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各   位 
 
 
                      札幌市東区北 24 条東 20 丁目１番 21 号 
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      株式会社ツルハホールディングスの平成１８年５月期中間決算のお知らせ 
 

 
株式会社ツルハホールディングス（旧株式会社クレーン商事）の平成１８年５月期中間決算につき

まして、別紙の通りお知らせいたします。 
 
                                       以  上 
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別紙 
【事業の状況】 
 
【業績等の概要】 

(1）業績 

    当社を取り巻く経営環境は、緩やかながらも景気は回復の兆しがみられたものの、原油価格

高騰など不安要素もあり依然として予断を許さない経営環境が続いております。 
このような情勢のもと、株式交換前の当社の状況におきましては、損害保険代理業を中心に

事業展開を行った結果、当中間会計期間の経営成績は、以下のとおりとなりました。 
関係会社からの受取配当金は前期までは営業外収益として計上しておりましたが、定款目的の

変更に伴い、当中間会計期間より営業収益とすることにいたしました。その結果、営業収益

150 百万円（前年同期比 4,096.7%増）となりましたが、同じく当中間会計期間より「役員
賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第４号 平成 17年 11月 29日）
を適用したことにより、経常利益は 85百万円（前年同期比 7.0%減）、中間純利益は 86百万
円（前年同期比 6.5%減）となりました。 

   株式交換後は、グループ統括・管理業務に対する営業収益が加算される予定であります。 
 
(2）キャッシュ・フロー 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、資金残高が前中間

会計期間に比較して 55百万円増加し、当中間会計期間末は 170百万円となりました。 
当中会計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりです。 
（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 100百万円（前年同期は 98百万円の獲得）となりなりまし
た。これは主に税引前中間純利益が 86百万円計上されたものの役員退職慰労金の支払 198百
万円があったことによります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    投資活動の結果得られた資金および使用した資金はありませんでした。（前年同期は 20 百
万円の使用） 
（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および使用した資金はありませんでした。（前年同期は 49 百
万円の使用） 

 
 

－  － 
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【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）受注状況 

     該当事項はありません。 
 

(3）売上実績 

区分 金額（千円） 前年同期比（％） 

受取配当金 145,280 － 

保険代理店収入 5,180 144.5 

合計 150,460 4,196.7 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
２．前中間会計期間及び当中間会計期間の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は次のとおりであります。 
前中間会計期間 

（自 平成16年５月16日 
至 平成16年11月15日）

当中間会計期間 
（自 平成17年５月16日 
至 平成17年11月15日） 相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

アメリカンファミリ

ー 
生命保険会社 

1,671 46.6 － － 

東京海上日動火災保

険 
株式会社 

1,913 53.4 － － 

株式会社ツルハ － － 145,280 96.6 

                （注）関係会社からの受取配当金は前中間会計期間において営業外収益として計上
しておりましたが、定款目的の変更に伴い、当中間会計期間より営業収益と

することにいたしました。 
 
 
 
 
 
【対処すべき課題】 
   当中間会計期間において、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。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－  － 
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【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 
（平成16年11月15日） 

当中間会計期間末 
（平成17年11月15日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年５月15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  115,055 170,728 270,825 

２．売掛金  963 601 875 

３．前払費用  106 2,312 53 

４．未収入金  32,700 99 － 

５．未収還付法人税等  8,955 10,171 6,366 

６．その他 ※２ 18 351 － 

流動資産合計   157,799 31.8 184,263 50.3  278,121 60.4

Ⅱ 固定資産    

１．無形固定資産    

(1）電話加入権  41 41 41 

無形固定資産合計  41 41 41 

２．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  229,373 75,721 75,723 

(2）関係会社株式  106,450 106,450 106,450 

（3）ゴルフ会員権  2,400 － － 

投資その他の資産
合計 

 338,223 182,171 182,173 

固定資産合計   338,264 68.2 182,212 49.7  182,214 39.6

資産合計   496,064 100.0 366,476 100.0  460,335 100.0

    

