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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】

連結経営指標等

　

回次
第12期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第11期

会計期間

自　平成21年
　　１月１日
至　平成21年
　　３月31日

自　平成20年
　　１月１日
至　平成20年
　　12月31日

売上高 (千円) 676,1192,596,162

経常利益 (千円) 43,690 82,604

四半期(当期)純利益 (千円) 25,010 2,299

純資産額 (千円) 431,180 513,252

総資産額 (千円) 1,586,2681,546,247

１株当たり純資産額 (円) 34,946.3136,077.54

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 1,866.02 165.69

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ―

自己資本比率 (％) 26.1 32.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △23,909 257,695

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △266,140△131,536

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 41,696 △280

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 604,579 852,932

従業員数 (名)
109
(147)

103
(140)

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　 ２．潜在株式調整後１株当たり四半期(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。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

　 平成21年３月31日現在

従業員数(名)
109
(147)

(注) 　  従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数(契約社員、パートタイマーを含みます。）は当第１四半期連結会計

期間の平均人員を(　)内に外数で記載しております。

　

(2) 提出会社の状況

　 平成21年３月31日現在

従業員数(名)
49

(133)

(注) 　　従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数(契約社員、パートタイマーを含みます。）は当第１四半期連結会計

期間の平均人員を(　)内に外数で記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

　　　該当事項はありません。

　
(2) 受注実績

当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 受注残高(千円)

コミュニティ事業 ― ―

受託開発事業 200,484 78,822

その他事業 ― ―

合計 200,484 78,822

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　コミュニティ事業及びその他事業については、受注の規模を金額あるいは数量で示すことが馴染まないため記

載しておりません。

　

(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円)

コミュニティ事業 341,915

受託開発事業 327,635

その他事業 6,568

合計 676,119

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

　

相手先

当第１四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％)

伊藤忠テクノソリュー
ションズ株式会社

269,061 39.7

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。

　

　（１）経営成績の分析

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済状況は、米国の景気減速やそれに端を発した金融危機、株

式・為替の大幅な変動などの影響により、景気が後退する様相となりました。一方、インターネットビジネス

市場は、前年に続き安定した局面であり、1997年の調査ではわずか572万人だったインターネット人口も2007

年には8,227万人となりました（財団法人インターネット協会監修「インターネット白書2008」）。インター

ネット人口については、普及期から成熟期に入り上限に達しつつありますが、当社の事業領域であるSNS

（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）は、確実に利用者の裾野を広げています。このような状況のも

と、当社グループは引き続きパッケージ販売の強化、SNS・掲示板監視による健全サイト運営の徹底、ソリュー

ションラインナップの充実に努め、事業のさらなる拡大を図ってまいりました。 

　その結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、健全サイト運営対策の波を受け監視業務が好調に推移した

こと、また受託開発事業において、納期が３月に集中したことにより売上高が増加し676,119千円となりまし

た。営業利益については、売上高は増加したものの販売管理費が前年と同水準で推移し62,031千円となりまし

た。経常利益については、自己株式の公開買付けに伴う手数料等の影響により、43,690千円となり、四半期純利

益は税金費用の計上により25,010千円となりました。 

　

①コミュニティ事業

コミュニティ事業は、SaaS型SNS統合ブランド「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、引き続きパッケージ商品の販売に専念しております。その中でもとりわけ投稿監視業務について、契

約社数、売上高ともに堅調に推移いたしました。これは近年、複数の凶悪犯罪事件において「闇サイト」

「学校裏サイト」などが問題視され、2007年12月には、総務省より携帯電話・PHS事業者に対し有害サイト

アクセス制限サービス（フィルタリングサービス）の取り組み強化が要請されたためです。また、今期は育

児休業者向けSNS「エアリーダイバーシティ」の販売を開始し、それに伴い内定者SNS「フレッシャーズ」

は「エアリーフレッシャーズ」に名称変更いたしました。「モバリスト」は内外タイムス、時事通信社と提

携しニュースコンテンツの拡充、料理のレシピの提供により主婦層の取り込みと、多種多様な層に満足いた

だけるコンテンツ作りを行って参りました。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高341,915千円、営業損益は59,882千円の利益となり

ました。 

　

