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１．平成17年12月中間期の業績（平成17年７月１日～平成17年12月31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12月中間期 5,220 ( 0.7) 257 (△62.7) 249 (△63.4)

16年12月中間期 5,182 (10.6) 690 (△23.9) 682 (△24.6)

17年６月期 10,387 1,409 1,384

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

17年12月中間期 61 (△84.3) 1,007 48

16年12月中間期 394 (△24.1) 7,112 34

17年６月期 819 14,337 09

（注）①期中平均株式数 17年12月中間期 61,520株 16年12月中間期 55,524株 17年６月期 57,144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、対前年中間期増減率であります。

(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

円 銭 円 銭

17年12月中間期 　　　　―――――― 　　　　――――――

16年12月中間期 　　　　―――――― 　　　　――――――

17年６月期 　　　　―――――― 1,200 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12月中間期 6,608 5,215 78.9 84,781 02

16年12月中間期 5,278 3,512 66.5 62,840 71

17年６月期 6,962 5,190 74.5 84,368 84

（注）①期末発行済株式数 17年12月中間期 61,520株 16年12月中間期 55,896株 17年６月期 61,520株

②期末自己株式数 17年12月中間期 ―株 16年12月中間期 ―株 17年６月期 ―株

２．平成18年６月期の業績予想（平成17年７月１日～平成18年６月30日）  

 売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

期末  

  百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通　期 10,275  507  176  1,400 00 1,400 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　2,866円29銭
※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記１株当たり予
想当期純利益につきましては、平成18年１月19日付新株予約権行使（45株）後の発行済株式数61,565株に基づき計算
しております。
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５．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12月31日）

当中間会計期間末
（平成17年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年６月30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 ※１  2,055,505   2,355,935   2,789,214  

２ 受取手形   －   3,752   －  

３ 売掛金   779,398   820,830   864,313  

４ 有価証券   －   100,472   101,320  

５ たな卸資産   423,062   511,160   352,266  

６ 繰延税金資産   81,401   28,516   61,326  

７ 関係会社短期貸付金 ※３  156,253   144,000   168,000  

８ その他   55,629   80,556   96,565  

９ 貸倒引当金   △14,821   △19,653   △27,424  

流動資産合計   3,536,429 67.0  4,025,572 60.9  4,405,582 63.3

Ⅱ　固定資産           

１ 有形固定資産           

(1）建物  30,912   71,549   73,392   

減価償却累計額  6,338 24,574  13,866 57,683  9,667 63,725  

(2）車両運搬具  16,728   8,169   8,169   

減価償却累計額  8,246 8,481  6,120 2,048  5,731 2,437  

(3）工具器具備品  126,312   188,812   171,499   

減価償却累計額  60,558 65,754  92,180 96,632  77,486 94,012  

（4）建設仮勘定   13,044   －   －  

有形固定資産合計   111,855 2.1  156,364 2.4  160,176 2.3

２ 無形固定資産           

(1）ソフトウェア   107,162   328,616   343,076  

（2）ソフトウェア仮勘定   133,943   －   1,575  

無形固定資産合計   241,105 4.6  328,616 5.0  344,651 4.9

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券   842,740   986,157   874,970  

(2）関係会社株式   9,500   318,848   316,500  

(3）その他の関係会社有価
証券

  －   19,687   －  

(4）関係会社長期貸付金 ※３  448,500   629,500   744,000  

(5）敷金保証金   102,117   115,478   152,081  

(6）繰延税金資産   20,673   37,454   30,017  

(7）その他   14,100   3,000   3,500  

(8）貸倒引当金   △48,163   △12,401   △68,632  

投資その他の資産合計   1,389,467 26.3  2,097,725 31.7  2,052,437 29.5

固定資産合計   1,742,428 33.0  2,582,707 39.1  2,557,264 36.7

資産合計   5,278,857 100.0  6,608,279 100.0  6,962,847 100.0
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前中間会計期間末
（平成16年12月31日）

当中間会計期間末
（平成17年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年６月30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 買掛金   426,126   445,812   356,786  

