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平成17年12月期     個別財務諸表の概要          平成18年２月24日 
 

上 場 会 社 名        セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社   上場取引所    東証マザーズ 

コ ー ド 番 号        2392                                         本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.securedcapital.co.jp/ ） 
代  表  者 役職名 代表取締役会長兼社長  氏名 髙梨 勝也 
問合せ先責任者 役職名 執行役員管理本部長   氏名 菅井  毅  ＴＥＬ (03)5776－1300 
決算取締役会開催日 平成18年２月24日       中間配当制度の有無           有 
配当支払開始予定日 平成18年３月31日       定時株主総会開催日 平成18年３月30日 
単元株制度採用の有無 無 
 
１． 平成 17 年 12 月期の業績(平成 17 年１月１日～平成 17 年 12 月 31 日) 
(1)経営成績                               （百万円未満切捨て） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

17年12月期 
16年12月期 

2,348 
2,243 

4.7
53.0

215
233

△7.6
334.8

691 
173 

299.1
224.2

 
 

当期純利益 
1 株 当 た り
当 期 純 利 益

潜在 株式 調整 後

１株当たり当期純利益

株 主 資 本 

当期純利益率 
総 資 本 

経常利益率 
売 上 高

経常利益率

 百万円   ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

17年12月期 
16年12月期 

589
87

573.7 
263.9 

5,027 37
2,465 36

4,234 12
1,959 50

21.1 
5.6 

20.3 
8.4 

29.4
7.7

(注) ①期中平均株式数 17年12月期  117,160株    16年12月期  35,462株 
     ②会計処理の方法の変更   有 
     ③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2)配当状況 

1株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 

配当金総額 
(年 間) 

配当性向 
株主資本 
配 当 率     

  円 銭 円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

17年12月期 
16年12月期 

1,000 00 
0 00 

0 00
0 00

1,000 00
0 00

118
0

19.9 
－ 

3.8
－

 
(3)財政状態 

 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月期 
16年12月期 

3,991 
2,834 

3,121 
2,457 

78.2 
86.7 

26,303 13 
63,929 92 

(注) ①期末発行済株式数   17年12月期  118,671株    16年12月期  38,441株 
     ②期末自己株式数     17年12月期    8.85株    16年12月期   2.95株 
 
２．平成18年12月期の業績予想（平成18年１月１日～平成18年12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 3,000 1,500 1,300 0 00 1,000 00 1,000 00

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 10,954円66銭 
 
 

 
※業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで判断したものであり、リスクや不
確定な要素等の要因が含まれており、実際の成果や業績等は記載の予想とは異なる可能性があります。 



― 2 ― 

１ 【個別財務諸表】 

(1)【貸借対照表】 

 

  
前事業年度 

平成16年12月31日 
当事業年度 

平成17年12月31日 
増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  1,459,118 452,135  △1,006,982

２ 売掛金 ※１ 101,349 128,890  27,540

３ 前払費用  21,713 38,432  16,719

４ 未収入金  156,607 149,113  △7,493

５ 繰延税金資産  17,530 22,716  5,186

６ 未収還付法人税等  ― 54,207  54,207

７ その他  4,075 542  △3,533

流動資産合計  1,760,394 62.1 846,038 21.2 △914,356

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物  33,537 60,168   

減価償却累計額  △8,297 25,239 △13,572 46,595  21,356

(2) 車両及び運搬具  7,697 ―   

減価償却累計額  △4,317 3,380 ― ―  △3,380

(3) 工具器具及び備品  54,223 80,393   

減価償却累計額  △34,008 20,215 △41,587 38,805  18,590

有形固定資産合計  48,834 1.7 85,401 2.1 36,566

２ 無形固定資産    

(1) ソフトウェア  2,362 9,551  7,188

無形固定資産合計  2,362 0.1 9,551 0.2 7,188

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  327,461 2,212,469  1,885,008

(2) 関係会社株式  490,197 490,197  ―

(3) 関係会社出資金  54,400 131,966  77,566

(4) 敷金及び保証金  147,362 215,410  68,047

(5) 繰延税金資産  3,271 ―  △3,271

投資その他の資産合計  1,022,692 36.1 3,050,043 76.5 2,027,350

固定資産合計  1,073,890 37.9 3,144,996 78.8 2,071,106

資産合計  2,834,285 100.0 3,991,034 100.0 1,156,749
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前事業年度 

