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１．17年11月中間期の業績（平成17年６月１日～平成17年11月30日）   

(1) 経営成績                   （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年11月中間期 1,556 (21.4) 13 (△81.4) 11 (△84.4)

16年11月中間期 1,282 (39.1) 73 (426.3) 71 (433.9)

17年５月期 2,693 (35.8) 81 (93.3) 79 (92.4)
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当 

たり中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

17年11月中間期 10 (△71.4) 2,311 62 2,214 38

16年11月中間期 37 (419.5) 8,123 94 7,860 78

17年５月期 27 (14.5) 5,998 80 5,768 07

（注）①期中平均株式数  17年11月中間期 4,623株  16年11月中間期 4,600株  17年５月期 4,600株 

   ②会計処理の方法の変更  無 

③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間増減率 

 

(2) 配当状況                        

 
１株当たり 

中間配当金 

１株当たり 

年間配当金 

 

（注）17年11月中間期中間配当金内訳 

 円 銭 円 銭    記念配当  －円 －銭 

17年11月中間期  －  －    特別配当  －円 －銭 

16年11月中間期  －  －  

17年５月期  － 1,500 00  

 

(3) 財政状態                   （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 百万円 百万円 ％ 円 銭

17年11月中間期 1,029 372 36.2 79,494 61 

16年11月中間期 900 362 40.3 78,884 01 

17年５月期 870 355 40.9 77,378 65 

（注）①期末発行済株式数 17年11月中間期 4,690株 16年11月中間期 4,600株 17年５月期  4,600株 

   ②期末自己株式数 17年11月中間期   －株 16年11月中間期   －株 17年５月期    －株 

 

２．18年５月期の業績予想（平成17年６月１日～平成18年５月31日） 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

通 期 3,244 55 30 － 1,500 00 1,500 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)6,576円09銭 

 ※ 上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、

実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項に

ついては、添付資料の10ページを参照してください。 

－  － 
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６．個別中間財務諸表等 

 １．中間貸借対照表

  
前中間会計期間末 

（平成16年11月30日） 
当中間会計期間末 

（平成17年11月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  176,207 213,610 177,647 

２．売掛金  505,678 423,471 315,488 

３．その他  26,307 30,263 28,463 

貸倒引当金  △948 △249 △753 

流動資産合計   707,245 78.6 667,095 64.8  520,844 59.9

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１ 11,809 1.3 20,333 2.0 22,504 2.6

２．無形固定資産  10,072 1.1 10,597 1.0 12,284 1.4

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  42,695 71,678 54,983 

(2）関係会社株式  96,725 216,965 216,965 

(3）出資金  9,643 － 10 

(4）その他  25,423 46,026 45,792 

  貸倒引当金  △3,275 △3,318 △3,277 

投資その他の資産
合計 

 171,211 19.0 331,352 32.2 314,473 36.1

固定資産合計   193,092 21.4 362,283 35.2  349,262 40.1

資産合計   900,338 100.0 1,029,378 100.0  870,107 100.0

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  14,651 26,203 11,971 

２．短期借入金  － 200,000 － 

３．一年以内返済予定
長期借入金 

 79,996 79,996 79,996 

４．未払費用  136,866 162,909 144,248 

５．未払法人税等  33,951 6,839 20,152 

６．未払消費税等 ※２ 25,010 19,667 37,391 

７．その他  24,981 17,409 37,679 

流動負債合計   315,457 35.0 513,023 49.8  331,439 38.1

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  216,672 136,676 176,674 

２．その他  5,342 6,849 6,052 

固定負債合計   222,014 24.7 143,525 14.0  182,726 21.0

負債合計   537,472 59.7 656,549 63.8  514,166 59.1

 

－  － 
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前中間会計期間末 

（平成16年11月30日） 
当中間会計期間末 

（平成17年11月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   230,500 25.6 236,406 23.0  230,500 26.5

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  37,500 43,406 37,500 

資本剰余金合計   37,500 4.2 43,406 4.2  37,500 4.3

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  1,380 2,070 1,380 

２．中間（当期）未処
分利益 

 88,968 82,289 79,193 

利益剰余金合計   90,348 10.0 84,359 8.2  80,573 9.3

 Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  4,517 0.5 8,657 0.8  7,368 0.8

資本合計   362,866 40.3 372,829 36.2  355,941 40.9

負債及び資本合計   900,338 100.0 1,029,378 100.0  870,107 100.0

    

 

２．中間損益計算書

  
前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   1,282,747 100.0 1,556,828 100.0  2,693,821 100.0

