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平成18年８月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年４月14日 

上場会社名 株式会社アイディーユー 上場取引所 東京証券取引所（東証マザーズ） 

コード番号 ８９２２ 本社所在都道府県 大阪府 

（ＵＲＬ http：www.idu.jp） 

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 池添 吉則  

問合せ先責任者 役職名 常務取締役管理本部長 氏名 谷口 徹 ＴＥＬ （06） 6452-7771 

決算取締役会開催日 平成18年４月14日 中間配当制度の有無  有 

中間配当支払開始日 ― 単元株制度採用の有無  無 

 
1. 平成18年2月中間期の業績（平成17年9月1日～平成18年2月28日） 
（1）経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 

18年2月中間期 

17年2月中間期 

10,780 （356.0） 

2,364  （－） 

1,397 （502.2） 

232  （－） 

1,148 （604.2） 

190  （－） 

17年8月期 6,095      1,375      1,212      

 

 中間(当期)純利益 
1株当たり中間 

(当期)純利益 

 百万円  ％ 円  銭 

18年2月中間期 

17年2月中間期 

693 （982.8） 

64  （－） 

3,567  24  

403  20  

17年8月期 694      3,942  80  

（注） ①期中平均株式数 18年2月中間期194,368株 17年2月中間期161,110株 17年8月期176,233株 
②会計処理の変更   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 

 

（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 

18年2月中間期 

17年2月中間期 

0   0  

0   0  

－  －  

－  －  

17年8月期 －  －  0   0  

 
（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 

18年2月中間期 

17年2月中間期 

58,458    

5,730    

9,287    

2,512    

15.9    

43.8    

46,713  08  

15,596  08  

17年8月期 15,859    8,441    53.2    44,168  37  

（注）期末発行済株式数 18年2月中間期198,830株 17年2月中間期161,110株 17年8月期191,110株 
 
 

2. 平成18年8月期の業績予想（平成17年9月1日～平成18年8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 
期 末  

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 

通   期 32,000    3,100    1,800    0  0  0  0  

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）   9,052円 96銭 
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3.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17年2月28日） 

当中間会計期間末 

（平成18年2月28日） 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成17年8月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 

構成比 

（％） 
金額（百万円） 

構成比 

（％） 
金額（百万円） 

構成比 

（％） 

（ 資 産 の 部 ） 

Ⅰ 流動資産 

1. 現金及び預金 

2. 売掛金 

3. たな卸資産 

4. 短期貸付金 

5. その他 

 貸倒引当金 

 

 

※2 

 

※2 

 

※3 

 

 

 

2,474 

246 

373 

610 

142 

△22 

   

 

33,585 

72 

11,947 

1,350 

4,044 

△27 

   

 

4,219 

29 

5,698 

990 

727 

△25 

  

流動資産合計 

Ⅱ 固定資産 

1. 有形固定資産 

(1) 土地 

(2) 建設仮勘定 

(3) その他 

 

 

 

※2 

 

※1･2 

 

 

 

－ 

302 

235 

3,824 66.7  

 

 

1,500 

19 

471 

50,971 87.2  

 

 

1,500 

160 

319 

11,638 73.4 

    計 

2. 無形固定資産 

(1) ソフトウェア 

(2) その他 

 

 

※2 

※2 

538 

 

384 

9 

  1,992 

 

431 

33 

  1,980 

 

449 

32 

  

    計 

3. 投資その他の資産 

(1) 長期営業目的 

投資有価証券 

(2) 長期営業目的出資金 

(3) 差入保証金 

(4) その他 

貸倒引当金 

 393 

 

 

－ 

723 

121 

199 

△71 

  464 

 

 

1,890 

12 

255 

2,952 

△80 

  481 

 

 

1,322 

27 

125 

361 

△78 

  

    計  973   5,030   1,758   

固定資産合計   1,905 33.3  7,486 12.8  4,220 26.6 

資産合計   5,730 100.0  58,458 100.0  15,859 100.0 
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  前中間会計期間末 

（平成17年2月28日） 

当中間会計期間末 

（平成18年2月28日） 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成17年8月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 

構成費 

（％） 
金額（百万円） 

構成費 

（％） 
金額（百万円） 

構成費 

（％） 

（ 負 債 の 部 ） 

Ⅰ 流動負債 

1. 短期借入金 

2. １年以内返済予定 

 長期借入金 

3. １年以内償還予定社債 

4. 新株予約権付社債 

5. 未払金 

6. その他 

  

 

1,598 

 

241 

80 

－ 

197 

182 

   

 

16,750 

 

549 

80 

25,000 

526 

743 

   

 

4,845 

 

341 

80 

－ 

224 

424 

  

流動負債合計 

Ⅱ 固定負債 

1. 社債 

2. 長期借入金 

3. 退職給付引当金 

4. 役員退職慰労引当金 

5. その他 

  

 

370 

537 

1 

10 

－ 

2,298 40.2  

 

290 

4,538 

－ 

－ 

692 

43,649 74.7  

 

330 

816 

1 

16 

338 

5,915 37.3 

固定負債合計   919 16.0  5,520 9.4  1,503 9.5 

負債合計   3,217 56.2  49,170 84.1  7,418 46.8 

（ 資 本 の 部 ） 

Ⅰ 資本金 

Ⅱ 資本剰余金 

1. 資本準備金 

2. その他資本剰余金 

  

 

 

284 

486 

 

 

1,139 

 

 

19.9 

 

 

 

3,010 

486 

 

 

3,865 

 

 

6.6 

 

 

 

2,933 

486 

 

 

3,788 

 

 

23.9 

資本剰余金合計 

Ⅲ 利益剰余金 

1. 中間(当期)未処分利益 

  