２ 未払金   848,267   639,624   987,369  

３ 未払法人税等   276,497   54,679   230,735  

４ 賞与引当金   21,027   33,059   27,870  

５ 販売促進引当金   94,621   92,700   69,500  

６ その他 ※４  76,974   99,315   77,602  

流動負債合計   1,743,513 33.1  1,365,189 20.7  1,749,864 25.2

Ⅱ　固定負債           

１ 退職給付引当金   22,799   27,361   22,612  

固定負債合計   22,799 0.4  27,361 0.4  22,612 0.3

負債合計   1,766,313 33.5  1,392,550 21.1  1,772,476 25.5

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   562,799 10.6  1,176,259 17.8  1,176,259 16.9

Ⅱ　資本剰余金           

１ 資本準備金  743,501   1,356,961   1,356,961   

資本剰余金合計   743,501 14.1  1,356,961 20.5  1,356,961 19.5

Ⅲ　利益剰余金           

１ 任意積立金  1,820,635   2,566,437   1,820,635   

２ 中間（当期）未処分利益  408,012   74,739   832,385   

利益剰余金合計   2,228,648 42.2  2,641,177 40.0  2,653,021 38.1

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   △22,405 △0.4  41,329 0.6  4,128 0.0

資本合計   3,512,544 66.5  5,215,728 78.9  5,190,370 74.5

負債資本合計   5,278,857 100.0  6,608,279 100.0  6,962,847 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30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   5,182,904 100.0  5,220,922 100.0  10,387,623 100.0

Ⅱ　売上原価   967,394 18.7  1,579,704 30.3  2,035,096 19.6

売上総利益   4,215,509 81.3  3,641,217 69.7  8,352,526 80.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費   3,525,475 68.0  3,383,588 64.8  6,942,733 66.8

営業利益   690,033 13.3  257,629 4.9  1,409,793 13.6

Ⅳ　営業外収益 ※１  5,685 0.1  12,892 0.3  23,113 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  13,437 0.2  21,026 0.4  48,262 0.5

経常利益   682,281 13.2  249,495 4.8  1,384,645 13.3

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  58,324 1.1  1,267 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４  8,212 0.2  152,829 2.9  66,144 0.6

税引前中間（当期）純利
益

  674,069 13.0  154,990 3.0  1,319,767 12.7

法人税、住民税及び事業
税

 271,173   49,678   499,785   

法人税等調整額  7,989 279,163 5.4 43,331 93,010 1.8 703 500,489 4.8

中間（当期）純利益   394,905 7.6  61,979 1.2  819,278 7.9

前期繰越利益   13,106   12,759   13,106  

中間（当期）未処分利益   408,012   74,739   832,385  
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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

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

その他有価証券

時価のあるもの

その他有価証券

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（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（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

移動平均法による原価法

時価のないもの

移動平均法による原価法

なお、投資事業組合等への出資金

については、組合等の事業年度に

係る財務諸表及び中間財務諸表に

基づいて、組合等の損益のうち持

分相当額を純額で計上しておりま

す。

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2）たな卸資産

商品

総平均法による原価法

(2）たな卸資産

商品

同左

(2）たな卸資産

商品

同左

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定率法

(1）有形固定資産

定率法

(1）有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用しております。

　主な耐用年数は、次のとおりであり

ます。

　ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用しております。

　主な耐用年数は、次のとおりであり

ます。 

　ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用しております。

　主な耐用年数は、次のとおりであり

ます。 

建物　　　　　　　　　３～18年

車両運搬具　　　　　　　　６年

工具器具備品　　　　　３～８年

建物　　　　　　　　　３～18年

車両運搬具　　　　　　　　６年

工具器具備品　　　　　３～15年

建物　　　　　　　　　３～18年 

車両運搬具　　　　　　　　６年 

工具器具備品　　　　　３～８年 

(2）無形固定資産

定額法

  なお、ソフトウェア（自社利用）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。

(2）無形固定資産

同左

 

(2）無形固定資産

同左

 

 

(3）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左

３．繰延資産の処理方法

新株発行費

　支出時に全額費用処理しております。

３．繰延資産の処理方法

新株発行費

　同左

３．繰延資産の処理方法

新株発行費

同左

－ 5 －



前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

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

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に

備えるため、支給見込額に基づき計上し

ております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

(3）販売促進引当金

　販売促進を目的とするポイント制度に

基づき、顧客に付与したポイントの利用

に備えるため、過去実績率に基づき将来

利用されると見込まれる額を計上してお

ります。

(3）販売促進引当金

同左

(3）販売促進引当金

同左 

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当中

間会計期間末における退職給付債務に基

づき計上しております。

(4）退職給付引当金

同左

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務に基づき計上し

ております。

５．その他中間財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

５．その他中間財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項

(1）消費税等の会計処理

同左

５．その他財務諸表作成のための基本となる重

要な事項

(1）消費税等の会計処理

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７月１日

　　至　平成16年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30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。