②受託開発事業

受託開発事業は、引き続き主要顧客からの案件、とりわけ請負契約での受託件数増に取り組み、利益率の

確保を推進して参りました。また、予算の執行及び納期が年度末に集中したため、当第１四半期連結会計期

間の売上高及び利益が高い水準となりました。 

この結果、売上高は337,701千円となり、営業損益は36,149千円の利益となりました。 

　

③その他事業

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引き続き堅調に推移した結果、売上高39,568千円、営業損益は

30,353千円の利益となりました。
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(2)キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結

会計年度と比べ248,353千円減少し、604,579千円となりました。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フロー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)

　営業活動の結果使用した資金は、23,909千円となりました。これは主に法人税等の支払いに

　よるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動の結果使用した資金は、266,140千円となりました。この主な要因は定期預金の預け入

　れによる支出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、41,696千円となりました。この主な要因は、社債の償還によ

　る支出198,750千円及び自己株式の取得・手数料等による支出124,870千円などの減少要因があっ

　たものの、長期借入金による収入130,000千円、短期借入金の純増額100,000千円及び社債の発行

　による収入195,182千円の増加要因によるものであります。

　

(3)対処すべき課題

　当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要

　な変更及び新たに生じた課題はありません。

　

(4)研究活動

　該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに設備計画の完了はありません。

　また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 52,836

計 52,836

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年５月14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 13,878 13,878
名古屋証券取引所
セントレックス

(注)１、２

計 13,878 13,878 ― ―

(注) １　完全議決権株式であり、権利の内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

　　 ２　単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。

　　 ３　「提出日現在発行数」欄には、平成21年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権（旧商法

　に基づく新株引受権を含む）の行使により発行された株式数は含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

   旧商法第280条ノ19第１項の規定に基づく特別決議による新株引受権

（平成12年12月５日臨時株主総会決議）

区分
第１四半期会計期間末現在
(平成21年３月31日)

新株予約権の数 ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

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 70株(注)１(注)２

新株予約権の行使時の払込金額 200,000円(注)２

新株予約権の行使期間
平成14年５月７日から
平成21年５月６日まで

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

発行価格　　　200,000円
資本組入額　　200,000円

新株予約権の行使の条件

権利行使時において当社の取締役又は従業員であるこ
とを要します。但し、取締役が任期満了により退任した
場合は権利行使可能です。又、権利者の相続人も行使可
能です。その他の条件は当社と被付与者との間で締結
する契約に定めます。

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び質入は認めません。

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) １　新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失

したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。

２　新株引受権付与後、株式分割等により時価を下回る払込価額で新株を発行する場合には、権利行使価額及び株

数を次に定める算式をもって調整します。

　
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後権利行使価格＝調整前権利行使価格×
分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行株式数

　　行使価額調整式の計算については、円未満小数第１位まで算出し、小数第１位を四捨五入します。

調整後付与株式数＝
調整前付与株式数×１株当たり調整前行使価額

１株当たり調整後行使価額

　　株式数調整式の計算について、１株未満の端数が生ずるときは、端数はこれを切り捨てます。
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　　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権

①　(平成14年８月28日定時株主総会決議)

区分
第１四半期会計期間末現在
(平成21年３月31日)

新株予約権の数 　25個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

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 　25株(注)１(注)２

新株予約権の行使時の払込金額 100,000円(注)３

新株予約権の行使期間
平成16年10月１日から
平成23年９月30日まで

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

発行価格　 　　100,000円
資本組入額　　　50,000円

新株予約権の行使の条件

権利行使時において当社の取締役又は従業員であるこ
とを要します。但し、取締役が任期満了により退任した
場合は権利行使可能です。又、権利者の相続人も行使可
能です。その他の条件は当社と被付与者との間で締結
する契約に定めます。

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び質入は認めません。

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) １　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等の理

由により権利を喪失したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。

２　新株予約権発行日以降に、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

調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の

目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てます。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３　新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除

く。)は、次の算式により払い込む金額を調整するものとします。(１円未満の端数は切り上げる。)

　
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数
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②　(平成15年４月１日臨時株主総会決議)

区分
第１四半期会計期間末現在
(平成21年３月31日)