Ⅱ 売上原価   973,289 75.9 1,238,916 79.6  2,105,587 78.2

売上総利益   309,457 24.1 317,911 20.4  588,234 21.8

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  235,762 18.4 304,175 19.5  506,507 18.8

営業利益   73,695 5.7 13,736 0.9  81,726 3.0

Ⅳ 営業外収益 ※１  11,663 0.9 12,950 0.8  22,424 0.9

Ⅴ 営業外費用 ※２  13,389 1.0 15,464 1.0  24,230 0.9

経常利益   71,969 5.6 11,222 0.7  79,920 3.0

Ⅵ 特別利益 ※３  968 0.1 5,117 0.3  968 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４  4,999 0.4 － －  26,701 1.0

税引前中間（当
期）純利益 

  67,938 5.3 16,340 1.0  54,188 2.0

法人税、住民税及
び事業税 

 32,179 4,583 27,602 

法人税等調整額  △1,610 30,568 2.4 1,070 5,653 0.3 △1,008 26,593 1.0

中間（当期）純利
益 

  37,370 2.9 10,686 0.7  27,594 1.0

前期繰越利益   51,598 71,603  51,598

中間（当期）未処
分利益 

  88,968 82,289  79,193

           

 

－  － 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

有価証券 有価証券 有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 (1）子会社株式 (1）子会社株式 (1）子会社株式 

  移動平均法による原価法を採

用しております。 

同左 同左 

 (2）その他有価証券 (2）その他有価証券 (2）その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格等

に基づく時価法を採用してお

ります。（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） 

同左  決算日の市場価格等に基づ

く時価法を採用しておりま

す。（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 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法を

採用しております。 

同左 同左 

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法 

時価法を採用しております。 同左 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ３．固定資産の減価償却の方

法 定率法を採用しております。

主な耐用年数 

建物付属設備   15年 

車両運搬具    ６年 

器具及び備品   ６年 

 なお、取得価額が10万円以上

20万円未満の資産については、

３年間で均等償却する方法を採

用しております。 

同左 同左 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。

ただし、営業権については

毎期均等額（５年）を償却し

ております。 

なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に

基づく定額法を採用しており

ます。 

同左 同左 

４．引当金の計上基準 貸倒引当金 貸倒引当金 貸倒引当金 

  債権等の貸倒損失に備えるため

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。 

同左 同左 

 

 

－  － 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理を採用してお

ります。 

同左 同左 

６.ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。 

同左 同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 (a）ヘッジ手段 (a）ヘッジ手段 (a）ヘッジ手段 

 金利スワップ取引 同左 同左 

 (b）ヘッジ対象 (b）ヘッジ対象 (b）ヘッジ対象 

 借入金利息 同左 同左 

 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

  当社は借入金の金利変動リス

クを回避する目的で対象物の範

囲内に限定しております。 

同左 同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ手段の変動額の累計額

とヘッジ対象の変動額の累計額

を比較して有効性の判定をして

おります。 

同左 同左 

 消費税等の会計処理  消費税等の会計処理  消費税等の会計処理 ７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式を採用しておりま

す。 

同左 同左 

 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会 平成14年８月９日））及

び「固定資産の減損に係る会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第６号 

平成15年10月31日）を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響はあり

ません。 

────── 

 

－  － 
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表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

────── （中間貸借対照表） 

 証券取引法及び証券取引法施行令が改正され、投資事業有限

責任組合に対する出資は証券取引法上の有価証券として取り扱

われることとなったことから、「出資金」のうち証券取引法上

の有価証券に該当するもの（前中間会計期間9,633千円 当中

間会計期間9,476千円）については、当中間会計期間において

投資その他の資産の「投資有価証券」として表示しておりま

す。 

 また、前中間会計期間において区分掲記しておりました投資

その他の資産「出資金」（当中間会計期間10千円）は、資産の

総額の100分の５以下であり重要性がないため、当中間会計期

間から投資その他の資産「その他」に含めて表示することに変

更いたしました。 

 

追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

 「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成15年法律第９号）が平成15年３月

31日に公布され、平成16年４月１日以後

に開始する事業年度より外形標準課税制

度が導入されたことに伴い、当中間会計

期間から「法人事業税における外形標準

課税部分の損益計算上の表示についての

実務上の取扱い」（平成16年２月13日企

業会計基準委員会実務対応報告第12号）

に従い、法人事業税の付加価値割及び資

本割については、販売費及び一般管理費

に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が

1,821千円増加し、営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益が1,821千円減少して

おります。 

──────  「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成15年法律第９号）が平成15年３月

31日に公布され、平成16年４月１日以後

に開始する事業年度より外形標準課税制

度が導入されたことに伴い、当事業年度

から「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算上の表示についての実務

上の取扱い」（平成16年２月13日企業会

計基準委員会実務対応報告第12号）に従

い、法人事業税の付加価値割及び資本割

については、販売費及び一般管理費に計

上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が

3,463千円増加し、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益が3,463千円減少して

おります。 

－  － 
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 注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成16年11月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年11月30日） 