平成16年12月31日 
当事業年度 

平成17年12月31日 
増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円)

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債    

１ 未払金 ※１ 235,614 91,275  △144,339

２ 未払消費税等  22,230 10,772  △11,458

３ 未払法人税等  78,442 26,459  △51,982

４ 前受金 ※１ ― 675,758  675,758

５ 預り金  21,969 33,462  11,493

６ 賞与引当金  15,000 25,000  10,000

７ その他  3,497 2,850  △647

流動負債合計  376,755 13.3 865,579 21.7 488,824

Ⅱ 固定負債    

１ 繰延税金負債  ― 4,036  4,036

固定負債合計  ― ― 4,036 0.1 4,036

負債合計  376,755 13.3 869,616 21.8 492,860

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※４ 1,140,630 40.2 1,173,200 29.3 32,569

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  1,109,760 1,141,691  31,930

資本剰余金合計  1,109,760 39.2 1,141,691 28.6 31,930

Ⅲ 利益剰余金    

１ 当期未処分利益  216,615 805,624  589,009

利益剰余金合計  216,615 7.6 805,624 20.2 589,009

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

 △4,015 △0.1 6,363 0.2 10,378

Ⅴ 自己株式 ※５ △5,461 △0.2 △5,461 △0.1 ―

資本合計  2,457,530 86.7 3,121,418 78.2 663,888

負債及び資本合計  2,834,285 100.0 3,991,034 100.0 1,156,749
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(2)【損益計算書】 

 

  
前事業年度 

自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日 

当事業年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円)

Ⅰ 売上高 ※１ 2,243,055 100.0 2,348,624 100.0 105,568

Ⅱ 販売費及び一般管理費 ※1.2 2,009,997 89.6 2,133,309 90.8 123,311

営業利益  233,057 10.4 215,315 9.2 △17,742

Ⅲ 営業外収益    

１ 受取利息  1,858 2,097   

２ 受取配当金 ※１ 5,141 480,000   

３ 匿名組合分配益  2,723 ―   

４ その他  1,307 11,031 0.5 385 482,482 20.5 471,451

Ⅳ 営業外費用    

１ 支払利息 ※１ 2,806 375   

２ 新株発行費  33,506 4,589   

３ 上場関連費用  33,232 ―   

４ 為替差損  ― 1,648   

５ その他  1,358 70,905 3.2 ― 6,613 0.3 △64,291

経常利益  173,184 7.7 691,184 29.4 518,000

Ⅴ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※３ ― ― ― 159 159 0.0 159

Ⅴ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※４ 523 2,015   

２ 関係会社出資金売却損  ― 523 0.0 569 2,585 0.1 2,061

税引前当期純利益  172,660 7.7 688,758 29.3 516,097

法人税、住民税 
及び事業税 

 92,125 104,692   

法人税等調整額  △6,890 85,234 3.8 △4,943 99,749 4.2 14,514

当期純利益  87,425 3.9 589,009 25.1 501,583

前期繰越利益  129,189 216,615  87,425

当期未処分利益  216,615 805,624  589,009
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(3)【利益処分計算書（案）】 

 

  
前事業年度 

自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日 

当事業年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  216,615  805,624

Ⅱ 利益処分額   

１ 配当金  ― ― 118,671 118,671

Ⅲ 次期繰越利益  216,615  686,953
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重要な会計方針 

 

項目 

前事業年度 

自 平成16年１月１日 

至 平成16年12月31日 

当事業年度 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社株式 

総平均法による原価法 

(2) その他有価証券 

時価のないもの 

総平均法による原価法 

(外貨建その他有価証券は、決算

日直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は評価差額として処理

しております。また評価差額は全部

資本直入法により処理しておりま

す。)  

(匿名組合出資金は個別法によっ

ており、詳細は「７ (1) 匿名組合

出資金の会計処理」に記載しており

ます。) 

 

(1) 子会社株式 

同左 

(2) その他有価証券 

時価のないもの 

総平均法による原価法 

(外貨建その他有価証券は、決算

日直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は評価差額として処理

しております。また評価差額は全部

資本直入法により処理しておりま

す。) 