新株予約権の数 　10個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

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 10株(注)１(注)２

新株予約権の行使時の払込金額 100,000円(注)３

新株予約権の行使期間
平成17年５月１日から
平成24年４月30日まで

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

発行価格　　 　100,000円
資本組入額　　　50,000円

新株予約権の行使の条件

権利行使時において当社子会社の取締役又は従業員で
あることを要します。但し、取締役が任期満了により退
任した場合は権利行使可能です。又、権利者の相続人も
行使可能です。その他の条件は当社と被付与者との間
で締結する契約に定めます。

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び質入は認めません。

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) １　新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失

したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。

２　新株予約権発行日以降に、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

調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の

目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てます。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３　新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除

く。)は、次の算式により払い込む金額を調整するものとします。(１円未満の端数は切り上げます。)

　
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数
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③　(平成17年１月31日臨時株主総会決議)

区分
第１四半期会計期間末現在
(平成21年３月31日)

新株予約権の数 　79個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

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 79株(注)１(注)２

新株予約権の行使時の払込金額 150,000円(注)３

新株予約権の行使期間
平成19年３月１日から
平成26年２月28日まで

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

発行価格　　 　150,000円
資本組入額　　　75,000円

新株予約権の行使の条件

権利行使時において役員又は従業員であることを要し
ます。但し、役員が任期満了により退任した場合は権利
行使可能です。又、権利者の相続人も行使可能です。そ
の他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に
定めます。

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び質入は認めません。

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) １　新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失

したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。

２　新株予約権発行日以降に、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

調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の

目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てます。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３　新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除

く。)は、次の算式により払い込む金額を調整するものとします。(１円未満の端数は切り上げます。)

　
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数
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④　(平成17年８月29日定時株主総会決議)

区分
第１四半期会計期間末現在
(平成21年３月31日)

新株予約権の数 42個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

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 42株(注)１(注)２

新株予約権の行使時の払込金額 436,170円(注)３

新株予約権の行使期間
平成19年10月１日から
平成26年９月30日まで

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

発行価格　　　　436,170円
資本組入額　　　218,085円

新株予約権の行使の条件

権利行使時において役員又は従業員であることを要し
ます。但し、役員が任期満了により退任した場合は権利
行使可能です。又、権利者の相続人も行使可能です。そ
の他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に
定めます。

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び質入は認めません。

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) １　新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失

したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。

２　新株予約権発行日以降に、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

調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の

目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てます。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３　新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除

く。)は、次の算式により払い込む金額を調整するものとします。(１円未満の端数は切り上げます。)

　
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数
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⑤　(平成18年８月30日定時株主総会決議)

区分
第１四半期会計期間末現在
(平成21年３月31日)

新株予約権の数 72個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

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 72個(注)１(注)２

新株予約権の行使時の払込金額 300,000円(注)３

新株予約権の行使期間
平成20年９月１日から
平成22年８月31日まで

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

発行価格　　　　300,000円
資本組入額　　　150,000円

新株予約権の行使の条件

取締役又は執行役、関係会社の取締役及び監査役は任
期満了の時まで在任すること、従業員並びに関係会社
の従業員は権利行使時まで引き続き取締役、執行役、監
査役若しくは従業員であることを要します。また権利
者の相続人も行使可能です。その他の条件は当社と被
付与者との間で締結する契約に定めます。

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び質入は認めません。

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) １　新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失

したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。

２　新株予約権発行日以降に、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

調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の

目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てます。

　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３　新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除

く。)は、次の算式により払い込む金額を調整するものとします。(１円未満の端数は切り上げます。)

　
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数
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⑥　(平成19年３月29日定時株主総会決議)

区分
第１四半期会計期間末現在
(平成21年３月31日)

新株予約権の数 11個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

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 11株(注)１(注)２

新株予約権の行使時の払込金額 300,000円(注)３

新株予約権の行使期間
平成21年７月１日から
平成23年６月30日まで

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

発行価格　　　　300,000円
資本組入額　　　150,000円

新株予約権の行使の条件

権利行使時において、当社又は当社の関係会社の役員
又は従業員であることを要します。但し、役員が任期満
了により退任した場合は権利行使可能です。又、権利者
の相続人も行使可能です。その他の条件は当社と被付
与者との間で締結する契約に定めます。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要するものとし
ます。