 

 

 

 ――――――――

  表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

 

 

 

 ――――――――

 

　

 

 ――――――――

 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平

成16年法律第97号）により、証券取引法第２条

第２項において、投資事業有限責任組合及びこ

れに類する組合への出資を有価証券とみなすこ

ととされたことに伴い、前事業年度まで投資そ

の他の資産の「その他」に含めていた投資事業

組合への出資金を、当事業年度より「投資有価

証券」に計上しております。この変更により

「投資有価証券」は10百万円増加し、投資その

他の資産の「その他」は同額減少しております。
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追加情報

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

 

 

――――――――

 

 

 

２．「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日以降に開始す

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

計算書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

税のうち付加価値割及び資本割部分につい

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5,871

千円増加し、営業利益、経常利益及び税引

前中間純利益が、5,871千円減少しておりま

す。

 

 

――――――――

 

 

 

 

 

――――――――

 

 

 

 

 

１．従来、貸倒引当金繰入額のうち、営業外

債権に係る貸倒引当金繰入額については、

重要性が低かったため、販売費及び一般管

理費に含めて表示しておりましたが、当事

業年度より重要性が増したため、営業外費

用にて表示することといたしました。

２．「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日以降に開始す

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

書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

うち付加価値割及び資本割部分については

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8,585

千円増加し、営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益が、8,585千円減少しておりま

す。

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12月31日）

当中間会計期間末
（平成17年12月31日）

前事業年度
（平成17年６月30日）

※１．

――――――――

※１．下記の資産は、営業保証金の代用等とし

て質権の設定を行っております。

　現金及び預金（定期預金）400千円

 

※１．同左

 

２．運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行４行と当座貸越契約及び貸出コミット

メントライン契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当中間会計期間末の借入

未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額

及び貸出コミッ

トメントライン

契約の総額

2,000,000千円

借入実行残高 　－千円

差引額 2,000,000千円

２．運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行４行と当座貸越契約及び貸出コミット

メントライン契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当中間会計期間末の借入

未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額

及び貸出コミッ

トメントライン

契約の総額

3,000,000千円

借入実行残高 　－千円

差引額 3,000,000千円

２．運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行４行と当座貸越契約及び貸出コミット

メントライン契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当事業年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額

及び貸出コミッ

トメントライン

契約の総額

2,000,000千円

借入実行残高 　－千円

差引額 2,000,000千円

※３．従来、一年内回収予定の長期貸付金を投

資その他の資産の「長期貸付金」に含めて

表示しておりましたが、重要性が増したた

め、前事業年度より流動資産の「関係会社

短期貸付金」として表示しております。

　

※３．

――――――――

※３．

――――――――

 ※４．消費税等の取扱い  ※４．消費税等の取扱い  ※４．消費税等の取扱い

　仮払消費税及び仮受消費税等は相殺の

うえ、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。

　同左 ――――――――
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目

受取利息 5,426千円 受取利息 10,907千円 受取利息

検品再生協力金

17,482千円

4,551千円

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目

コミットメントライン

費用

9,767千円 投資組合出資金運用損

コミットメントライン

費用

10,952千円

9,940千円

新株発行費償却

コミットメントライン

費用

11,710千円

18,673千円

 ※３．  ※３．特別利益の主要項目　 ※３．特別利益の主要項目

―――――――― 貸倒引当金戻入益 56,506千円 固定資産売却益 1,267千円

※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目

子会社整理損 8,212千円 固定資産除却損

移転費用

投資有価証券評価損

抱合株式評価損

3,709千円

12,267千円

71,472千円

65,380千円

固定資産除却損

たな卸資産廃棄損

42,711千円

15,220千円

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 17,355千円

無形固定資産 12,492千円

長期前払費用 600千円

有形固定資産 26,446千円

無形固定資産 40,320千円

長期前払費用 600千円

有形固定資産 44,910千円

無形固定資産 48,254千円

長期前払費用 1,200千円

（リース取引）

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

リース取引を利用しておりませんので、該当

事項はありません。

同左 同左

（有価証券）

前中間会計期間末（平成16年12月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

 

当中間会計期間末（平成17年12月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

 