－  － 
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前中間会計期間末 
（平成16年11月15日） 

当中間会計期間末 
（平成17年11月15日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年５月15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
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．未払金  5,763 998 5,716 

２．未払費用  77 － 98 

３．未払法人税等  34 35 689 

４．預り金  78 － 2 

５．賞与引当金  701 737 715 

６．役員賞与引当金  － 24,292 － 

７．その他 ※１ 2,068 198 505 

流動負債合計   8,723 1.7 26,260 7.2  7,726 1.7

Ⅱ 固定負債    

１．退職給付引当金  2,548 － 2,323 

２．役員退職慰労引当
金 

 204,682 8,416 206,775 

３．繰延税金負債  4 － － 

４．その他  － 1,860 － 

固定負債合計   207,235 41.8 10,276 2.8  209,098 45.4

負債合計   215,958 43.5 36,537 10.0  216,825 47.1

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   10,000 2.0 10,000 2.7  10,000 2.2

Ⅱ 利益剰余金    

１．利益準備金  2,500 2,500 2,500 

２．任意積立金  174,357 174,357 174,357 

３．中間（当期）未処
分利益 

 93,242 143,081 56,652 

利益剰余金合計   270,100 54.5 319,939 87.3  233,510 50.7

Ⅲ その他有価証券評価
差額金 

  5 0.0 － －  － －

資本合計   280,106 56.5 329,939 90.0  243,510 52.9

負債資本合計   496,064 100.0 366,476 100.0  460,335 100.0

    

 

－  － 
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②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年５月16日 
至 平成16年11月15日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年５月16日 
至 平成17年11月15日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年５月16日 
至 平成17年５月15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 営業収益   3,585 100.0 150,460 100.0  7,160 100.0

Ⅱ 営業費用   39,285 1,095.8 64,545 42.9  78,150 1,091.4

営業利益又は 
営業損失（△） 

  △35,699 △995.8 85,915 57.1  △70,989 △991.4

Ⅲ 営業外収益 ※１  128,166 3,574.9 40 0.0  140,977 1,968.8

経常利益   92,466 2,579.1 85,955 57.1  69,987 977.4

Ⅳ 特別利益 ※２  － － 508 0.4  8,187 114.3

Ⅴ 特別損失 ※３  － － － －  18,058 252.2

税引前中間（当期）
純利益 

  92,466 2,579.1 86,463 57.5  60,116 839.5

法人税、住民税及
び事業税 

  35 1.0 35 0.1  4,274 59.7

中間（当期）純利
益 

  92,431 2,578.1 86,428 57.4  55,841 779.8

前期繰越利益   810 56,652  810

中間（当期）未処
分利益 

  93,242 143,081  56,652

    

 
 
 

－  － 
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③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年５月16日 
至 平成16年11月15日）

当中間会計期間 
（自 平成17年５月16日 
至 平成17年11月15日） 

（自 平成16年５月16日 

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 

至 平成17年５月15日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

税引前中間（当期）
純利益 

 92,466 86,463 60,116 

賞与引当金の増加額
（△減少額） 

 △40 22 △27 

役員賞与引当金の 
増加額（△減少額）

 － 24,292 － 

退職給付引当金の 
増加額（△減少額）

 △224 △2,323 △449 

役員退職慰労引当金
の増加額（△減少額）

 2,092 △198,359 4,185 

受取利息及び 
受取配当金 

 △127,932 △8 △135,663 

投資有価証券売却損  － － 18,021 

投資有価証券売却益  － － △8,187 

ゴルフ会員権売却損  － － 37 

売上債権の減少額  101 273 189 

その他  △6,562 △16,145 △5,566 

小計  △40,099 △105,785 △67,344 

利息及び配当金の 
受取額 

 127,753 10 133,178 

法人税等の支払額  △72 △689 △3,657 

還付法人税等の 
受取額 

 10,462 6,366 10,462 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 98,043 △100,097 72,638 