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) １　新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失

したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。

２　新株予約権発行日以降に、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

調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の

目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てます。

　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３　新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除

く。)は、次の算式により払い込む金額を調整するものとします。(１円未満の端数は切り上げます。)

　
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数
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⑦　(平成20年３月28日定時株主総会決議)

区分
第１四半期会計期間末現在
(平成21年３月31日)

新株予約権の数 628個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

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 628株(注)１(注)２

新株予約権の行使時の払込金額 57,352円(注)３

新株予約権の行使期間
平成22年４月２日から
平成24年４月１日まで

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

発行価格　　　　57,352円
資本組入額　　　28,676円

新株予約権の行使の条件

権利行使時において、当社又は当社の関係会社の役員
又は従業員であることを要します。但し、役員が任期満
了により退任した場合は権利行使可能です。又、権利者
の相続人も行使可能です。その他の条件は当社と被付
与者との間で締結する契約に定めます。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要するものとし
ます。

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) １　新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失

したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。

２　新株予約権発行日以降に、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

調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の

目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てます。

　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３　新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除

く。)は、次の算式により払い込む金額を調整するものとします。(１円未満の端数は切り上げます。)

　
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数
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⑧　(平成20年３月28日定時株主総会決議)

区分
第１四半期会計期間末現在
(平成21年３月31日)

新株予約権の数 336個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

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 336株(注)１(注)２

新株予約権の行使時の払込金額 57,352円(注)３

新株予約権の行使期間
平成23年４月２日から
平成25年４月１日まで

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

発行価格　　　　57,352円
資本組入額　　　28,676円

新株予約権の行使の条件

権利行使時において、当社又は当社の関係会社の役員
又は従業員であることを要します。但し、役員が任期満
了により退任した場合は権利行使可能です。又、権利者
の相続人も行使可能です。その他の条件は当社と被付
与者との間で締結する契約に定めます。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要するものとし
ます。

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) １　新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失

したものにかかる新株予約権の目的となる株式の数を減じた額です。

２　新株予約権発行日以降に、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

調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の

目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てます。

　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３　新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除

く。)は、次の算式により払い込む金額を調整するものとします。(１円未満の端数は切り上げます。)

　
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数
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(3) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

　

(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１月９日
(注)１

― 13,878△338,171100,000 ― ―

(注)　１　平成21年１月９日開催の臨時株主総会に基づき、資本金を減少しその他資本剰余金への振替を行っておりま

す。

　

(5) 【大株主の状況】

当社は、当第１四半期会計期間において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づき、公開買付の方法により2,037株の自己株式を取得いたしました。当該取得につ

いて、平成21年３月16日付で大量保有報告書を提出しております。詳細は下記のとおりです。

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
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(％)

株式会社ガイアックス
東京都品川区西五反田　　1
－21－8

2,037 14.68

　　なお、上記以外の大量保有報告書の写しの送付はなく、当第１四半期会計期間において、大株主

　の異動は把握しておりません。　
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成20年12月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成20年12月31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13,878 13,878
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

発行済株式総数 13,878 ― ―

総株主の議決権 ― 13,878 ―

(注)　１「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が14株含まれております。

２ なお、当第１四半期連結会計期間において、自己株式を2,037株取得しております。

　

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
１月 ２月 ３月

最高(円) 56,00053,00055,400

最低(円) 36,50036,10050,000

(注)　株価は、名古屋証券取引所セントレックスにおけるものであります。

　

　

３ 【役員の状況】

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

ん。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」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１四半期連結累計期間(平成21年１月１

日から平成21年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、ビーエー東京監査法人により四半期レ

ビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※２
 939,614

※２
 927,957

受取手形及び売掛金 352,387 333,100

仕掛品 34,058 21,552

繰延税金資産 22,966 23,062

その他 19,730 17,913

貸倒引当金 △2,181 △1,609

流動資産合計 1,366,575 1,321,977

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 10,022 10,430

工具、器具及び備品（純額） 23,908 24,182

有形固定資産合計 ※１
 33,931

※１
 34,613

無形固定資産

のれん 57,725 67,242

ソフトウエア 3,662 4,077

その他 145 145

無形固定資産合計 61,533 71,465

投資その他の資産

投資有価証券 5,900 5,664

敷金及び保証金 82,985 82,985

繰延税金資産 3,019 3,019

その他 36,529 34,432

貸倒引当金 △4,207 △7,910

投資その他の資産合計 124,228 118,191

固定資産合計 219,692 224,270

資産合計 1,586,268 1,546,247
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 136,414 133,514