 

604 

770 13.4  

 

1,927 

3,497 6.0  

 

1,234 

3,419 21.5 

利益剰余金合計 

Ⅳ その他有価証券 

評価差額金 

  604 

 

△1 

10.5 

 

△0.0 

 1,927 

 

△1 

3.3 

 

△0.0 

 1,234 

 

△0 

7.8 

 

0.0 

資本合計   2,512 43.8  9,287 15.9  8,441 53.2 

負債資本合計   5,730 100.0  58,458 100.0  15,859 100.0 
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（2）中間損益計算書 

 

  前中間会計期間 

（自 平成16年9月 1日 

至 平成17年2月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年9月 1日 

至 平成18年2月28日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成16年9月 1日 

至 平成17年8月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 

百分比 

（％） 
金額（百万円） 

百分比 

（％） 
金額（百万円） 

百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高 

Ⅱ 売上原価 

  2,364 

1,094 

100.0 

46.3 

 10,780 

7,851 

100.0 

72.9 

 6,095 

2,511 

100.0 

41.2 

売上総利益 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

  1,269 

1,037 

53.7 

43.9 

 2,928 

1,531 

27.1 

14.2 

 3,583 

2,207 

58.8 

36.2 

営業利益 

Ⅳ 営業外収益 

 

※1 

 232 

14 

9.8 

0.6 

 1,397 

24 

12.9 

0.2 

 1,375 

25 

22.6 

0.4 

Ⅴ 営業外費用 ※2  57 2.4  273 2.5  188 3.1 

経常利益 

Ⅵ 特別利益 

Ⅶ 特別損失 

  190 

2 

48 

8.0 

0.1 

2.0 

 1,148 

17 

－ 

10.6 

0.2 

0.0 

 1,212 

0 

73 

19.9 

0.0 

1.2 

税引前中間(当期) 

純利益 

法人税、住民税及び 

事業税 

法人税等調整額 

  

 

 

60 

18 

 

143 

 

 

78 

 

6.1 

 

 

3.4 

 

 

 

549 

△77 

 

1,165 

 

 

472 

 

10.8 

 

 

4.4 

 

 

 

473 

△29 

 

1,138 

 

 

443 

 

18.7 

 

 

7.3 

中間(当期)純利益 

前期繰越利益 

  64 

539 

2.7  693 

1,234 

6.4  694 

539 

11.4 

中間(当期)未処分利益   604   1,927   1,234  
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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9月 1日 

至 平成17年2月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年9月 1日 

至 平成18年2月28日） 

前事業年度 

（自 平成16年9月 1日 

至 平成17年8月31日） 

1．資産の評価及び評価方法 (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を

採用しております。 

(1)有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(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 

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出）

を採用しております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 

同左 

 

 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

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出）を採

用しております。 

 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。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 (2)デリバティブ 

時価法を採用しております。 

(2)デリバティブ 

同左 

(2)デリバティブ 

同左 

 (3)たな卸資産 

仕掛販売用不動産・仕掛品・貯

蔵品 

個別法による原価法を採用

しております。 

(3)たな卸資産 

 

同左 

(3)たな卸資産 

 

同左 

2．固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

 

 

 

 

建物 

8年～15年 

工具、器具及び備品 

4年～10年 

(1)有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、平成10年4月1日以

降に取得した建物（建物付属設

備を除く）については、定額法

を採用しております。なお、主

な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物 

3年～41年 

工具、器具及び備品 

4年～10年 

(1)有形固定資産 

 

 

 

同左 

 (2)無形固定資産 

定額法を採用しております。 

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年以内）に基づ

いております。 

(2)無形固定資産 

 

 

同左 

(2)無形固定資産 

 

 

同左 
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 前中間会計期間 

（自 平成16年9月 1日 

至 平成17年2月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年9月 1日 

至 平成18年2月28日） 

前事業年度 

（自 平成16年9月 1日 

至 平成17年8月31日） 

3．繰延資産の処理方法 (1)社債発行費 

支出時に全額費用処理して

おります。 

(1)社債発行費 

同左 

(1)社債発行費 

同左 

 (2)新株発行費 

           

(2)新株発行費 

支出時に全額費用処理して

おります。 

(2)新株発行費 

同左 

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

て回収不能見込額を計上して

おります。 

(1)貸倒引当金 

 

 

同左 

(1)貸倒引当金 

 

 

同左 

 (2)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

る退職給付債務を計上してお

ります。 

なお、退職給付引当金の対象

従業員が300名未満であるた

め、簡便法によっており、退職

給付債務の金額は当中間会計

期間末自己都合要支給額とし

ております。 

(2)退職給付引当金 

従来当社は、退職給付引当金

を計上しておりましたが、退職

金制度の廃止に伴い、当中間会

計期間において引当金の全額

を支給に充てるため取崩して

おります。 

(2)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における退

職給付債務を計上しておりま

す。 

なお、退職給付引当金の対象

従業員が300名未満であるた

め、簡便法によっており、退職

給付債務の金額は当事業年度

末自己都合要支給額としてお

ります。 

 (3)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に

備えるため、役員退職慰労金内

規に基づく当中間会計期間末

要支給額を計上しております。 

(3)役員退職慰労引当金 

従来当社は、役員退職慰労引

当金を計上しておりましたが、

役員退職慰労金制度の廃止に

伴い、当中間会計期間において

引当金の全額を取崩しており

ます。 

(3)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に

備えるため、役員退職慰労金内

規に基づく当事業年度末要支

給額を計上しております。 

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

理によっております。 

 

 

同左 

 

 

