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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 （百万円未満切捨）

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 608 △15.9 △120 ─ △116 ─ 

17年２月中間期 724 14.9 44 △64.0 17 △84.0

17年８月期 1,681 344 313

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 △108 ─ △2,430 94

17年２月中間期 3 △95.0 87 17

17年８月期 153 3,998 42

（注）①期中平均株式数 18年２月中間期　 44,615株 17年２月中間期　36,189株 17年８月期　 38,271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

18年２月中間期 0 00 　　　　――――――

17年２月中間期 0 00 　　　　――――――

17年８月期 　　　　―――――― 0 00

(3）財政状態  （百万円未満切捨）

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 7,663 7,422 96.8 165,954 96

17年２月中間期 7,378 4,455 60.4 116,080 76

17年８月期 7,893 6,627 84.0 157,222 41

（注）①期末発行済株式数 18年２月中間期　 44,724株 17年２月中間期　38,386株 17年８月期    42,151株

　　　②期末自己株式数 18年２月中間期   372.41株 17年２月中間期  368.36株 17年８月期　　371.51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）  

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 1,400 △35 △38 0 00 0 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　△849円66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、上記予想に関する事項は中間決算短信（連結）添付資料（P８）の「通期の見通し」を参照して下さい。
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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（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 4,280,799 1,568,246 2,899,513

２．受取手形 708 ― 708

３．売掛金 242,691 214,566 383,365

４．たな卸資産 48,108 107,599 19,381

５．その他 ※２ 22,833 134,485 29,490

　　貸倒引当金 △1,460 △1,287 △2,335

流動資産合計 4,593,681 62.3 2,023,611 26.4 3,330,124 42.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１ 23,184 224,645 241,467

２．無形固定資産 110,425 185,578 150,971

３．投資その他の資産

 （１）投資有価証券 706,181 3,046,986 2,262,196

 （２）関係会社株式 1,400,000 1,450,000 1,400,000

 （３）関係会社社債 450,000 497,856 450,000

 （４）その他 94,760 235,177 58,864

計 2,650,941 5,230,019 4,171,060

固定資産合計 2,784,551 37.7 5,640,243 73.6 4,563,498 57.8

資産合計 7,378,232 100.0 7,663,854 100.0 7,893,622 100.0
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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（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 104,982 99,150 46,056

２．未払法人税等 6,359 9,252 132,000

３．その他 ※２ 32,174 21,099 69,959

流動負債合計 143,516 1.9 129,502 1.7 248,016 3.1

Ⅱ　固定負債

１. 転換社債型新株予約
権付社債

2,760,000 ― 900,000

２．その他 18,839 112,182 118,524

固定負債合計 2,778,839 37.7 112,182 1.5 1,018,524 12.9

負債合計 2,922,356 39.6 241,685 3.2 1,266,540 16.0

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,873,486 25.4 3,261,679 42.6 2,806,287 35.6

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 2,150,080 3,533,657 3,081,562

２．その他資本剰余金 2,850 2,850 2,850

資本剰余金合計 2,152,930 29.2 3,536,507 46.1 3,084,412 39.1

Ⅲ　利益剰余金

１．中間（当期）未処分
利益

413,576 454,988 563,445

利益剰余金合計 413,576 5.6 454,988 5.9 563,445 7.1

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

28,155 0.4 183,564 2.4 187,063 2.4

Ⅴ　自己株式 △12,272 △0.2 △14,570 △0.2 △14,127 △0.2

資本合計 4,455,875 60.4 7,422,169 96.8 6,627,081 84.0

負債資本合計 7,378,232 100.0 7,663,854 100.0 7,893,622 100.0
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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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 724,313 100.0 608,808 100.0 1,681,792 100.0

Ⅱ　売上原価 465,031 64.2 382,018 62.8 826,839 49.2

売上総利益 259,281 35.8 226,789 37.2 854,953 50.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 214,972 29.7 347,722 57.1 510,644 30.3

営業利益又は営業損失
（△）

44,309 6.1 △120,933 △19.9 344,308 20.5

Ⅳ　営業外収益 ※１ 2,520 0.3 7,526 1.2 6,470 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※２ 29,106 4.0 3,277 0.5 37,318 2.2