前事業年度末（平成17年６月30日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

 

 

  （当中間期中の発行済株式数の増減）

 　　 当中間会計期間において、発行済株式数の増減はありません。

 

    （継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況）

　　前中間会計期間（自　平成16年７月１日　至　平成16年12月31日）  

　　　該当事項はありません。

　

　　当中間会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）  

　　　該当事項はありません。

 

　　前事業年度（自　平成16年７月１日　至　平成17年６月30日）  

　　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間

（自　平成16年７月１日

至　平成16年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前事業年度

（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

１株当たり純資産額 62,840円71銭

１株当たり中間純利益 7,112円34銭

潜在株式調整後
１株当たり中間純利益

6,709円01銭

１株当たり純資産額 84,781円02銭

１株当たり中間純利益 1,007円48銭

潜在株式調整後
１株当たり中間純利益

960円57銭

１株当たり純資産額 84,368円84銭

１株当たり当期純利益 14,337円09銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

13,599円34銭

　当社は、平成16年８月20日付で株式１株に

つき３株の株式分割を行っております。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

のとおりになります。

 

 ――――――――

　当社は、平成16年８月20日付で株式１株に

つき３株の株式分割を行っております。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

のとおりになります。

（前事業年度）  

　１株当たり純資産額 57,110円56銭

　１株当たり当期純利益 15,647円47銭

　潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

14,534円10銭

（前事業年度）  

　１株当たり純資産額 57,110円56銭

　１株当たり当期純利益 15,647円47銭

　潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

14,534円10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。

項目

前中間会計期間

(自　平成16年７月１日

至　平成16年12月31日)

当中間会計期間

(自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日)

前事業年度

(自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 394,905 61,979 819,278

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） （－） 　（－） （－）

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 394,905 61,979 819,278

期中平均株式数（株） 55,524 61,520 57,144

    