同左 
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 前中間会計期間 

（自 平成16年9月 1日 

至 平成17年2月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年9月 1日 

至 平成18年2月28日） 

前事業年度 

（自 平成16年9月 1日 

至 平成17年8月31日） 

5．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たす金

利スワップについては、特例処

理を採用しております。 

(1)ヘッジ会計の方法 

同左 

(1)ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2)ヘッジ対象及びヘッジ手段 

借入金を対象とした金利ス

ワップ取引を利用しておりま

す。 

(2)ヘッジ対象及びヘッジ手段 

同左 

(2)ヘッジ対象及びヘッジ手段 

同左 

 (3)ヘッジ方針 

財務上発生している金利リ

スクをヘッジし、リスク管理を

効率的に行うためにデリバテ

ィブ取引を導入しております。 

(3)ヘッジ方針 

 

同左 

(3)ヘッジ方針 

 

同左 

 (4)ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理によっている金利

スワップについては、有効性の

評価を省略しております。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

6．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 

(1)コンサルティング収入の売

上計上基準 

「コンサルティング・不動産

販売事業」セグメントの売上高

のうち、投資アドバイザリー及

びアセットコンサルティング

等のコンサルティング収入に

ついては、原則として役務提供

割合基準（進行基準）を適用し

ております。 

なお、上記コンサルティング

収入以外のその他の収入につ

いては役務提供完了基準を適

用しております。 

(1)コンサルティング収入の売

上計上基準 

「戦略投資コンサル事業」セ

グメントの売上高のうち、投資

アドバイザリー及びアセット

コンサルティング等のコンサ

ルティング収入については、原

則として役務提供割合基準（進

行基準）を適用しております。 

なお、上記コンサルティング

収入以外のその他の収入につ

いては役務提供完了基準を適

用しております。 

(1)コンサルティング収入の売

上計上基準 

「コンサルティング・不動産

販売事業」セグメントの売上高

のうち、投資アドバイザリー及

びアセットコンサルティング

等のコンサルティング収入に

ついては、原則として役務提供

割合基準（進行基準）を適用し

ております。 

なお、上記コンサルティング

収入以外のその他の収入につ

いては役務提供完了基準を適

用しております。 
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 前中間会計期間 

（自 平成16年9月 1日 

至 平成17年2月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年9月 1日 

至 平成18年2月28日） 

前事業年度 

（自 平成16年9月 1日 

至 平成17年8月31日） 

 (2)消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

なお、控除対象外消費税につ

いては、期間費用として処理し

ております。 

(2)消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

なお、控除対象外消費税につ

いては、固定資産に係るものも

含め、期間費用として処理して

おります。 

(2)消費税の会計処理 

 

同左 

 (3)匿名組合出資金の会計処理 

イ）貸借対照表の表示 

当社は匿名組合出資を行っ

ており、短期保有を目的とした

不動産ファンド等から生じる

営業上の出資金を流動資産の

「短期営業目的出資金」に、そ

れ以外の営業上の出資金を投

資その他の資産の「長期営業目

的出資金」に計上しておりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)匿名組合出資金の会計処理 

イ）貸借対照表の表示 

当社は匿名組合出資を行っ

ており、不動産ファンド等から

生じる営業上の出資金のうち、

証券取引法上の有価証券とみ

なされるものについては、流動

資産の「短期営業目的有価証

券」又は投資その他の資産の

「長期営業目的投資有価証券」

に、それ以外の営業上の出資金

を流動資産の「短期営業目的出

資金」又は投資その他の資産の

「長期営業目的出資金」に計上

しております。 

 

 

 

 

 

 

 

(3)匿名組合出資金の会計処理 

イ）貸借対照表の表示 

当社は匿名組合出資を行っ

ており、不動産ファンド等から

生じる営業上の出資金のうち、

証券取引法上の有価証券とみ

なされるものについては、流動

資産の「短期営業目的有価証

券」又は投資その他の資産の

「長期営業目的投資有価証券」

に、それ以外の営業上の出資金

を流動資産の「短期営業目的出

資金」又は投資その他の資産の

「長期営業目的出資金」に計上

しております。 

なお、当中間会計期間では、

不動産ファンド等から生じる

営業上の出資金を流動資産の

「短期営業目的出資金」に、そ

れ以外の営業上の出資金を投

資その他の資産の「長期営業目

的出資金」に計上しておりま

す。 

 ロ）損益区分 

営業目的出資金から生じる

利益又は損失は、それぞれ純額

で売上高又は売上原価に計上

しております。また、これに対

応して「短期営業目的出資金」

又は、「長期営業目的出資金」

をそれぞれ加減する処理をし

ております。 

 

 

ロ）損益区分 

営業目的有価証券及び出資

金から生じる利益又は損失は、

それぞれ純額で売上高又は売

上原価に計上しております。ま

た、これに対応して「短期営業

目的有価証券」、「長期営業目的

投資有価証券」、「短期営業目的

出資金」又は、「長期営業目的

出資金」をそれぞれ加減する処

理をしております。 

ロ）損益区分 

 

 

同左 
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 前中間会計期間 

（自 平成16年9月 1日 

至 平成17年2月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年9月 1日 

至 平成18年2月28日） 

前事業年度 

（自 平成16年9月 1日 

至 平成17年8月31日） 

 （会計処理の変更） 

匿名組合損益のうち営業目

的で出資した匿名組合損益の

持分相当額については、従来、

営業外損益に計上しておりま

したが、匿名組合投資事業を主

たる事業の一つとして位置付

け、定款の事業目的変更、組織

的な対応、営業活動の継続的な

遂行及び金額的重要性が増し

てきたことから当中間会計期

間より売上高（匿名組合利益）

ないし売上原価（匿名組合損

失）として処理することといた

しました。 

この結果、従来の方法によっ

た場合に比べて当中間会計期

間の売上高及び営業利益は、19

百万円それぞれ増加しており

ますが、経常利益及び税引前中

間純利益には影響ありません。 

（会計処理の変更） 

 