経常利益又は経常損失
（△）

17,723 2.4 △116,684 △19.2 313,461 18.6

 Ⅵ　特別利益 ※３ ― ― 1,048 0.2 ― ―

 Ⅶ　特別損失 ※４ 3,597 0.5 23,665 3.9 47,024 2.8

税引前中間（当期）純
利益又は税引前中間純
損失（△）

14,126 1.9 △139,302 △22.9 266,436 15.8

法人税、住民税及び事
業税

1,507 1,348 124,364

法人税等調整額 9,463 10,971 1.5 △32,194 △30,845 △5.1 △10,951 113,413 6.7

中間（当期）純利益又
は中間純損失（△）

3,154 0.4 △108,456 △17.8 153,023 9.1

前期繰越利益 410,421 563,445 410,421

中間(当期)未処分利益 413,576 454,988 563,445
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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．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

① 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

① 子会社株式及び関連会社株式

        　同左

(1）有価証券

① 子会社株式及び関連会社株式

        　同左

② 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）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。　

② その他有価証券

時価のあるもの

　        同左　

 

 

 

時価のないもの

　        同左　

② 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定）を採用

しております。　

時価のないもの

　　　　　同左　

(2）たな卸資産

① 原材料    

     　─────

(2）たな卸資産

① 原材料

　移動平均法による原価法を採

用しております。      

(2）たな卸資産

① 原材料

     　─────

② 仕掛品

　個別法による原価法を採用し

ております。

② 仕掛品

同左

② 仕掛品

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。

主な耐用年数

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

 主な耐用年数

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

  主な耐用年数

建物 ３～20年

工具器具備品 ４～15年

建物 ３～15年

工具器具備品 ４～15年

建物 ３～20年

工具器具備品 ４～15年

(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）に基づく定額法を採用

しております。

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。な

お、市場販売目的のソフトウェア

については、見込販売可能期間（３

年以内）、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。また、営業

権については、５年間で毎期均等

額を償却しております。

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。な

お、市場販売目的のソフトウェア

については、見込販売可能期間（３

年以内）、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。

(3）長期前払費用

　定額法を採用しております。

(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 (1）新株発行費

　支出時に全額費用処理してお

ります。

(1）新株発行費

同左

 (1）新株発行費

同左

(2）社債発行費

　支出時に全額費用処理してお

ります。

(2）社債発行費

     　─────

(2）社債発行費

      支出時に全額費用処理しており

ます。

４．引当金の計上基準  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。

 貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

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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項目
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）

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

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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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）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８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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追加情報

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）

（外形標準課税）

　「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

4,977千円増加し、営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益が、4,977千円減

少しております。

　　　　　──────

 

（外形標準課税）

　「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

15,319千円増加し、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益が、15,319

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
（平成17年８月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　   　　16,934千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　　45,742千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　　 20,560千円

   

※２　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的に重

要性が乏しいため、流動負債の

「その他」に含めて表示してお

ります。

※２　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的に重

要性が乏しいため、流動資産の

「その他」に含めて表示してお

ります。

※２　　　　　─────

（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　営業外収益のうち主要なもの

　　　受取利息　　　　　　351千円

　　　有価証券利息　　　1,893千円

※１　営業外収益のうち主要なもの

　　　受取利息　　　　　1,730千円

　　　受取配当金　　　　　600千円

　　　有価証券利息　　　3,507千円

　　　為替差益　　　　　　958千円

※１　営業外収益のうち主要なもの

　　　受取利息　　　　　　765千円

　　　受取配当金　　　　　275千円

　　　有価証券利息　　　5,268千円

   

※２　営業外費用のうち主要なもの

　　　新株発行費　　　  8,731千円

　　　社債発行費　　  　7,380千円

　　　企業買収関連費用 12,793千円

※２　営業外費用のうち主要なもの

　　　新株発行費　　　  3,277千円

　　　

 

※２　営業外費用のうち主要なもの

　　　新株発行費　　　 17,144千円

　　　 社債発行費　 　　 7,380千円

　　　企業買収関連費用 12,793千円

   

※３　　　──────

 

※３　特別利益の内訳

　　　貸倒引当金戻入益  1,048千円

※３　　　──────

 

   

※４　特別損失の内訳

　　　本社移転費用　　  3,597千円

※４　特別損失の内訳

　関係会社出資金評価損  

                    9,496千円

　固定資産除却損  　2,654千円

　固定資産臨時償却費

　　　　　　　　　 11,514千円

※４　特別損失の内訳

 本社移転費用　 　23,850千円

 関係会社出資金評価損　

　　　　　　 　 　23,174千円

   