 

－  － 
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前中間会計期間 

（自 平成16年５月16日 
至 平成16年11月15日）

当中間会計期間 
（自 平成17年５月16日 
至 平成17年11月15日） 

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成16年５月16日 
至 平成17年５月15日）

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

投資有価証券の取得
による支出 

 △20,996 － △74,763 

投資有価証券の売却
による収入 

 － － 232,578 

ゴルフ会員権の売却
による収入 

 － － 2,362 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △20,996 － 160,178 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

配当金の支払額  △49,950 － △49,950 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △49,950 － △49,950 

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増加額（△減少額） 

 27,096 △100,097 182,867 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 87,958 270,825 87,958 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

※ 115,055 170,728 270,825 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

－  － 
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年５月16日 
至 平成16年11月15日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年５月16

日 
至 平成17年11月15日）

前事業年度 
（自 平成16年５月16日 
至 平成17年５月15日） 

該当事項はありません 同左 同左 

 

（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成 16年 11月 15日） 

 

１．子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
中間貸借対照表計上額

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

関連会社株式 106,450 9,697,440 9,590,990 

合計 106,450 9,697,440 9,590,990 

 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 810 1,461 651 

(2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 87,192 86,551 △640 

合計 88,002 88,012 10 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

ＭＭＦ 16,077 

ＭＲＦ 3,640 

非上場株式 51,700 

非上場債券 69,943 

 

－  － 
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当中間会計期間末（平成 17年 11月 15日） 

 

１．子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
中間貸借対照表計上額

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

関連会社株式 106,450 19,576,480 19,470,030 

合計 106,450 19,576,480 19,470,030 

 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

       該当事項はありません。 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

ＭＭＦ 28,678 

ＭＲＦ 47,042 

 

前事業年度末（平成 17年５月 15日） 

 

１．子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

関連会社株式 106,450 12,276,160 12,169,710 

合計 106,450 12,276,160 12,169,710 

 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

       該当事項はありません。 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

ＭＭＦ 28,675 

ＭＲＦ 47,048 

 

－  － 
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（デリバティブ取引関係） 
前中間会計期間（自 平成16年５月16日 至 平成16年11月15日）、当中間会計期間（自 平成17年
５月16日 至 平成17年11月15日）および前事業年度（自 平成16年５月16日 至 平成17年５月15
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。 

 

（持分法損益等） 

 
前中間会計期間 

（自 平成16年５月16日 
至 平成16年11月15日）

当中間会計期間 
（自 平成17年５月16日 
至 平成17年11月15日） 

前事業年度 
（自 平成16年５月16日 
至 平成17年５月15日）

関連会社に対する投資の
金額（千円） 

106,450 106,450 106,450 

持分法を適用した場合の
投資の金額（千円） 

 5,371,494 6,275,831 5,763,686 

持分法を適用した場合の
投資利益の金額（千円） 

378,667 481,794 764,722 

－  － 
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（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成16年５月16日 
至 平成16年11月15日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年５月16日 
至 平成17年11月15日） 

前事業年度 
（自 平成16年５月16日 
至 平成17年５月15日） 

 

１株当たり純資産額 75,704.37円

１株当たり中間純利益
金額 

24,981.59円

  

 

１株当たり純資産額 89.84円

１株当たり中間純利益
金額 

23.53円

  

 

１株当たり純資産額 65,813.57円

１株当たり当期純利益
金額 

15,092.40円

  
なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しており

ません。 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

当社は、平成17年７月23日付で株式

１株につき992.6株の株式分割を行

っております。 

 なお、１株当たり中間純利益は、
期首に分割が行われたものとして計
算しております。 
また、当該株式分割が前期首に行
われたと仮定した場合の１株当た
り情報については、それぞれ以下の
とおりとなります。 

  