短期借入金 100,000 －

1年内返済予定の長期借入金 ※２
 166,554

※２
 133,169

1年内償還予定の社債 114,300 222,500

未払法人税等 27,685 33,576

未払費用 62,247 83,224

預り金 41,179 56,482

その他の引当金 9,430 9,430

その他 81,525 91,545

流動負債合計 739,336 763,443

固定負債

社債 176,950 67,500

長期借入金 ※２
 206,401

※２
 169,652

その他 32,400 32,400

固定負債合計 415,751 269,552

負債合計 1,155,087 1,032,995

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 438,171

資本剰余金 523,160 184,989

利益剰余金 △96,603 △121,613

自己株式 △112,035 －

株主資本合計 414,522 501,547

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △723 △863

評価・換算差額等合計 △723 △863

新株予約権 17,381 12,568

純資産合計 431,180 513,252

負債純資産合計 1,586,268 1,546,247
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(2)【四半期連結損益計算書】
　【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
 至 平成21年３月31日)

売上高 676,119

売上原価 397,199

売上総利益 278,919

販売費及び一般管理費合計 ※１
 216,888

営業利益 62,031

営業外収益

受取利息 659

雑収入 1,596

営業外収益合計 2,255

営業外費用

支払利息 2,376

支払保証料 210

支払手数料 12,835

社債発行費 4,817

その他 357

営業外費用合計 20,596

経常利益 43,690

特別利益

過年度支払手数料修正益 8,309

特別利益合計 8,309

特別損失

固定資産除却損 229

特別損失合計 229

税金等調整前四半期純利益 51,770

法人税、住民税及び事業税 26,760

法人税等合計 26,760

四半期純利益 25,010
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
 至 平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 51,770

減価償却費 3,480

のれん償却額 9,517

株式報酬費用 4,813

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,130

受取利息及び受取配当金 △659

支払利息 2,376

固定資産除却損 229

社債発行費 4,817

支払手数料 12,835

売上債権の増減額（△は増加） △15,052

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,505

前受金の増減額（△は減少） △16,288

預り金の増減額（△は減少） △15,303

未払金の増減額（△は減少） △2,487

仕入債務の増減額（△は減少） 2,899

未払費用の増減額（△は減少） △19,981

未払消費税等の増減額（△は減少） 771

その他 4,374

小計 12,476

利息及び配当金の受取額 568

利息の支払額 △5,040

法人税等の支払額 △31,913

営業活動によるキャッシュ・フロー △23,909

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △263,009

有形固定資産の取得による支出 △1,225

長期貸付けによる支出 △3,400

長期貸付金の回収による収入 1,495

投資活動によるキャッシュ・フロー △266,140
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
 至 平成21年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 100,000

長期借入れによる収入 130,000

長期借入金の返済による支出 △59,866

社債の発行による収入 195,182

社債の償還による支出 △198,750

自己株式の取得による支出 △112,035

その他の支出 △12,835

財務活動によるキャッシュ・フロー 41,696

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △248,353

現金及び現金同等物の期首残高 852,932

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 604,579
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間(自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日)

　該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間

(自　平成21年１月１日　至平成21年３月31日)

１　連結の範囲の変更

該当事項はありません。

２　持分法適用の範囲の変更

該当事項はありません。

 

３　会計処理基準に関する事項の変更

棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を当

第１四半期連結会計期間から適用し、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軽微であります。

 

　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間 

(自　平成21年１月１日　至平成21年３月31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、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間案分して算定する方法に

よっております。

２　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、前連結会計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、前連結会計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。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間 

(自　平成21年１月１日　至平成21年３月31日)

１　税金費用の計算

税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実行税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実行税率を乗じて計算しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日)