　５　減価償却実施額

　　　有形固定資産　　  3,722千円

　　　無形固定資産　 　10,091千円

　５　減価償却実施額

　　　有形固定資産　　 25,181千円

　　　無形固定資産　 　22,056千円

　５　減価償却実施額

　　　有形固定資産　　 13,056千円

　  　無形固定資産　 　27,546千円
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①　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）

　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  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

　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  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

　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  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
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

工具器具備
品

25,491 14,821 10,670

合計 25,491 14,821 10,670

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

工具器具備
品

15,991 9,945 6,046

合計 15,991 9,945 6,046

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具備
品

25,491 17,370 8,121

合計 25,491 17,370 8,121

　②  未経過リース料中間期末残高相

当額

　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

　②  未経過リース料期末残高相当額

１年内 4,866千円

１年超 6,516千円

合計 11,383千円

１年内 3,406千円

１年超 3,110千円

合計 6,516千円

１年内 3,871千円

１年超 4,836千円

合計 8,707千円

　③  支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

　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 2,949千円

減価償却費相当額 2,548千円

支払利息相当額 351千円

支払リース料 2,387千円

減価償却費相当額 2,074千円

支払利息相当額 196千円

支払リース料 5,898千円

減価償却費相当額 5,097千円

支払利息相当額 624千円

　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。

　④  減価償却費相当額の算定方法

同左

　④  減価償却費相当額の算定方法

同左

　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。

　⑤  利息相当額の算定方法

同左

　⑤  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）

 

　２．貸主側

           ──────

 

　２．貸主側

　①  リース物件の取得価額、減価償

却累計額、減損損失累計額及び

中間期末残高

 

　２．貸主側

　①  リース物件の取得価額、減価償

却累計額及び期末残高

取得価額
（千円）

減価償却
累計額
（千円）

中間期末
残高
（千円）

工具器具備
品

100,000 20,957 79,042

合計 100,000 20,957 79,042

取得価額
（千円）

減価償却
累計額
（千円）

期末残高
（千円）

工具器具備
品

66,666 3,075 63,591

合計 66,666 3,075 63,591

 　②  未経過リース料中間期末残高相

当額

　②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 32,610千円

１年超 49,109千円

合計 81,720千円

１年内 21,242千円

１年超 42,842千円

合計 64,085千円

 　③  受取リース料、減価償却費及び

受取利息相当額

　③  受取リース料、減価償却費及び

受取利息相当額

受取リース料 18,000千円

減価償却費 17,882千円

受取利息相当額 2,302千円

受取リース料 3,000千円

減価償却費 3,075千円

受取利息相当額 418千円

 

 

　④　利息相当額の算定方法

　 　　　利息相当額の各期への配分方

法については、利息法によって

おります。

　④　利息相当額の算定方法

同左

 

 

　　（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。
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②　有価証券関係

前中間会計期間末（平成17年２月28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18年２月28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８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。
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（１株当たり情報）

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株当たり純資産額　 116,080.76円

１株当たり中間純利益金額

　　　　　　　　　　　 　 87.17円

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額　　　　　　　    　  79.09円

１株当たり純資産額　 165,954.96円

１株当たり中間純損失金額

　　　　　　　　　 　2,430.94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、潜在株式は

存在するものの１株当たり中間純損失

であるため記載しておりません。

１株当たり純資産額   157,222.41円

１株当たり当期純利益金額

　　　　　　　　　　 　3,998.42円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額　　　　　　　　   3,585.28円

　当社は、平成16年７月20日付で１株

につき３株の株式分割を行っておりま

す。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前中間会計期間

の１株当たり情報については以下のと

おりとなります。

１株当たり純資産額　　13,552.81円

１株当たり中間純利益金額

　　　　　　　　　　　 2,986.46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、新株予約権

の残高はありますが、当社株式は非上

場であり、かつ店頭登録もしていない

ため、期中平均株価が把握できません

ので記載しておりません。

 

 

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失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株当たり中間（当期）純利益金額

　中間（当期）純利益又は中間純損失（△）
（千円）

3,154 △108,456 153,023

　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
　益又は中間純損失（△）（千円）

3,154 △108,456 153,023

　普通株式の期中平均株式数（株） 36,189 44,615 38,271

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 ― ― ―

　普通株式増加数（株） 3,697 ― 4,410

　（うち新株予約権（株）） (3,697) (―) (4,410 )

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４種類（新株予約権
の目的となる株式の数2,757
株）

新株予約権１種類(目的
となる株式の数470株）
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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）