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） 3,338 3,004 3,100

（うち新株予約権） （3,338） （3,004） （3,100）

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1,250個）

新株予約権１種類

（新株予約権の数1,750個）
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（重要な後発事象）

前中間会計期間

（自　平成16年７月１日

至　平成16年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前事業年度

（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

１．株式会社アウトレットプラザの株式取得

及び貸付金

　平成17年１月26日開催の取締役会において、

株式会社アウトレットプラザの株式を取得し、

子会社とすること及び子会社支援のための債

権譲受による貸付金の実行に関し、次のとお

り決議いたしました。また株式譲渡契約及び

債権譲渡契約に関しましては平成17年１月27

日に締結しております。なお、株式取得資金

及び債権譲受資金につきましては、全額自己

資金によりました。

（1）株式取得の理由

当社は、将来的な事業構想として、共同

運用のデータベースを基盤とし、多様な商

材を揃えた通信販売によるショッピング・

モール型の事業を検討しております。かか

るショッピング・モール型の事業実現に鑑

み、当社は、商品の拡充・データベースの

拡大・インフラ機能の拡充等が事業基盤と

して必要であるものと認識しており、業務

提携・資本提携・Ｍ＆Ａ等を視野に入れ、

現在、かかる事業基盤に必要な機能を提供

できる企業の選定及び分析等を重ねており

ます。

　将来的な事業基盤の構築の一環として、

当社は、株式会社アウトレットプラザの全

発行済株式を株式会社ケイエムインベスト

メントより取得いたしました。なお、当社

は、今後とも将来的な事業構想の実現に向

けて邁進する所存であります。

１．株式会社コマースニジュウイチの第三者

割当増資引受

平成18年１月10日、当社は連結子会社であ

る株式会社コマースニジュウイチが実施する

第三者割当増資により発行する67,874株を引

受けました。

（1）目的

ＥＣ市場に対する事業強化などの観点か

ら、平成17年12月５日に発行済株式の

57.9％を取得し、株式会社コマースニジュ

ウイチが実施する第三者割当増資を引受け

ました。

（2）第三者割当により取得する株式等

取得株式数　　

67,874株（所有割合64.2％）

取得価額　　　　

30,000千円

（3）業績に与える影響

当社の平成18年６月期の業績に与える影

響は軽微であります。

１．平成17年５月13日開催の取締役会に基づ

き、平成17年７月１日付で連結子会社であ

る有限会社ジモス酒蔵（100％出資）を簡易

合併制度に基づき吸収合併いたしました。

（1）合併の目的

当社100％子会社の有限会社ジモス酒蔵

の経営資源を当社に統合し、当社グループ

全体の効率化を図るためであります。

 （2）合併期日

平成17年７月１日

 （3）合併の形式

当社を存続会社として有限会社ジモス酒

蔵を消滅会社とする吸収合併とし、合併に

よる新株の発行及び資本金の増加は行いま

せん。

 （4）財産の引継

合併期日において有限会社ジモス酒蔵の

資産・負債及び権利義務の一切を引き継ぎ

ました。なお、有限会社ジモス酒蔵の平

成17年６月30日現在の財政状態は次のとお

りであります。

資産合計 463,293千円

負債合計 431,673千円

資本合計 31,619千円

（2）子会社となる会社の概要

① 商号

 株式会社アウトレットプラザ

② 事業内容

ＰＣ、電気製品及びゴルフ用品等の

ネット販売及び卸売

③ 設立年月日

平成12年８月１日

④ 本店所在地

東京都千代田区神田須田町二丁目７

番地３

⑤ 代表者

 代表取締役社長　山口　誠司

⑥ 資本金

15,000千円

⑦ 従業員数

14名

⑧ 大株主構成及び所有割合

株式会社ケイエムインベストメント　

300株（100％）

⑨ 発行済株式総数

300株

⑩ 決算期

６月30日

⑪ 主な事業所

本社のみ

⑫ 売上高（実績）

平成16年６月期　4,246,501千円

２．当社は、平成17年８月12日開催の取締役

会においてアイ・キャピタル証券株式会社

との共同出資による投資事業組合の設立を

決議いたしました。

（1）目的

当社とシナジーを発揮する企業の発掘、

選定、調査等の効率化を図るため。

（2）名称

ＪＤＭ投資事業組合

（3）設立年月日

平成17年８月24日

（4）出資金

31,000千円

（5）出資構成 

当社 30,000千円

アイ・キャピタル証券

株式会社
1,000千円

（6）投資先

 株式会社ナチュラルアート
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前中間会計期間

（自　平成16年７月１日

至　平成16年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前事業年度

（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

（3）株式の取得先 

 ① 商号

 株式会社ケイエムインベストメント

② 代表者 

代表取締役社長　高橋　仁

③ 本店所在地

東京都杉並区高円寺北二丁目39番

④ 主な事業内容

投資業

⑤ 当社との資本関係、人的関係、取引

関係等の概要

資本関係　なし

人的関係　なし 

取引関係　なし

（4）異動の前後における当社の所有に係る

子会社の議決権の数及びその議決権の総

数に対する割合

① 当社所有議決権数

異動前　　0個　異動後　300個

（当社所有株式数）

異動前　　0株　異動後　300株

② 議決権の総数

異動前　300個　異動後　300個

（発行済株式総数）

異動前　300株　異動後　300株

③ 議決権の総数に対する割合

異動前　　0％　異動後　100％

（発行済株式総数に対する割合）

異動前　　0％　異動後　100％

（5）異動の内容及び年月日

① 内容

株式会社ケイエムインベストメント

（住所：東京都杉並区　代表取締役

社長：高橋　仁）より株式会社アウ

トレットプラザの普通株式300株（発

行済株式総数の全て）を取得いたし

ました。

② 異動年月日

平成17年１月27日

（6）譲受金額

210,000千円

（7）異動の目的

将来的な事業基盤の構築の一環として、

当社は、株式会社アウトレットプラザの

全発行済株式を株式会社ケイエムインベ

ストメントより取得いたしました。

（8）財政状態に与える影響

当社の平成17年６月期の財政状態に与

える影響に関しましては、当該時点での

株式会社アウトレットプラザの利益計画

や財政状態を勘案し、必要に応じて相当

額の評価減を行う予定であります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．平成16年９月29日開催の当社第６回定時