          

（会計処理の変更） 

匿名組合損益のうち営業目

的で出資した匿名組合損益の

持分相当額については、従来、

営業外損益に計上しておりま

したが、匿名組合投資事業を主

たる事業の一つとして位置付

け、定款の事業目的変更、組織

的な対応、営業活動の継続的な

遂行及び金額的重要性が増し

てきたことから当事業年度よ

り売上高（匿名組合利益）ない

し売上原価（匿名組合損失）と

して処理することといたしま

した。 

この結果、従来の方法によっ

た場合に比べて当事業年度の

売上高、売上原価及び営業利益

はそれぞれ、1,091百万円､145

百万円及び945百万円増加して

おりますが、経常利益及び税引

前当期純利益には影響ありま

せん。 
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会計処理の変更 

 

前中間会計期間 

（自 平成16年9月 1日 

至 平成17年2月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年9月 1日 

至 平成18年2月28日） 

 

 

 

                     

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間から「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」(企業会計基準適用委員会 平成15年10月

31日 企業会計基準適用指針第6号)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9月 1日 

至 平成17年2月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年9月 1日 

至 平成18年2月28日） 

（中間連結貸借対照表関係） 

「建設仮勘定」は、前中間会計期間末には、有形固定資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末

において資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記しまし

た。なお、前中間会計期間末の「建設仮勘定」の金額は7百万

円であります。 

「ソフトウェア」は、前中間会計期間末には、無形固定資産

の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間

末において資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記しま

した。なお、前中間会計期間末の「ソフトウェア」の金額は、

10百万円であります。 
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（3）注記事項等 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間 

（自 平成16年9月 1日 

至 平成17年2月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年9月 1日 

至 平成18年2月28日） 

前事業年度 

（自 平成16年9月 1日 

至 平成17年8月31日） 

※1. 有形固定資産の減価償却累計額 

              55百万円 

※1. 有形固定資産の減価償却累計額 

             134百万円 

※1. 有形固定資産の減価償却累計額 

              95百万円 

※2. 担保提供資産及び担保付債務 

（1）担保提供資産 

現金及び預金      35百万円 

たな卸資産      331百万円 

ソフトウェア     335百万円 

無形固定資産（その他） 7百万円 

計          709百万円 

 

 

（2）対応債務 

短期借入金      331百万円 

1年以内返済予定 

長期借入金       55百万円 

長期借入金      150百万円 

計          536百万円 

※2. 担保提供資産及び担保付債務 

（1）担保提供資産 

現金及び預金      20百万円 

たな卸資産     7,220百万円 

土地        1,500百万円 

有形固定資産(その他) 109百万円 

ソフトウェア     419百万円 

無形固定資産(その他)  6百万円 

計         9,276百万円 

（2）対応債務 

短期借入金     5,330百万円 

1年以内返済予定 

長期借入金       40百万円 

長期借入金     2,510百万円 

計         7,880百万円 

※2. 担保提供資産及び担保付債務 

（1）担保提供資産 

現金及び預金      35百万円 

たな卸資産     3,314百万円 

土地        1,500百万円 

有形固定資産(その他) 110百万円 

ソフトウェア     440百万円 

無形固定資産(その他)  7百万円 

計         5,408百万円 

（2）対応債務 

短期借入金     3,200百万円 

1年以内返済予定 

長期借入金       55百万円 

長期借入金      130百万円 

計         3,385百万円 

※3.消費税の取扱い 

仮払消費税及び仮受消費税等は相殺のう

え、金額的重要性が低いため、流動資産の

「その他」に含めて表示しております。 

※3.消費税の取扱い 

 

同左 

※3.消費税の取扱い 

 