前事業年度末 
（平成17年５月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

3,479千円 5,080千円 4,117千円

※２ 消費税等の取扱い ※２ 消費税等の取扱い ※２     ────── 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、未払消費税等として表示して

おります。 

同左  

３ 偶発債務 ３ 偶発債務 ３ 偶発債務 

   債務保証    債務保証    債務保証 

   次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し債務保証を行っておりま

す。 

   次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し債務保証を行っておりま

す。 

   次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し債務保証を行っておりま

す。 
  

保証先 金額(千円) 内容 

㈱セールスアウ
トソーシング 

43,474 借入債務 

計 43,474 － 

  

  

保証先 金額(千円) 内容 

㈱セールスアウ
トソーシング 

29,458 借入債務

計 29,458 － 

  

  

保証先 金額(千円) 内容 

㈱セールスアウ
トソーシング 

36,466 借入債務

計 36,466 － 

  

 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 
 

受取賃貸料 10,757千円
  

 
受取賃貸料 5,456千円

受取配当金 2,581千円

投資有価証券売却益 4,405千円
  

 
受取賃貸料 18,572千円

  

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 
 

支払利息 2,632千円

賃借料 10,757千円
  

 
支払利息 3,236千円

賃借料 5,456千円

株式上場費用 5,104千円
  

 
支払利息 5,657千円

賃借料 18,572千円
  

※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの 
 

投資有価証券売却益 968千円
  

 
投資有価証券売却益 4,999千円

  

 
投資有価証券売却益 968千円

 

※４ 特別損失のうち主要なもの ※４     ────── ※４ 特別損失のうち主要なもの 
 

投資有価証券評価損 4,999千円
  

 
 

  

 
投資有価証券売却損 1,560千円

投資有価証券評価損 4,999千円

本社移転費用 20,141千円
  

５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 
 

有形固定資産 860千円

無形固定資産 1,327千円
  

 
有形固定資産 2,170千円

無形固定資産 1,687千円
  

 
有形固定資産 2,928千円

無形固定資産 2,714千円
  

 

 

 

 

 

 

－  － 
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

１．借主側 １．借主側 １．借主側 

(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中間期末残高相

当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額相

当額及び中間期末残高相当額 

(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

 

 取得価額

相 当 額 

減価償却 

累 計 額 

相 当 額 

中 間 

期末残高 

相 当 額 

有形固 

定資産 
21,384千円 15,594千円 5,790千円 

無形固 

定資産 
 4,600  2,913 1,686 

合 計 25,984 18,507 7,476 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 

 
取得価額

相 当 額

減価償却

累 計 額

相 当 額

中 間

期末残高

相 当 額

有形固

定資産
15,408千円 12,423千円 2,985千円

無形固

定資産
 4,600   3,833    766  

合 計 20,008  16,256  3,752  

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額

等 

  未経過リース料中間期末残高相当額

 
取得価額

相 当 額 

減価償却 

累 計 額 

相 当 額 

期末残高

相 当 額

有形固

定資産
21,384千円 17,218千円 4,165千円

無形固

定資産
 4,600    3,373   1,226  

合 計 25,984   20,592   5,392  

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

 

 １年内 7,975千円   １年内 2,314千円   １年内 4,028千円  

 １年超 3,889      １年超 1,574    １年超 2,657   

 合 計 11,865     合 計 3,889    合 計 6,685   

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額、支払利

息相当額及び減損損失 

(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 2,419千円   支払リース料 1,789千円   支払リース料 4,722千円  

 減価償却費相当額 2,183     減価償却費相当額 1,640    減価償却費相当額 4,268   

 支払利息相当額 159     支払利息相当額 67    支払利息相当額 269   

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 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。 

同左 同左 

(5) 利息相当額の算定方法 (5) 利息相当額の算定方法 (5) 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