株主総会で決議した商法第280条の20及び商

法第280条の21の規定に基づくストック・オ

プションとしての新株予約権の発行につい

て、平成17年８月31日開催の取締役会にお

いて具体的な内容を決議し、下記のとおり

発行いたしました。 

（1）発行した新株予約権 

1,250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　1,250株

 （3）新株予約権の発行価額

 無償

 （4）権利行使時の１株当たり払込金額

  １株につき　435,385円

 （5）権利行使期間

　平成18年10月１日から平成23年９月30日

 （6）新株予約権の割当てを受けた者及び数

   当社及び当社子会社の取締役及び従業員

　合計28名
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前中間会計期間

（自　平成16年７月１日

至　平成16年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前事業年度

（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

（9）株式会社アウトレットプラザへの貸付金

株式会社ケイエムインベストメントと

当社との間で平成17年１月27日に債権譲

渡契約が締結されており、当社は株式会

社ケイエムインベストメントが有する株

式会社アウトレットプラザの貸付金

386,500千円を譲り受けております。これ

は子会社支援のために実行したものであ

ります。

 

 

 

２．新株予約権の発行

　平成17年１月26日開催の取締役会において、

商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21並びに

平成16年９月29日開催の定時株主総会決議に

基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社

子会社の取締役に対し次のとおりストック・

オプションとして無償で新株予約権を発行す

ることを決議いたしました。

（1）新株予約権の発行日

 平成17年１月26日

（2）新株予約権の発行数

1,750個

（3）新株予約権の発行価額

無償

（4）新株予約権の目的たる株式の種類及び数

普通株式1,750株

（5）新株予約権の行使に際しての払込金額

１株につき279,000円

（6）新株予約権の行使により発行する株式

の発行価額の総額

488,250,000円

（7）新株予約権の行使期間

平成18年10月１日から

平成23年９月30日

（8）新株予約権の行使により新株を発行す

る場合の発行価額のうち資本に組入れな

い額

総額244,125,000円

（１株につき139,500円）

（9）新株予約権の割当対象者数

当社の取締役及び従業員並びに

当社子会社の取締役　40名
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前中間会計期間

（自　平成16年７月１日

至　平成16年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前事業年度

（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

３．業務・資本提携

　当社は、今後、拡大が予想されるモバイル

コマース事業に本格的に参入し、お客様との

接点を拡充し、通信販売業界における競争力

の強化を図るために、平成17年３月１日、株

式会社サイバードと戦略的な業務提携及び資

本提携を行うことにつき合意いたしました。

（1）業務提携先の概要

① 商号

株式会社サイバード

② 事業内容

インターネット対応携帯電話向けコ

ンテンツサービス、モバイル活用型

企業向けマーケティング、ｅコマー

ス、クロスメディア・ソリューショ

ンの開発・提供

③ 設立年月日

平成10年９月29日

④ 本店所在地

東京都港区六本木６-10-１

⑤ 代表者

堀　主知ロバート

 ⑥ 資本金

32億3,071万円

（平成16年９月末現在）

⑦ 従業員数

327名

（連結、平成16年９月末現在）

⑧ 大株主構成及び持株比率

堀　主知ロバート

（代表取締役社長）13.33％

⑨ 売上高

10,713百万円（平成16年３月期連結）

⑩ 経常利益

596百万円（平成16年３月期連結）

（注）平成17年２月28日現在、資本関係、

人的関係はありません。

（2）資本提携の内容

 ① 平成17年３月２日

株式会社サイバードは、当社の既存

株主より合計4,810株の普通株式を取引

所有価証券市場外取引により譲り受け

ました。

② 平成17年３月23日

　株式会社サイバードは、当社が第三

者割当により発行する普通株式4,850株

の引受けを実施いたしました。
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前中間会計期間

（自　平成16年７月１日

至　平成16年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前事業年度

（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

（3）新株式の発行

　平成17年３月１日開催の取締役会に

おいて、次のとおり第三者割当による

新株式の発行を決議いたしました。

① 発行新株式数

普通株式　4,850株

② 発行価額

１株につき　金243,200円

③ 発行価額の総額

1,179,520,000円

④ 資本組入額

１株につき　金121,600円

⑤ 資本組入額の総額

589,760,000円

⑥ 申込期日

平成17年３月22日

⑦ 払込期日

平成17年３月23日

⑧ 配当起算日

平成17年１月１日

⑨ 新株券交付日

平成17年３月24日

⑩ 割当先及び割当株式数

株式会社サイバード　4,850株

⑪ 発行済株式総数の推移

（資本金の推移）

現在の発行済株式総数

55,896株（平成16年12月31日現在）

（平成16年12月31日現在の資本金

562,799千円）

今回の増加株式数

4,850株

（増加資本金　589,760千円）

増資後発行済株式総数

60,746株

（増加後資本金　1,152,559千円）

⑫ 資金の使途

運転資金
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