前連結会計年度末
(平成20年12月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 69,155千円

 
※２　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 18,000千円

長期借入金 12,000千円

 

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。 
　当第１四半期連結会計期間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　　　　　　　　 100,000千円 
借入実行残高　　　　　　 　　　　　100,000千円　　 
 差引額　　　　　　　　　　　　　　        ０円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 66,480千円

 
※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　　　　　　　　 100,000千円
借入実行残高　　　　　　　　　　　　　　　０円　　
差引額　　　　　　　　　　　　　　 100,000千円

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日 
 至　平成21年３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 24,516千円

給与及び手当 87,720千円

貸倒引当金繰入 1,034千円

　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間 
(自　平成21年１月１日 
至　平成21年３月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 939,614千円

預入期間が３か月超の定期預金 △335,034千円

現金及び現金同等物 604,579千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 13,878

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 2,037

　

　

３　新株予約権等に関する事項

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) 当第１四半
期連結会計
期間末残高
(千円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当第１四半
期連結
会計期間末

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

─ ― ― ― ― 10,459

平成20年ストックオ
プションとしての新
株予約権

─ ― ― ― ― 5,274

合計 ― ― ― ― 17,381

　

　
４　配当に関する事項

　　　該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　　(1)自己株式の取得

　　　当社は、平成21年２月10日付の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替え

　　て適用される同法第156条の規定に基づき、公開買付けの方法により自己株式を取得することを決

　　議し、普通株式2,037株を取得いたしました。これにより当第１四半期連結会計期間において自己

　　株式が112,035千円増加しております。

　

　　(2)減資

　　　当社は、平成21年１月９日付の臨時株主総会において、資本の額を減少し、その他資本剰余金

　　に振替を行うことを決議いたしました。これにより資本金の額が338,171千円減少し、その他資本

　　剰余金が同額増加しております。
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(リース取引関係)

著しい変動がないため、該当事項はありません。

　

　

(有価証券関係)

著しい変動がないため、該当事項はありません。

　

　

(デリバティブ取引関係)

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

　

(ストック・オプション等関係)

著しい変動がないため、該当事項はありません。

　

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年１月31日　至　平成21年３月31日)

　

　
コミュニ
ティ事業
(千円)

受託開発
事業
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

341,915327,635 6,568 676,119 ― 676,119

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― 10,066 33,000 43,066(43,066) ―

計 341,915337,70139,568719,185(43,066)676,119

営業利益 59,882 36,149 30,353126,384(64,353)62,031

(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及び子会社経営指導

　

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日)

　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありま
　せん。

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日)

　　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。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日)

前連結会計年度末
(平成20年12月31日)

　 　

1株当たり純資産額 34,946.31円
　

　 　

1株当たり純資産額 36,077.54円
　

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日 
 至　平成21年３月31日)

１株当たり四半期純利益 1,866.02円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、希薄化効果を有している潜在株式がないため
記載しておりません。
 

　

(注)　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日 
 至　平成21年３月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 25,010

普通株式に係る四半期純利益(千円) 25,010

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(千株) 13,403

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まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

新株引受権１種類(新株
引受権の目的となる株式
の数70株及び新株予約権
８種類(新株予約権の数
1,203個)
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(重要な後発事象)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31)

　当社は、平成21年３月30日開催の第11回定時株主総会において、当社取締役、執行役及び従業員

並びに当社関係会社の取締役、監査役及び従業員に対しストックオプションとして新株予約権を

発行する旨を決議し、平成21年４月１日付の報酬委員会及び執行役会において当該新株予約権を

付与することを決議いたしました。詳細は、下記のとおりであります。 

(発行要領) 

１．新株予約権の割当を受ける者 

　当社取締役、執行役及び従業員並びに当社関係会社の取締役、監査役及び従業員 

２．新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

　当社普通株式300株 

３．新株予約権の総数 

　300個を上限とする(新株予約権１個あたりの目的となる株式の数は１株とする。) 