前中間会計期

間 

前事業年度 

１株当たり純

資産額 

１株当たり純

資産額 

76.27円 66.30円 

１株当たり中

間純利益金額 

１株当たり当

期純利益金額 

25.17円 15.20円 

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益金

額 

潜在株式調整

後１株当たり

当期純利益金

額 

－円 －円 

 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 
 
（注） 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５月16日 
至 平成16年11月15日）

当中間会計期間 
（自 平成17年５月16日 
至 平成17年11月15日） 

前事業年度 
（自 平成16年５月16日 
至 平成17年５月15日）

中間（当期）純利益（千円）            92,431 86,428             55,841 

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） 

             92,431 86,428       55,841 

期中平均株式数（株） 3,700 3,672,620       3,700 

－  － 
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（重要な後発事象）    

前中間会計期間 
（自 平成16年５月16日 
至 平成16年11月15日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年５月16日 
至 平成17年11月15日） 

前事業年度 
（自 平成16年５月16日 
至 平成17年５月15日） 

 

１．株式会社ツルハとの株式交換 

当社と株式会社ツルハは、純粋持株会

社に移行する目的で、平成17年11月16日

に当社を純粋持株会社とし株式会社ツル

ハを完全子会社となる株式交換を行いま

した。 

(1)株式交換契約の概要 

① 株式交換の内容 

当社は株式会社ツルハと商法第

352 条ないし第 363 条に定める方

式により株式交換を行いました。

② 株式交換の日 

平成 17年 11月 16日 

③ 株式交換に際して発行する株式お

よび割り当て 

  当社は株式会社ツルハとの株式

交換に際して、株式交換の日の前日

における最終の株式会社ツルハの

株主名簿に記載された株主のうち

当社を除く株主に対して、その所有

する株式会社ツルハの普通株式数

の合計に相当する数の普通株式を

発行し、その所有する株式会社ツル

ハの普通株式１株につき当社の株

式１株の割合をもって割当交付し

ました。 

(2)株式会社ツルハの概要 

   代表者 取締役社長 鶴羽 樹 

資本金 42億円 

住所  札幌市東区北 24条東 20丁目１

番 21号 

① 主な事業内容 

  医薬品、化粧品、雑貨、育児用品等

の販売 

② 売上高および中間純利益 

（平成 17年 11月期）

       

 
 

１．商号変更 

当社は、株式会社ツルハおよびその関

係会社の純粋持株会社になるべく、平成

17 年８月 11 日開催の定時株主総会に

て、商号を株式会社クレーン商事から株

式会社ツルハホールディングスに変更

することが承認されました。 

２．株式分割 

当社は、株式会社ツルハと株式交換す

るに先立ち、平成 17年６月 30日開催の

取締役会において次の通り株式分割に

つき決議いたしました。 

(1) 分割により増加する株式数 

普通株式 3,668,920株 

(2) 分割方法 

平成 17年７月 23日現在の株主

名簿に記載のある株主に対し、所

有株式１株につき 992.6 株の割合

で分割しております。 

 
 

－  － 
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前中間会計期間 
（自 平成16年５月16日 
至 平成16年11月15日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年５月16日 
至 平成17年11月15日） 

前事業年度 
（自 平成16年５月16日 
至 平成17年５月15日） 

 