同左 

4. 偶発債務 

下記の会社の金融機関からの借入等に

対して、次のとおり債務保証を行ってお

ります。 

㈱アイディーユービービービー 

           83百万円 

4. 偶発債務 

下記の会社の金融機関からの借入等に

対して、次のとおり債務保証を行ってお

ります。 

㈱アイディーユービービービー 

            49百万円 

下記の連結会社以外の会社のリース契

約に対し、債務保証を行っております。 

百又開発㈱       55百万円 

4. 偶発債務 

下記の会社の金融機関からの借入等に

対して、次のとおり債務保証を行ってお

ります。 

㈱アイディーユービービービー 

            66百万円 

下記の連結会社以外の会社のリース契

約に対し、債務保証を行っております。 

百又開発㈱       66百万円 

 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 

（自 平成16年9月 1日 

至 平成17年2月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年9月 1日 

至 平成18年2月28日） 

前事業年度 

（自 平成16年9月 1日 

至 平成17年8月31日） 

※1. 営業外収益の主要項目 

受取利息        10百万円 

※1. 営業外収益の主要項目 

受取利息        14百万円 

※1. 営業外収益の主要項目 

受取利息        20百万円 

※2. 営業外費用の主要項目 

支払利息(社債利息含む) 31百万円 

社債発行費       14百万円 

※2. 営業外費用の主要項目 

支払利息(社債利息含む) 97百万円 

支払手数料      163百万円 

※2. 営業外費用の主要項目 

支払利息(社債利息含む) 96百万円 

新株発行費       39百万円 

3. 減価償却実施額 

有形固定資産      24百万円 

無形固定資産      17百万円 

3. 減価償却実施額 

有形固定資産      39百万円 

無形固定資産      55百万円 

3. 減価償却実施額 

有形固定資産      63百万円 

無形固定資産      68百万円 
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 

（自 平成16年9月 1日 

至 平成17年2月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年9月 1日 

至 平成18年2月28日） 

前事業年度 

（自 平成16年9月 1日 

至 平成17年8月31日） 

（借主側） 

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 

（借主側） 

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 

（借主側） 

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 

有形固定資産（その他） 

取得価額相当額     33百万円 

減価償却累計額相当額   6百万円 

中間期末残高相当額   27百万円 

ソフトウェア 

取得価額相当額      3百万円 

減価償却累計額相当額   2百万円 

中間期末残高相当額    1百万円 

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 

有形固定資産（その他） 

取得価額相当額     63百万円 

減価償却累計額相当額  10百万円 

中間期末残高相当額   53百万円 

ソフトウェア 

取得価額相当額      3百万円 

減価償却累計額相当額   2百万円 

中間期末残高相当額    0百万円 

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 

有形固定資産（その他） 

取得価額相当額     33百万円 

減価償却累計額相当額  10百万円 

期末残高相当額     23百万円 

ソフトウェア 

取得価額相当額      3百万円 

減価償却累計額相当額   2百万円 

期末残高相当額      0百万円 

(注)取得価額相当額は、利息相当額を控除

した方法により算定しております。 
同左 同左 

②未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内        15百万円 

１年超         36百万円 

合計          52百万円 

②未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内        19百万円 

１年超         47百万円 

合計          67百万円 

②未経過リース料期末残高相当額 

１年以内        14百万円 

１年超         26百万円 

合計          40百万円 

(注)未経過リース料中間期末残高相当額

は、利息相当額を控除した方法により

算定しております。 

同左 

(注)未経過リース料期末残高相当額は、利

息相当額を控除した方法により算定し

ております。 

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       4百万円 

減価償却費相当額     3百万円 

支払利息相当額      0百万円 

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       3百万円 

減価償却費相当額     3百万円 

支払利息相当額      0百万円 

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       8百万円 

減価償却費相当額     7百万円 

支払利息相当額      1百万円 

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方

法 

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。 

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。 

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方

法 

減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

利息相当額の算定方法 

 

同左 

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方

法 

減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

利息相当額の算定方法 

 

同左 
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前中間会計期間 

（自 平成16年9月 1日 

至 平成17年2月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年9月 1日 

至 平成18年2月28日） 

前事業年度 

（自 平成16年9月 1日 

至 平成17年8月31日） 

（貸主側） 

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 

（貸主側） 

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 

（貸主側） 

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 

未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内         8百万円 

１年超         15百万円 

合計          23百万円 

未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内         6百万円 

１年超          5百万円 

合計          12百万円 

未経過リース料期末残高相当額 

１年以内         6百万円 

１年超          8百万円 

合計          15百万円 

上記は全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同一

条件で、同額の残高が上記借主側の未経過

リース料中間期末残高相当額に含まれてお

ります。 

同左 

上記は全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同一条件

で、同額の残高が上記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） 

 

前中間会計期間末（平成17年2月28日現在）、当中間会計期間末（平成18年2月28日現在）及び前事業

年度末（平成17年8月31日現在） 

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。 

 

 

 

（1株当たり情報） 

中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 
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（重要な後発事象） 

 

前中間会計期間（自 平成16年9月1日 至 平成17年2月28日） 

 

1. 公募による新株式発行（一般募集） 

平成17年2月9日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成17年3月1日に払込

が完了いたしました。この結果、平成17年3月2日付で資本金は3,788,015千円、発行済株式総数は191,110

株となっております。 

 

① 募集方法：一般公募 

（ブックビルディング方式による募集） 

② 発行する株式の種類及び数 ：普通株式30,000株 

③ 発行価格         ：１株につき187,210円 

一般募集はこの価格にて行いました。 

④ 引受価額         ：１株につき176,595円 

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。なお、発行

価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。 

⑤ 発行価額         ：１株につき176,595円 

（資本組入額88,298円） 

⑥ 発行価額の総額      ：5,297,850千円 

⑦ 払込金額の総額      ：5,616,300千円 

⑧ 資本組入額の総額     ：2,648,940千円 

⑨ 払込期日         ：平成17年3月1日 

⑩ 配当起算日        ：平成17年3月1日 

⑪ 資金の使途 

オークション用不動産取得資金 2,000百万円 

プロモーション費用      1,500百万円 

借入金返済           500百万円 

設備資金            327百万円 

運転資金               残額 
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2. 平成17年3月28日の取締役会において、下記のとおり固定資産の取得を決議し、同日取得いたしまし

た。 

 

① 取得の理由 

当社は大阪市阿倍野地区第二種再開発事業地域内（A1-2棟）に在する下記物件を取得いたしました。当

社は既にA1-2棟再開発事業の事業協力者に選定されており、事業施工者である大阪市が策定する事業計画

及び管理処分計画の前提となる施設計画に助言・提言を行うアドバイザーの立場にあります。本事業の社

会的意義の重要性を考え、本地区の将来的な活性化に貢献することを目的として当該再開発事業への参画

を決定したものであり、今回下記物件を事業協力者である当社が取得することによって、本事業成功の大

きな要因である地権者との合意形成の円滑な推進を行うことが可能になり、一層の事業推進に貢献できる

ものと考えております。 

 

② 取得資産の内容 

資産の内容及び所在地 取得価額（税込） 概況 

大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番3号 1,525百万円 
土地 ：  1,809.72㎡ 

建物 ： 延1,158.91㎡ 

 