　　ただし、以下の定めにより1個あたりの新株予約権の行使により発行される株式の数が

　調整される場合には、当該調整後の1個あたりの新株予約権の行使により発行される株

　式の数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。 

　　なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、各発行対象者に付与される1個あた

　りの新株予約権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されるものと

　する。なお、かかる調整は、当該時点においてその者が新株予約権を行使していない目

　的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これ

　を切り捨てるものとし、金銭による調整は行わないものとする。 

　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

　当社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、

　合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合

　には、当社は取締役会の決議をもって適当と認める1個あたりの新株予約権の行使により

　発行される株式の数の調整を行う。 

 ４．新株予約権と引き換えに払い込む金銭

　　金銭の払込を要しない。

５．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１株あたりの財産の価額（以下「払込価額」とい 

　う。）は、54,758円とする。 

　ただし、払込価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。 

　① 会社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、　調整によ

る１円未満の端数は切り上げる。 

　　調整後払込価額＝調整前払込価額× １ 

　　　　 　　分割・併合の比率 

② 時価を下回る価額での(i)新株の発行若しくは処分（株式無償割当てを含む。以下に定

義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、および会社分割

に伴うものを除く。）、または(ii)本６．に定める払込価額を下回る1株あたりの取得価額をもっ

て普通株式を取得し得る潜在株式等（取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約

権付社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づきまたは一定の事由の発生を条件として

普通株式を取得し得る地位を伴う証券または権利を意味する。以下同じ。）の発行を行う場合

（無償割当てによる場合を含む。）は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる1株

未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通

株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求または一定の事由を意味し、「取得価額」

とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得および取得原因の発生を通じて負担

すべき金額として当社が決定する金額を意味する。 

EDINET提出書類

株式会社ガイアックス(E05497)

四半期報告書

32/36



　

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年３月31)

　　　　　　　　　　　　既発行株式数＋新規発行株式数×1株あたりの払込価額 

　調整後　＝　調整前　　×　　　　　　新規発行前の株価　　　　　　　 

　払込価額　　払込価額　　　　　　既発行株式数＋新規発行株式数 

 

なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。 

(a) 「既発行株式数」とは、調整後の払込価額が適用される日の前日における、当社の発行済普

通株式総数および発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数（ただし当該調整事

由によって新たに発行された普通株式数または潜在株式等の目的たる普通株式数は含まな

い。）から、同日における当社の保有する自己株式の数を控除した数を意味するものとする。 

(b) 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新規発行株式

数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。 

(c) 当社が潜在株式等を発行することにより調整が行われる場合における「新規発行株式数」

とは、発行される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたりの払込価額」とは、目的と

なる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。

③ 上記②の(ii)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合

には、当社は取締役会の決議をもって適当と認める払込価額の調整を行う。ただし、その潜在株

式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。 

④ 当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場

合には、当社は取締役会の決議をもって適当と認める払込価額の調整を行う。 

⑤ 株主割当てまたは株式無償割当て以外の方法で普通株式または潜在株式等を発行する場合

に、上記②に基づく調整を行うか否かは当社の取締役会が決定するものとする。 

６．新株予約権を行使することができる期間 

平成23年4月2日から平成25年4月1日まで 

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および資本準備金に

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40条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算結果１円未満

の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

② 本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準備金の額は、上記①

記載の資本金等増加限度額から①に定める資本金の額を減じた額とする。
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２【その他】

　　子会社のトゥギャザー株式会社に対して、株式会社国際コミュニケーションサービスから 

　　提起されていた訴訟につき、平成20年５月30日に東京地方裁判所において、平成21年３月12

　　日には東京高等裁判所においてトゥギャザー株式会社の勝訴判決が言い渡されましたが、最

　　高裁判所への当該判決に対する上告及び上告受理申立てがなされたため、本裁判は引き続き

　　継続することとなります。　　
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年５月14日

　株式会社ガイアックス

　取締役会　御中

　

ビーエー東京監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　原　　　　伸之　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　車田　　　英樹　　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

式会社ガイアックスの平成21年1月1日から平成21年12月31日までの連結会計年度の第1四半期連結累計期

間（平成21年1月1日から平成21年3月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対

照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。

この四半期連結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連結財務

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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ガイアックス及び連結子会社の

平成21年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及び

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。 

　

追記情報 

　重要な後発事象に記載のとおり、会社は、平成21年4月1日の報酬委員会及び執行役会において、ストック

・オプションとして新株予約権を付与することを決議している。

　

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　四半期連結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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