512 37,500

利益剰余金 618,782 508,020

株主資本合計 1,289,006 670,220

新株予約権 712 －

純資産合計 1,289,718 670,220

負債純資産合計 1,672,654 1,141,807
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（２）【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,198,475

売上原価 701,570

売上総利益 496,905

販売費及び一般管理費 ※  294,184

営業利益 202,720

営業外収益  

受取利息 0

営業外収益合計 0

経常利益 202,720

特別損失  

固定資産除却損 8,243

特別損失合計 8,243

税引前四半期純利益 194,476

法人税、住民税及び事業税 86,730

法人税等調整額 △3,015

法人税等合計 83,715

四半期純利益 110,761
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【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 477,886

売上原価 261,615

売上総利益 216,271

販売費及び一般管理費 ※  143,843

営業利益 72,428

営業外収益  

受取利息 0

営業外収益合計 0

経常利益 72,428

特別損失  

固定資産除却損 8,243

特別損失合計 8,243

税引前四半期純利益 64,184

法人税、住民税及び事業税 49,384

法人税等調整額 △20,763

法人税等合計 28,621

四半期純利益 35,563
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 194,476

減価償却費 35,993

固定資産除却損 8,243

株式報酬費用 712

貸倒引当金の増減額（△は減少） 451

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,455

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,678

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,644

受取利息 △0

売上債権の増減額（△は増加） 88,237

たな卸資産の増減額（△は増加） △30,320

仕入債務の増減額（△は減少） △72,192

未払金の増減額（△は減少） △17,845

その他 27,969

小計 220,237

利息及び配当金の受取額 0

法人税等の支払額 △96,412

営業活動によるキャッシュ・フロー 123,825

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 △13,854

無形固定資産の取得による支出 △77,595

差入保証金の差入による支出 △95,050

投資活動によるキャッシュ・フロー △186,500

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 503,946

その他 △111

財務活動によるキャッシュ・フロー 503,835

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 441,159

現金及び現金同等物の期首残高 309,720

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  750,880
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   当第２四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

１．固定資産の減価償却費の算定方法 

      定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によって 

       おります。  

  

２．法人税等調整額並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

      繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況 

       に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニング 

       を利用する方法によっております。  

  

  

  

   

  

【簡便な会計処理】

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第２四半期会計期間末 

（平成21年９月30日） 

前事業年度末 

（平成21年３月31日） 

※ 有形固定資産の減価償却累計額は、 千円であり

ます。 

23,498 ※ 有形固定資産の減価償却累計額は、24,392千円であり 

  ます。 

（四半期損益計算書関係）

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

  

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次 

 のとおりであります。 

  

役員報酬 31,904千円 

賃金給料及び諸手当 54,695  

支払手数料 34,714  

回収代行手数料 42,587  

広告宣伝費 29,855  

賞与引当金繰入額 14,518  

役員賞与引当金繰入額 4,350  

退職給付費用 2,129  

貸倒引当金繰入額 5,159  

研究開発費 6,994  

  

当第２四半期会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

  

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次 

 のとおりであります。 

  

役員報酬 16,136千円 

賃金給料及び諸手当 26,424  

支払手数料 13,511  

回収代行手数料 20,175  

広告宣伝費 16,694  

賞与引当金繰入額 7,293  

役員賞与引当金繰入額 2,250  

退職給付費用 1,112  

貸倒引当金繰入額 2,533  

研究開発費 2,163  
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当第２四半期会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21

年９月30日）  

 １．発行済株式の種類及び総数 

  普通株式   1,053,000株  

  

 ２．自己株式の種類及び株式数 

  該当事項はありません。  

  

 ３．新株予約権等に関する事項 

  ストック・オプションとしての新株予約権 

  新株予約権の四半期会計期間末残高  712千円   

  

 ４．配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

 ５．株主資本の金額の著しい変動 

  当社は、平成21年４月２日に東京証券取引所マザーズに上場し、上場に当たり、平成21年４月１日に公募

増資による払込を受けました。この結果、第１四半期会計期間において資本金が202,400千円、資本準備金

が202,400千円増加しました。また、平成21年５月１日付で、野村證券株式会社からの第三者割当増資の払

込を受け、資本金が51,612千円、資本準備金が51,612千円増加し、当第２四半期会計期間末において資本金

が378,712千円、資本準備金が291,512千円となっております。 

  

  当第２四半期会計期間末（平成21年９月30日） 

    該当事項はありません。  

  

  当第２四半期会計期間末（平成21年９月30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。 

  

     当第２四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日）及び当第２四半期会計期間（自 平成

   21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

       当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。 

  

     当第２四半期会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

        ストック・オプションに係る当第２四半期会計期間における費用計上額及び科目名 

          販売費及び一般管理費    704千円 

      

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

  

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対 

照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年９月30日現在） 

  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対  

 照表の現金及び預金勘定の金額は一致しております。 

  

（株主資本等関係）

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（持分法損益等）

（ストック・オプション等関係）
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     当第２四半期会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

       該当事項はありません。 

  

１．１株当たり純資産額 

  

２．１株当たり四半期純利益金額等 

（企業結合等関係）

（１株当たり情報）

当第２四半期会計期間末 
（平成21年９月30日） 

前事業年度末 
（平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 円1,224.13 １株当たり純資産額 円722.61

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 円105.67

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
円92.37

１株当たり四半期純利益金額 円33.77

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
円29.52
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  （注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

  

当第２四半期会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

該当事項はありません。    

       

当第２四半期会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

該当事項はありません。  

   

 該当事項はありません。  

  

  
当第２四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（千円）  110,761  35,563

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（千円）  110,761  35,563

期中平均株式数（株）  1,048,160  1,053,000

      

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益調整額（千円）  －  －

普通株式増加数（株）  150,945  151,857

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要 

 第６回新株予約権（新株予約

権の目的となる株式の数

株）については、当第２四半期

累計期間においては希薄化効果

を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半期純利益の算

定に含めておりません。 

 なお、新株予約権の概要は、

「第４提出会社の状況、１株式

等の状況、(2)新株予約権等の

状況」に記載のとおりでありま

す。  

4,000

 第６回新株予約権（新株予約

権の目的となる株式の数

株）については、当第２四半期

会計期間においては希薄化効果

を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半期純利益の算

定に含めておりません。 

 なお、新株予約権の概要は、

「第４提出会社の状況、１株式

等の状況、(2)新株予約権等の

状況」に記載のとおりでありま

す。 

4,000

（重要な後発事象）

（リース取引関係）

２【その他】
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該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成21年10月22日

株式会社ソケッツ 

取締役会 御中 

有限責任監査法人トーマツ 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 猪瀬 忠彦  印 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 佐々田 博信  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ソケッ

ツの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第10期事業年度の第２四半期会計期間（平成21年７月１日から平成21

年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。こ

の四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明す

ることにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ソケッツの平成21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する

第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に

表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

    ２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。  
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