額相当額と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。 

同左 同左 

２．貸主側 ２．    ────── ２．貸主側 

未経過リース料中間期末残高相当額  未経過リース料期末残高相当額 

 １年内 4,603千円      １年内 1,074千円  

 １年超 －         １年超 －   

 合 計 4,603         合 計 1,074   

（注) 上記はすべて転貸リース取引に係

る貸主側の未経過リース料中間期末

残高相当額であります。 

なお、当該転貸リース取引はおお

むね同一の条件で第三者にリースし

ているため、ほぼ同額の残高が上記

の借主側の未経過リース料中間期末

残高相当額に含まれております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はあ

りません。 

（注) 上記はすべて転貸リース取引に係

る貸主側の未経過リース料期末残高

相当額であります。 

なお、当該転貸リース取引はおお

むね同一の条件で第三者にリースし

ているため、ほぼ同額の残高が上記

の借主側の未経過リース料期末残高

相当額に含まれております。 

 

 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。 

（１株当たり情報） 

－  － 
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前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

  

１株当たり純資産額 78,884円01銭

１株当たり中間純利益 8,123円94銭

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益 
7,860円78銭

  

  

１株当たり純資産額 79,494円61銭

１株当たり中間純利益 2,311円62銭

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益 
2,214円38銭

  

  

１株当たり純資産額 77,378円65銭

１株当たり当期純利益 5,998円80銭

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 
5,768円07銭

  
（注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

 
前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日）

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 37,370 10,686 27,594 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －  

普通株式に係る中間（当期）純利益（千

円） 
37,370 10,686 27,594 

期中平均株式数（株） 4,600 4,623 4,600 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額 
   

 中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） 154 203 184 

 （うち新株予約権（株）） （154） （203） (184) 

希薄化効果を有しないため潜在株式調整後

１株当たり中間（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１種類 

（新株予約権の数400個） 

───── 

 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

本社移転 ───── ───── 

①目的及び内容   

現状の事務所、カウンセリングスペー

ス及び研修施設では手狭になり質の高い

サービスを提供するには困難となったた

め、全体のスペース拡張を図ることを目

的として本社を移転することとし、新た

に定期建物賃貸借契約を締結するに至り

ました。 

  

②契約相手会社の名称   

株式会社 竹中工務店   

③契約締結の時期   

平成17年1月31日   

④当該事象の損益に与える影響 

 本社を移転することにより、下期に引

越費用、現状復帰費用、固定資産の除却

損等特別損失及び一般管理費合わせて

39,360千円の計上を見込んでおります。 

  

 

－  － 
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前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

───── 

 

 

 

 

───── 

 

 

 

 

 平成17年７月28日開催の取締役会にお

いて、当社の役員及び従業員に対して、

新株予約権の付与を行うことを決議いた

しました。 

  その概要は、下記のとおりでありま

す。 

  

(1) 発行した新株

予約権 

 

400個 

（新株予約権１個に

つき１株） 

  

(2) 新株予約権の

目的となる株

式の種類及び

数 

普通株式 400株 

 

 

  
(3) 新株予約権の

発行価格 

無償 

 

  
(4) 新株予約権の

発行日 

平成17年７月28日 

 

  

(5) 権利行使時の

１株当たり払

込金額 

376,110円 

 

 

  

(6) 権利行使期間 

 

 

平成19年10月１日か

ら平成24年９月30日

まで 

  

(7) 行使の条件 ① 新株予約権の割

当を受けた者は、

権利行使時におい

ても当社又は当社

子会社の役員もし

くは従業員の地位

にあることを要す

る。ただし、定年

退職その他正当な

理由のある場合に

はこの限りでな

い。 

  

 ② 対象者の相続人

による新株予約権

の行使は認められ

ないものとする。

ただし、対象者が

業務上の災害等で

死亡した場合は、

対象者の相続人が

新株予約権を行使

することができる

ものとする。 

  

 ③ その他権利行使

の条件は、新株予

約権発行に関する

取締役会決議に基

づき、当社と新株

予約権を受ける者

との間で締結され

る新株予約権割当

契約に定めるとこ

ろによる。 

 

－  － 
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前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 

至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日） 

前事業年度 

（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

  

(8) 消却の事由と

条件 

① 当社が消滅会社

となる合併契約書

が締結されたと

き、当社が完全子

会社となる株式交

換契約書の議案並

びに株式移転の議

案につき株主総会

で承認されたとき

は、新株予約権は

無償で消却するこ

とができる。 

  

 ② 新株予約権者が

権利行使をする前

に、(7)①に規定

する条件に該当し

なくなったため新

株予約権を行使で

きなかった場合、

当該新株予約権に

ついては無償で消

却することができ

る。 

  

(9) 有利な条件の

内容 

 当社の役員及び従

業員に対し新株予約

権を無償で発行し

た。 

  

(10) 新株予約権の

割当を受ける

者及び発行数 

当社役員 ５人  168個

当社従業員 90人  232個

合計     95人  400個

 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

 
 

－  － 
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