     売上高    72,914,746千円 
    中間純利益   2,312,529千円 

（平成 17年 11月期）

③ 資産、負債、資本の状況 

（平成 17年 11月 15日現在） 
     資産合計    55,172,720千円 

      負債合計   22,654,971千円 
     資本合計   32,517,749千円 

２．会社分割について 

平成 17年 12月 27日開催の当社取締役会に

おいて、当社は平成 18 年 2 月 16 日付で、当

社を承継会社として、当社の完全子会社である

株式会社ツルハを分割会社とした会社分割（吸

収分割）を行い、株式会社ツルハの子会社であ

る株式会社リバースの支配および管理にかか

る営業を当社に承継することを決定いたしま

した 

（１）会社分割の要旨 

①分割の日程 

分割契約書承認取締役会（両社） 

 平成 17年 12月 27日 

分割契約書締結（両社） 

  平成 17年 12月 27日

分割契約書承認株主総会（株式会社ツル

ハ） 平成 18年 1月 11日 

なお、当社は商法第 374条ノ 23第 1項

（簡易吸収分割）の規定により、商法第

374条ノ 17第 1項の株主総会の承認を

得ずに承継いたします。 

分割期日 平成 18年 2月 16日 
分割登記 平成18年2月16日（予定） 

②分割方式 

    当社の完全子会社であります株式会社ツ

ルハを分割会社とし、当社を承継会社とす

る分割型吸収分割であります。 
 

３．株式会社ツルハとの株式交換 

当社と株式会社ツルハは、純粋持株会

社に移行する目的で、平成 17 年６月 30

日に当社を純粋持株会社とするための株

式交換契約を締結し、同年８月 11日開催

の定時株主総会におきまして同株式交換

契約書の承認を受けました。 

なお、株式会社ツルハにおきましても

同年８月11日開催の定時株主総会におい

て同株式交換契約書の承認を受けており

ます。 

また、純粋持株会社となる当社の普通

株式は、東京証券取引所への新規上場を

申請する予定であります。上場日は東京

証券取引所の規則に基づき決定されま

すが、株式交換をすべき日である平成17

年11月16日を予定しております。併せ

て、東京証券取引所に上場している完全

子会社となる株式会社ツルハの普通株

式は平成17年11月10日に上場廃止する

予定であります。 

(1)株式交換契約の概要 

① 株式交換の内容 

当社は株式会社ツルハと商法第

352条ないし第363条に定める方

式により株式交換を行います。

② 株式交換の日 

株式交換の日は平成 17 年 11 月

16日とします。 

③株式交換に際して発行する株式お

よび割り当て 

  当社は株式会社ツルハとの株式

交換に際して、株式交換の日の前日

における最終の株式会社ツルハの

株主名簿に記載された株主のうち

当社を除く株主に対して、その所有

する株式会社ツルハの普通株式数

 

－  － 
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前中間会計期間 
（自 平成16年５月16日 
至 平成16年11月15日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年５月16日 
至 平成17年11月15日） 

前事業年度 
（自 平成16年５月16日 
至 平成17年５月15日） 

 

なお、承継会社である当社については、

商法第 374条ノ 23第 1項の簡易吸収分割

の要件を充足するものであり、商法第 374

条ノ 17 第 1 項の株主総会の承認を得ずに

行うものであります。 

③株式の割当 

株式会社ツルハは、当社の完全子会社で

あるため、本件会社分割に際して、株式の

割当は行いません。 

④分割により増加する資本の額等 

本件会社分割に際して、当社の資本金は

増加しません。 

⑤分割交付金 

本件会社分割に際して、分割交付金の

支払いは行いません。 

 

３ 公募による新株発行新株発行 

当社は、平成 18年 1月 13日開催の取締役会にお

いて、以下のとおり新株式の発行を決議し、平成

18年 2月 7日に払込が完了いたしました。 

   (1)募集の方法 

ブックビルディング方式による一般 

公募 

(2)発行する株式の種類及び数 

普通株式 1,991,300株 

(3)発行価額 

１株につき 4,286円 

(4)発行価額の総額 

            8,534,711千円 

(5)資本組入額 

１株につき 2,143円 

(6)資本組入額の総額 

     4,267,355千円 

(7)払込期日 
平成18年2月7日 

の合計に相当する数の普通株式を

発行し、その所有する株式会社ツ

ルハの普通株式１株につき当社の

株式１株の割合をもって割当交付

します。 

 