③ 取得先の概要 

取得先 地元不動産会社 

主な事業の内容 不動産仲介・売買、ビル管理 

当社との関係 該当事項はありません。 
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当中間会計期間（自 平成17年9月1日 至 平成18年2月28日） 

 

１．平成18年3月17日開催の取締役会において、久井屋興産株式会社ならびに有限会社ワイビーコーポ

レーションの株式および出資持分を取得し子会社化することを決議し、平成18年3月20日に取得い

たしました。 

 

記 

（1） 子会社となる会社の概要 

① 商   号    有限会社ワイビーコーポレーション 

② 代 表 者    代表取締役 柳田 誠信 

③ 所 在 地    大阪府大阪市中央区南船場4-12-8 

④ 設立年月日    昭和63年10月27日 

⑤ 事業内容     不動産賃貸業 

⑥ 決 算 日    9月20日 

⑦ 従業員数     0名 

⑧ 資本の額     18,000千円 

⑨ 出資口数総計   18,000口 

⑩ 当社との関係   当社と有限会社ワイビーコーポレーションとの間には、営業取引、資本取引お

よび人的関係はありません。 

⑪ 最近事業年度における業績の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（千円） 平成17年9月20日 

売上高 23,985 

売上総利益 14,300 

営業利益 1,911 

経常利益 2,127 

当期純利益 1,922 

総資産 227,869 

純資産（株主資本） 204,100 



 17 

① 商   号    久井屋興産株式会社 

② 代 表 者    代表取締役 柳田 協久 

③ 所 在 地    大阪府大阪市中央区南船場4-12-8 関西心斎橋ビル 

④ 設立年月日    昭和22年6月16日 

⑤ 事業内容     貸事務所業・不動産賃貸業 

⑥ 決 算 日    3月20日 

⑦ 従業員数     1名 

⑧ 資本の額     20,000千円 

⑨ 発行済株式総数  40,000株 

⑩ 当社との関係   当社と久井屋興産株式会社との間には、営業取引、資本取引および人的関係は

ありません。 

⑪ 最近事業年度における業績の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 株式および出資持分の取得先 

 

（3） 取得株式数（出資持分数）、取得価格および取得前後の所有株式（所有出資持分）の状況 

① 異動前の所有株式数             0株（所有割合   0％） 

② 異動後の所有株式数               (所有割合   100％） 

有限会社ワイビーコーポレーション  18,000口（取得価格 299,340千円） 

久井屋興産株式会社         40,000株（取得価格1,427,600千円） 

以上 

（千円） 平成17年3月20日 

売上高 189,561 

売上総利益 130,072 

営業利益 54,839 

経常利益 55,162 

当期純利益 52,081 

総資産 645,117 

純資産（株主資本） 368,476 

取得数 
株式の取得先 

有限会社ワイビーコーポレーション 久井屋興産株式会社 

柳田 緑映 4,513口 8,000株 

柳田 誠信 3,638口 8,000株 

柳田 智弘 3,555口 8,000株 

柳田 協久 3,542口 8,000株 

柳田 憲成 2,752口 8,000株 

合計 18,000口 40,000株 
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２．当社は、平成18年2月27日に発行いたしました第１回新株予約権付社債につきまして、割当先であ

るUBS AG London Branchとの間で締結いたしました転換指定条項付第三者割当て契約に基づき、当該

新株予約権付社債に付された新株予約権につき、割当先に対して行使の指定を行いました。 

 

記 

（1）新株予約権の名称        株式会社アイディーユー第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 

                  （転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付） 

（2）行使指定を行った新株予約権の数 100個（新株予約権付社債 額面100億円） 

（3）行使指定の通知を行った日    平成18年3月10日 

（4）転換価格の修正         本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」という。）

の前日まで（当日を含む。）の3連続取引日（但し、終値のない日

は除く。）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通

取引の終値の平均値の92％に相当する金額の1円未満の端数を切

り上げた金額（以下「修正日価額」という。）が、当該修正日の直

前に有効な転換価額を 1円以上上回る場合又は下回る場合には、

転換価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但

し、かかる修正後の転換価額が平成18年2月27日の株式会社東

京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50％に相

当する金額である236,000円（以下「下限転換価額」という。）を

下回ることとなる場合には転換価額は下限転換価額とする。 

（5）今回の行使指定に基づき新株 

予約権が行使された期間     平成18年3月13日から始まる20取引日(一定の場合は除きます。) 

（6）資金使途            上記調達予定金額は、下記の通り充当する予定です。 

 

① 当社が運営する不動産オークション「MOTHER’S AUCTION」への出展を主目的とした機動的な不動産

取得資金 

 

物件概要 想定取得金額 
当社自己資金

投資額 
購入時期 

想定投資 

期間 

想定利益金

額 

想定投資

利益率 

想定IRR 

(内部収益率) 

大阪市内･オフィ

スビル 
10,000百万円 

2,100百万円 

800百万円 

2005･11･9 

2006･2･28 
12ヶ月 3,000百万円 103％ 181％ 

東京・神宮前の店

舗用不動産 
9,200百万円 1,800百万円 2006･3･27 12ヶ月 1,500百万円 83％ 83％ 

大阪･老舗不動産

会社の企業買収 
2,300百万円 2,300百万円 2006･3･20 12ヶ月 800百万円 34％ 31％ 

株式会社ｱｰﾊﾞﾝ･ｱ

ｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄとのｵ

ｰｸｼｮﾝﾌｧﾝﾄﾞ設立 

4,000百万円 1,800百万円 2006･3･27 3年間 400百万円 22％ 13％ 

合計 25,500百万円 8,800百万円   5,700百万円   
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② オークションの参加者の拡大および出展物件量確保を目的とした資本・業務提携に掛かる資金 