(匿名組合出資金は個別法によっ

ており、詳細は「７ (1) 匿名組合

出資金の会計処理」に記載しており

ます。) 

(投資事業有限責任組合及びそれ

に類する組合への出資（証券取引法

第２条第２項により有価証券とみな

されるもの）については、持分相当

額を純額で取り込む方法によってお

ります。) 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物(建物附属設備は除く)に

ついては、定額法により償却してお

ります。 

なお、主な耐用年数は、建物15

年、車両及び運搬具６年、工具器具

及び備品４～８年であります。 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

定額法によっております。 

ただし、ソフトウェア(自社利用

分)については、社内における見込

利用可能期間(５年)に基づき定額法

により償却しております。 

(2) 無形固定資産 

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。 

新株発行費 

同左 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

売上債権等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

倒れ実績率により、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。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当期の

負担額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 



― 7 ― 

 

項目 

前事業年度 

自 平成16年１月１日 

至 平成16年12月31日 

当事業年度 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日 

５ 外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。

同左 

６ 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

によっております。 

同左 

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1) 匿名組合出資金の会計処理 

匿名組合出資を行うに際して、匿名

組合の財産の持分相当額を「投資有価

証券」として計上しております。 

匿名組合への出資時に「投資有価証

券」を計上し、匿名組合が獲得した純

損益の持分相当額については「匿名組

合分配損益」に計上するとともに同額

を「投資有価証券」に加減し、投資先

の営業者からの出資金の払い戻しにつ

いては、「投資有価証券」を減額させ

ております。 

(1) 匿名組合出資金の会計処理 

匿名組合出資を行うに際して、匿名

組合の財産の持分相当額を「投資有価

証券」として計上しております。 

匿名組合への出資時に「投資有価証

券」を計上し、匿名組合が獲得した純

損益の持分相当額については「売上

高」に計上するとともに同額を「投資

有価証券」に加減し、投資先の営業者

からの出資金の払い戻しについては、

「投資有価証券」を減額させておりま

す。 

 (2) 消費税等の会計処理 

税抜方式により処理しております。

(2) 消費税等の会計処理 

同左 

 

会計処理の変更 

 

前事業年度 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日 

当事業年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

 

―――――――― 

 

従来、共同投資による収益は営業外収益に計上してお

りましたが、当事業年度より売上高に含めて計上してお

ります。この変更は、新たなファンドの組成等による共

同投資の増加により、共同投資を主たる業務活動の一環

として位置づけ、損益区分において営業活動の成果をよ

り適正に表示するために行ったものであります。 

 この結果、従来と同一の方法によった場合と比較し

て、売上高及び営業利益はそれぞれ55,657千円増加

し、営業外収益は同額減少しましたが、経常利益及び

税引前当期純利益に与える影響はありません。 

 

表示方法の変更 

 

前事業年度 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日 

当事業年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

前事業年度において区分掲記していた「新株予約権

戻入益」（当事業年度51千円）は、営業外収益の総額

の100分の10以下であるため、当事業年度においては営

業外収益の「その他」に含めて表示しております。 

 

「為替差損」は営業外費用の総額の100分の10を超え

たため、区分掲記することとしました。なお、前事業

年度は営業外費用の「その他」に1,167千円含まれてお

ります。 
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追加情報 

 

前事業年度 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日 

当事業年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12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、当事業年度より「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8,847千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が同額減

少しております。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

前事業年度 
平成16年12月31日 

当事業年度 
平成17年12月31日 

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

売掛金 70,091千円

未払金 107,841千円
 

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

売掛金 125,998千円

前受金 675,758千円
 

２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要

取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。

当座貸越限度額 500,000千円

貸出実行残高 ―千円
 

２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要

取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。

当座貸越限度額 1,300,000千円

貸出実行残高 ―千円
 

３         ―――― 

 

３ 不動産売買契約に伴う偶発債務は、以下のとおり

であります。 

違約金支払義務 255,000千円
 

※４ 会社が発行する株式 

 普通株式 90,000株

発行済株式総数 

 普通株式 38,443.95株
 

※４ 会社が発行する株式 

 普通株式 270,000株

発行済株式総数 

 普通株式 118,679.85株
 

※５ 自己株式の保有数 

 普通株式 2.95株
 

※５ 自己株式の保有数 

 普通株式 8.85株
 

 