(2)株式会社ツルハの概要 

   代表者 取締役社長 鶴羽 樹 

資本金 41億円 

住所  札幌市東区北 24 条東 20 丁目

１番 21号 

① 主な事業内容 

  医薬品、化粧品、雑貨、育児用品

等の販売 

② 売上高および当期純利益 

（平成 17年 5月期）

      売上高   132,598,433千円

      当期純利益  3,835,089千円 

③ 資産、負債、資本の状況 

（平成 17年 5月 15日現在）

     資産合計    57,614,070千円

      負債合計   27,668,904千円 
     資本合計   29,945,165千円 

 

－  － 
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前中間会計期間 
（自 平成16年５月16日 
至 平成16年11月15日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年５月16日 
至 平成17年11月15日） 

前事業年度 
（自 平成16年５月16日 
至 平成17年５月15日） 

 

(8)配当起算日 

平成 17年 11月 16日 

(9)資金の使途 

      子会社投融資を通じて全額設備投

資資金に充当する予定であります。

 

４ 第三者割当による新株発行 

 当社は、平成 18年 1月 13日開催の取締役会に

おいて、下記の通り当社株式の第三者割当による

新株式の発行を決議し、平成 18年 2月 7日に払

込が完了いたしました。 

(1)割当先 

イオン株式会社 

(2)発行する株式の種類及び数 

普通株式    308,700株 

(3)発行価格 

１株につき 4,471円 

(4)発行価格の総額 

       1,380,197千円 

(5)資本組入額 

１株につき 2,143円 

(6)資本組入額の総額 

661,544千円 

(7)払込期日 

平成 18年 2月 7日 

(8)配当起算日 

平成 17年 11月 16日 

(9)資金使途 

子会社投融資を通じて全額設備投資資

金に充当する予定であります。 

 

 

 
 

－  － 
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前中間会計期間 
（自 平成16年５月16日 
至 平成16年11月15日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年５月16日 
至 平成17年11月15日） 

前事業年度 
（自 平成16年５月16日 
至 平成17年５月15日） 

 

この上記３、４の増資により、平成 18 年２月 7

日に発行済株式総数が 2,300,000 株、資本金が

4,928,900 千円、資本準備金が 4,986,009 千円増

加 し 、 そ の 結 果 、 発 行 済 株 式 総 数 が

21,474,494株、資本金が 5,440,380千円、資本準

備金が 30,850,059千円となりました。 

 

５ オーバーアロットメントによる売出し 

当社は、平成 18年 1月 13日開催の取締

役会において、以下のとおりオーバーアロ

ットメントによる当社株式の売出し（日興

シティグループ証券株式会社が当社株主

から借入れる当社普通株式 500,000株（上

限）の売出し）に関連して、第三者割当増

資（以下「本件第三者割当増資」という。）

を決議しております。ただしオーバーアロ

ットメントによる売出しが減少または売

出しそのものが中止される場合、シンジケ

ートカバー取引が行われる場合および安

定操作取引で買い付けた株式の全部また

は一部を借入株式の返却に充当する場合

があります。そのため、本件第三者割当増

資における発行数の全部または一部につ

き申し込みが行われず、その結果、失権に

より本件第三者割当増資における最終的

な発行数はその限度で減少し、または発行

そのものが全く行われない場合がありま

す。 

    なお、本件第三者割当増資の新株発行条

件は以下のとおりであります。 

(1)割当先 

日興シティグループ証券株式会社 

(2)発行する株式の種類及び数 

普通株式    上限 500,000株 

 

 

 

－  － 
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前中間会計期間 
（自 平成16年５月16日 
至 平成16年11月15日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年５月16日 
至 平成17年11月15日） 

前事業年度 
（自 平成16年５月16日 
至 平成17年５月15日） 

 

(3)発行価額 

１株につき 4,286円 

(4)発行価額の総額 

     上限 2,143,000千円 

(5)資本組入額 

１株につき 2,143円 

(6)資本組入額の総額 

上限 1,071,500千円 

(7)払込期日 

平成 18年 3月 8日 

(8)資金使途 

子会社投融資を通じて全額設備投資資

金に充当する予定であります。 

 

 
 
 

－  － 
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