 

③ 今回転換指定を行う 100億円の資金使途は上記①・②の通り（合計 10,024百万円）であり、平成

18年 2月 10日発行決議時に開示いたしましたとおり、いずれも当社の中期経営計画を合理的に加

速させていくことを目的とした資金調達となっております。 

以上 

 
 
３．当社は、平成18年2月27日に発行いたしました第１回新株予約権付社債につきまして、割当先であ

るUBS AG London Branchとの間で締結いたしました転換指定条項付第三者割当て契約に基づき、同社

からの転換の申入れを承諾致しました。 

 

記 

（1）新株予約権の名称        株式会社アイディーユー第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 

                  （転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付） 

（2）行使指定を行う新株予約権の数  50個（新株予約権付社債 額面50億円） 

（3）行使申入れの承諾を行った日   平成18年3月27日 

（5）今回の転換申入れに基づく 

 本新株予約権の行使期間    平成18年3月28日から平成18年4月24日まで 

（6）資金使途            上記調達予定金額は、下記の通り充当する予定です。 

 

 当社が運営する不動産オークション「MOTHER’S AUCTION」への出展を主目的とした機動的な不動産取

得資金 

 

以上 

 

 

出資先会社の名称 出資金額 出資時期 資本･業務提携の目的 

アジア航測株式会社 1,224百万円 2006･3･22 

アジア航測株式会社が保有する技術力･ノウハウを活用し、今までに

ない付加価値の高い不動産情報サービスの提供を通じ、「MOTHER’S 

AUCTION」参加者の利便性向上を実現するため、アジア航測株式会社の

普通株式 190万株を取得いたします。 

物件概要 想定取得金額 
当社自己資金

投資額 
購入時期 

想定投資 

期間 

想定利益金

額 

想定投資

利益率 

想定IRR 

(内部収益率) 

大阪市内･開発用

地 
4,600百万円 4,600百万円 2006･4･下旬 18ヶ月 9,000百万円 19％ 15％ 
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４．当社は、下記のとおり販売用不動産を取得する契約を締結いたしました。 

 

販売用不動産の概要 

（1）所在           ：大阪市北区の店舗・事務所ビル 

（2）契約日          ：平成18年3月22日 

（3）取得金額         ：総額約62億円 

（4）取得予定日        ：平成18年4月18日予定 

（5）その他          ：取得資金については、自己資金及び金融機関他からの借入を予定 

                 しております。 

 
５．当社は、下記のとおり販売用不動産を取得する契約を締結いたしました。 

 

販売用不動産の概要 

（1）所在           ：大阪市中央区の店舗ビル 

（2）契約日          ：平成18年3月31日 

（3）取得金額         ：総額約44億円 

（4）取得予定日        ：平成18年4月28日予定 

（5）その他          ：取得資金については、自己資金及び金融機関他からの借入を予定 

                 しております。 

 
６．当社は、下記のとおり匿名組合出資を行いました。 

 

匿名組合出資の概要 

（1）会社の名称        ：有限会社パイン･インベストメント 

（2）金額           ：17億１千万円 

（3）出資日          ：平成18年3月27日 

 

７．当社は、下記のとおり匿名組合出資を行いました。 

 

匿名組合出資の概要 

（1）会社の名称        ：有限会社日比谷Ｍｉｓｔｒａｌ 

（2）金額           ：16億円 

（3）出資日          ：平成18年3月27日 

 
８．平成18年4月7日開催の取締役会において、下記のとおり匿名組合出資を行うことを決議いたしまし

た。 

匿名組合出資の概要 

（1）会社の名称        ：有限会社宝塚Ｂｌｕｅｓ 

（2）金額           ：約20億円 

（3）出資日予定日       ：平成18年4月下旬予定 
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前事業年度（自 平成16年9月1日 至 平成17年8月31日） 

 

１．当社は、株式会社ＵＦＪ銀行をアレンジャーとするコミットメント型シンジケートローン契約を下記

のとおり締結いたしました。 

 

コミットメント型シンジケートローンの概要 

（1）契約金額         ：総額54億円 

（2）契約締結日        ：平成17年9月30日 

（3）コミットメント期間    ：1年 

（4）アレンジャー兼エージェント：株式会社ＵＦＪ銀行 

（5）資金使途         ：不動産または不動産の信託譲渡に係る信託受益権の購入資金お 

 よび当社子会社である株式会社アイディーユービービービーへ 

 の融資資金 

（6）財務制限条項       ：本契約には以下の財務制限条項が付されております。 

 ① 各決算期末における連結および単体の損益計算書上の経常損益 

 が経常損失とならないこと 

 ② 各決算期末における連結および単体の貸借対照表における資本 

 部の金額を、平成17年８月決算期末もしくは直前各決算期末の 

 の金額のいずれか高い方の75％以上に維持すること 

 ③ 各決算期末における連結および単体の貸借対照表における有利 

 子負債の金額を、自己資本の金額の３倍以内に維持すること 

 

 

２．当社は、株式会社あおぞら銀行をアレンジャーとするタームアウト・オプション付コミットメント型

シンジケートローン契約を下記のとおり締結いたしました。 

 