(損益計算書関係) 

 

前事業年度 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日 

当事業年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

売上高 1,833,146千円

販売費及び一般管理費 374,002千円

支払利息 2,504千円
 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

売上高 2,214,353千円

販売費及び一般管理費 45,384千円

受取配当金 480,000千円
 

※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

調査費 13,369千円

役員報酬 159,317千円

給与手当 671,856千円

賞与 185,765千円

賞与引当金繰入額 15,000千円

顧問料 84,038千円

交際費・会議費 30,314千円

地代家賃 107,065千円

業務委託手数料 374,002千円

減価償却費 13,746千円
 

※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

調査費 8,921千円

役員報酬 147,514千円

給与手当 813,294千円

賞与 312,110千円

賞与引当金繰入額 25,000千円

顧問料 97,693千円

交際費・会議費 49,275千円

地代家賃 142,484千円

業務委託手数料 45,384千円

減価償却費 20,194千円
 

※３         ―――― 

 

※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

車両及び運搬具 159千円
 

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

工具器具及び備品 523千円
 

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

工具器具及び備品 2,015千円
 

 



― 10 ― 

(リース取引関係) 

 

前事業年度 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日 

当事業年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12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・リース取引に係る注記 

 

リース取引は重要性が低いため注記を省略しておりま

す。 

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・リース取引に係る注記 

 

同左 

 

(有価証券関係) 

前事業年度（自平成16年１月１日 至平成16年12月31日） 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

当事業年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日） 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

(当期中の発行済株式数の増加) 

 

発行年月日 発行形態 発行株式数（株) 発行価格（千円) 資本組入額（千円)

平成17年1月31日 
新株予約権の行使 

(ストックオプション)
153 8,843 4,465 

平成17年2月28日 
新株予約権の行使 

(ストックオプション)
189 10,923 5,515 

平成17年3月31日 
新株予約権の行使 

(ストックオプション)
27 1,560 787 

平成17年4月30日 
新株予約権の行使 

(ストックオプション)
90 5,201 2,626 

平成17年7月31日 
新株予約権の行使 

(ストックオプション)
1,161 22,366 11,294 

平成17年8月19日 株式分割（１：３） 77,805.90 － － 

平成17年8月31日 
新株予約権の行使 

(ストックオプション)
108 2,080 1,050 

平成17年9月30日 
新株予約権の行使 

(ストックオプション)
621 11,963 6,041 

平成17年10月31日 
新株予約権の行使 

(ストックオプション)
54 1,040 525 

平成17年11月30日 
新株予約権の行使 

(ストックオプション)
27 520 262 
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(税効果会計関係) 

 

前事業年度 
平成16年12月31日 

当事業年度 
平成17年12月31日 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の

内訳 

(繰延税金資産) 

(流動資産) 

未払事業税 6,762千円

未払費用 4,166千円

賞与引当金損金算入限度超過額 6,075千円

その他 526千円

繰延税金資産(流動)合計 17,530千円

 

(固定資産) 

減価償却費繰入限度超過額 538千円

その他有価証券評価差額金 2,732千円

繰延税金資産(固定)合計 3,271千円
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の

内訳 

(繰延税金資産) 

(流動資産) 

未払事業税 7,054千円

未払費用 4,743千円

賞与引当金損金算入限度超過額 10,175千円

その他 743千円

繰延税金資産(流動)合計 22,716千円

 

(固定資産) 

減価償却費繰入限度超過額 295千円

繰延税金負債(固定)との相殺 △295千円

繰延税金資産(固定)合計 -千円

 

(繰延税金負債) 

(固定負債) 

その他有価証券評価差額金 4,331千円

繰延税金資産(固定)との相殺 △295千円

繰延税金負債(固定)合計 4,036千円

 
 

２ 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳 
  

法定実効税率 42.1％

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

7.2 

役員賞与否認 0.8 

住民税均等割 0.6 

延滞税等 0.2 

その他 △1.5 

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

49.4 

  