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．　転換社債型新株予約権付社債の

新株への転換

当社が平成16年９月30日に発行

した第１回無担保転換社債型新株

予約権付社債（総額5,000,000千

円）につき、平成17年９月１日付

（700,000千円）、平成17年９月６

日付（200,000千円）で、新株予約

権の権利行使による新株への転換

が行われました。その内容は以下

のとおりであります。

(1)　転換社債型新株予約権付社債

の減少額

 900,000千円

 (2)　資本金の増加額

450,001千円 

 (3)　資本剰余金の増加額

 449,998千円

 (4)　増加した株式の種類及び株数

 普通株式　2,097.90株

 

２．　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

クオプションとして新株予約権を

発行する決議をいたしました。そ

の概要は次のとおりであります。

 (1)　株主以外の者に対し特に有利

な条件をもって新株予約権を

発行する理由

　当社及び当社子会社の取締

役及び従業員の業績及び企業

価値の向上に対する意欲や士

気を高めるとともに、優秀な

人材を確保することを目的と

し、当社の取締役、監査役、

従業員、社外協力者及び当社

子会社の取締役、監査役、従

業員、社外協力者に対し、新

株予約権を発行するものであ

ります。

 (2)　新株予約権割当の対象者

①　新株予約権割当の対象者

　  当社の取締役、監査役、従

業員、社外協力者及び当社子

会社の取締役、監査役、従業

員、社外協力者
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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　新株予約権の目的となる株式

の種類及び数

　当社普通株式1,000株を上限

とする。

  なお、本株主総会決議後に

おいて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

調整するものとする。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

捨てるものとする。

 調整後株式数=調整前株式数×

　　　　　　　　分割・併合の比率

 ③　新株予約権の総数

　1,000個を上限とする。

（新株予約権１個につき普通

株式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、同様の比率で調整を

行う。） 

 ④　新株予約権の発行価額

　無償で発行するものとする。

 ⑤　各新株予約権の行使に際して

払い込みをなすべき金額

  新株予約権１個当たりの払

込金額は、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」という。）に

前項③に定める新株予約権１

個の株式数を乗じた金額とす

る。

　行使価額は、新株予約権の

発行する日の属する月の前月

の各日（取引が成立していな

い日を除く。）における東京

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。
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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）

────── ────── 　ただし、当該金額が発行日

の前日の終値（取引が成立し

ない場合は、その前日の終値）

を下回る場合には、当該終値

とする。

  なお、株式分割又は株式併

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。

 

調整後
＝ 

調整前 
× 

１ 

行使価額 行使価額 分割・併合の比率 

 また、新株予約権発行日後

に、時価を下回る価額で新株

の発行又は自己株式の処分を

行う場合（新株予約権、平

成14年４月１日改正前商法

第280条ノ19の規定に基づく

新株引受権及び同改正前商法

第341条ノ8の規定に基づく新

株引受権付社債にかかる新株

引受権の行使による場合を除

く。）は、次の算式により行

使価額は調整され、調整によ

り生じる１円未満の端数は切

り上げる。なお、次の算式に

おいて、「既発行株式数」と

は、当社の発行済株式総数か

ら当社の保有する自己株式数

を控除した数をいうものとす

る。

　　　　　　

調整後
＝ 

調整前 

行使価額 行使価額 

既発行 
＋ 

新規発行

株式数 
× 

１株当たり

払込金額 

× 
株式数 新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

 

　上記のほか、新株予約権発

行日後に、当社が他社と合併

する場合、会社分割を行う場

合、資本減少を行う場合、そ

の他これらの場合に準じ、発

行価額の調整を必要とする場

合には、必要かつ合理的な範

囲で発行価額は適切に調整さ

れるものとする。
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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）

────── ────── ⑥　新株予約権の権利行使期間

平成18年１月１日から

 平成27年11月25日まで

 ⑦　新株予約権の行使条件

a.　各新株予約権の一部行使

はできないものとする。 

 b.　その他の条件については、

本株主総会決議及び取締役

会決議に基づき、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書」

に定めるところによる。

 ⑧　新株予約権の消却事由及び条

件

 a.　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。

 b.　新株予約権者が死亡した

場合は、新株予約権を無償

にて消却することができる。

 c.　その他の事由及び消却条

件については、本株主総会

決議及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

予約権割当契約書」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）

────── ────── ⑨　新株予約権の譲渡制限

　新株予約権の譲渡について

は、当社取締役会の承認を要

するものとする。

 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

議及び「新株予約権割当契約

書」に定めるところによる。
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