タームアウト・オプション付コミットメント型シンジケートローンの概要 

（1）契約金額         ：総額66億円 

（2）契約締結日        ：平成17年11月24日 

（3）コミットメント期間    ：1年 

（ターム貸付満了日 平成20年11月28日） 

（4）アレンジャー兼エージェント：株式会社あおぞら銀行 

（5）資金使途         ：不動産または不動産の信託譲渡に係る信託受益権の購入資金 

（6）財務制限条項       ：本契約には以下の財務制限条項が付されております。 

 ① 各決算期における連結および単体の損益計算書上の経常損益が 

 経常損失とならないこと 

 ② 各決算期における連結および単体の貸借対照表における資本の 

 部の金額を、平成17年８月決算期末もしくは直前各決算期末の 

 金額のいずれか高い方の75％以上に維持すること 

 ③ 各決算期末における連結および単体の貸借対照表における有利 

 子負債の金額を、自己資本の金額の３倍以内に維持すること 
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３．当社は、「ＭＯＴＨＥＲ’Ｓ ＡＵＣＴＩＯＮ」メンバーシップの国内販売とそれに付帯する業務を行

うため、下記のとおり子会社を設立いたしました。 

 

子会社の概要 

（1）会社の名称        ：株式会社マザーズオークション 

（2）設立の時期        ：平成17年９月２日 

（3）本店所在地        ：東京都中央区 

（4）資本の額         ：１億円 

（5）出資比率         ：当社１００％ 

 

 

４．当社は、下記のとおり販売用不動産を取得いたしました。 

 

販売用不動産の概要 

（1）所在           ：大阪市北区及び大阪市中央区所在の事務所ビル２棟 

（2）取得金額         ：総額約54億円 

（3）取得日          ：平成17年11月21日 

（4）その他          ：取得資金については、平成17年9月30日締結のＵＦＪ銀行をアレ 

 ンジャーとするコミットメント型シンジケートローンによる借入れ 

 48億円を予定しております。 

 

 

５．当社は、下記のとおり販売用不動産を取得いたしました。 

 

販売用不動産の概要 

（1）所在           ：大阪市中央区の事務所ビル 

（2）取得金額         ：総額約25億円 

（3）取得日          ：平成17年11月９日 

（4）その他          ：取得資金については、自己資金及び金融機関他からの借入により充当 

                 しております。 

 

 

 

６．当社は、下記のとおり匿名組合出資を行いました。 

 

匿名組合出資の概要 

（1）会社の名称        ：有限会社Ｓｏｕｒｃｅ 

（2）金額           ：21億円 

（3）出資日          ：平成17年11月９日 



 23 

７．ストックオプション 

 当社は、平成17年11月25日開催の当社第６期定時株主総会において、ストックオプション制度導入の

ため、商法第280条ノ20および第280条ノ21に規定する新株予約権を無償にて発行することについて承

認を受けました。 

１．株主以外の者に対し特に有利な条件で新株予約権を発行する理由 

株主価値を意識した経営の推進を図るとともに当社グループの業績向上に対する意欲や士気を一層高

めることを目的として、当社ならびに当社子会社の取締役、執行役員および使用人に対し、新株予約権

を無償で発行するものであります。 

２．新株予約権発行の要領 

(1）新株予約権の割当を受ける者 

当社ならびに当社子会社の取締役、執行役員および使用人 

(2）新株予約権の目的となる株式の種類および数 

当社普通株式5,000株を総株数の上限とします。 

なお、当社が株式の分割または併合を行う場合、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と

なる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端株については、これを切り捨てるものと

します。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率 

また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当

社は合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。 

(3）発行する新株予約権の総数 

5,000個を上限とします。（新株予約権１個当たりの目的となる株式数１株。ただし、前項に定める株

式の数の調整を行った場合は、新株予約権1個につき発行する株式の数についても同様の調整を行うも

のとします。） 

(4）新株予約権の発行価額 

無償とします。 

(5）各新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額 

新株予約権1個当たりの払込みをすべき金額は、次により決定される1株当たりの払込金額（以下、

「行使価額」とします。）に新株予約権1個につき発行する株式数を乗じた金額とするものとします。行

使価額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除くものとします。）

の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし1円未満の端数は切り

上げるものとします。ただし、当該金額が新株予約権を発行する日の東京証券取引所における当社普通

株式の終値（取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値とします。以下同じ。）を下回る場合

は、当該終値とします。なお、本新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算

式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。 

1  
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

分割・併合の比率  

また、当社が新株予約権発行後に時価を下回る価額で新株式を発行（新株予約権（新株予約権付社債

も含むものとします。）の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除

くものとします。）する場合または当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合は、次の算式によ

り行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。 
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    新規発行株式数×１株当たり払込金額
既発行株式数 ＋ 

新株式発行前の時価 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

既発行株式数＋新規発行株式数 

上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にか

かる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自

己株式数」に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分価額」に、「新株式発行前の時価」を「処分

前の時価」と読み替えるものとします。 

(6）新株予約権の権利行使期間 

平成19年11月26日から平成24年11月25日までとします。 

(7）新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人による本新株予約権の相続は認めません。 

② 新株予約権の割当を受けた者が権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役、

執行役員および使用人の地位にあることを条件とします。ただし、当社の取締役会が特別に認めた

ものはこの限りではないものとします。 

③ その他の条件については、本株主総会決議および新株予約権発行にかかる取締役会決議に基づき、

別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。 

(8）新株予約権の消却事由および消却の条件 

① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割

会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認（株主総会の承認

を要しない会社分割の場合は取締役会決議）がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主

総会の決議がなされたときは、新株予約権を無償にて消却することができるものとします。 

② 新株予約権者が死亡した場合および（７）②に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満

たさず、新株予約権を行使できなくなった場合は、新株予約権を無償にて消却することができるも

のとします。 

③ その他の消却事由および消却条件については、本株主総会決議および新株予約権発行にかかる取

締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める

ところによります。 

(9）新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとします。 

（10）その他、新株予約権の発行に関する詳細については、取締役会決議および「新株予約権割当契約」

により定めるところによります。 

 