２ 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳 
   

法定実効税率 40.7％

交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

2.4 

役員賞与否認 0.3 

住民税均等割 0.1 

子会社配当金の益金不算入 △28.3 

その他 △0.7 

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

14.5 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
前事業年度 

自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日 

当事業年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

１株当たり純資産額 63,929円92銭 26,303円13銭

１株当たり当期純利益 2,465円36銭 5,027円37銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

1,959円50銭 4,234円12銭

(注)１ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 

  
前事業年度 

自 平成16年１月１日
至 平成16年12月31日

当事業年度 
自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日

当期純利益  87,425千円 589,009千円

普通株主に帰属しない金額  ― ―

普通株式に係る当期純利益  87,425千円 589,009千円

普通株式の期中平均株式数  35,462株 117,160株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定

に用いられた当期純利益調整額の主要な内訳 
 ― ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定

に用いられた普通株式増加数の主要な内訳 
 新株予約権 9,155株 新株予約権 21,950株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

 ―

平成17年３月30日 

定時株主総会特別決議 

新株予約権 600株

２ 株式分割について 

当社は平成17年８月19日付で普通株式１株につき３株の割合で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前事業年度の１株当たり情報については、以下のと

おりであります。 

１株当たり純資産額 21,309円97銭

１株当たり当期純利益 821円79銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 653円17銭
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(重要な後発事象) 

 

前事業年度 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日 

当事業年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

（新株予約権の付与） 

 平成17年３月30日開催の定時株主総会において、商法

第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づき、スト

ックオプションとして新株予約権を発行することを決議

いたしました。発行予定の新株予約権の概要は以下のと

おりであります。 

１ 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

当社普通株式2,000株を上限とする。 

２ 発行する新株予約権の総数 

2,000個を上限とする。 

３ 新株予約権の発行価額 

無償とする。 

４ 新株予約権行使時の払込金額 

１株当たり払込金額は、新株予約権発行日の

属する月の前月の各日（取引が成立しない日を

除く。）の東京証券取引所における当社普通株

式の終値（以下「終値」という。）の平均値に

1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り

上げる。但し、当該金額が新株予約権発行日の

前営業日（当日に取引がない場合は、その日に

先立つ直近日）の終値を下回る場合は、当該終

値とする。 

５ 新株予約権を行使することができる期間 

平成17年10月１日から平成23年９月30日まで

の期間で、取締役会の決議で定める期間とす

る。 

６ 新株予約権の行使の条件 

①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。 

②その他の条件は、取締役会決議により決定す

る。 

７ 新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡については、取締役会の承

認を要する。 

（新株予約権の付与） 

 平成18年２月24日開催の取締役会において、ストック

オプションとして新株予約権を発行することの承認を求

める議案を平成18年３月30日開催予定の定時株主総会に

付議することを決議いたしました。発行予定の新株予約

権の概要は以下のとおりであります。 

１ 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

当社普通株式3,000株を上限とする。 

２ 発行する新株予約権の総数 

3,000個を上限とする。 

３ 新株予約権の発行価額 

無償とする。 

４ 新株予約権行使時の払込金額 

１株当たり払込金額は、新株予約権発行日の

属する月の前月の各日（取引が成立しない日を

除く。）の東京証券取引所における当社普通株

式の終値（以下「終値」という。）の平均値に

1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り

上げる。但し、当該金額が新株予約権発行日の

前営業日（当日に取引がない場合は、その日に

先立つ直近日）の終値を下回る場合は、当該終

値とする。 

５ 新株予約権を行使することができる期間 

平成18年10月１日から平成24年９月30日まで

の期間で、取締役会の決議で定める期間とす

る。 

６ 新株予約権の行使の条件 

①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。 

②その他の条件は、取締役会決議により決定す

る。 

７ 新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡については、取締役会の承

認を要する。 
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２ 【役員の異動】 

(1)【代表者の異動】 

該当事項はありません。 

 

(2)【その他の役員の異動】 

①新任取締役候補 

 取締役    菅井 毅 （現 執行役員管理本部長） 

 

②補欠監査役候補  

  補欠監査役  恩田 饒 （オックスフォード・リサーチ株式会社 代表取締役社長） 

※ 恩田饒氏は、社外監査役の要件を満たしております。 

 

③退任取締役候補 

  取締役   スティーブン・エー・ロス 

 

（就退任予定日） 

平成18年３月30日 


