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2018年満期ユーロ円建転換制限条項付 

転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ 
～LTH：世界のコンテンポラリー・マーケットのリーディングカンパニー

 
株式会社リンク・セオリー・ホールディングスは、本日開催の取締役会において、

110億円及び今後開催する当社取締役会で上限額を定めるグリーンシューオプション
億円)の額面金額の合計額を発行総額とするゼロクーポン「2018 年満期ユーロ円建転
項付転換社債型新株予約権付社債」（以下「本新株予約権付社債」という。）の発行に

議をいたしましたので、その概要につき下記の通りお知らせいたします。 
 
【本新株予約権付社債発行の背景：当社の経営戦略】 
当社は、当社グループを「世界のコンテンポラリー・マーケットのリーディングカン

として発展させていく道標として、本年 1 月に中期事業計画「LTH1000 億円構想」
たしました。当計画において当社は、後記の「6つの経営戦略」を掲げ、有機的な成長
連結売上高 1,000億円を目指すとともに、「Theory」を真の「インターナショナル・ブラ
そして洋服という枠組みを超えた「ライフスタイルブランド」へと進化させて参る所

ます。 
“欧州事業の拡大”、“米国リテールビジネスの拡大”、“カジュアル事業への本格進

クセサリー事業の本格展開”、“ライセンス供与の開始”、“中国への本格進出”からな

の経営戦略」は順調な滑り出しをみせております。欧州事業においては、昨年 11 月
Rosner社買収により安定した事業拠点を獲得し、「Theory」ビジネスを本格化する土
ました。米国においても、直営店出店は予定通り進捗し、新店、既存店ともに売上は

移しております。カジュアル事業については、プレミアムデニムの草分けといわれる｢

Mankind｣の日本における独占販売権を取得し、本年 5 月より販売を開始いたします
アクセサリー事業では、今月 29 日にバッグ・シューズ等をメインにした戦略的な情
舗として、セオリー表参道店を表参道ヒルズにオープンいたします。 
また、当社では、「LTH1000億円構想」に加えて、コンテンポラリーというコンセ

有できる会社やブランドのM&Aにも積極的に取組み、更なるグループ力の強化を目
ります。本年 3月には Helmut Langブランドをプラダグループより取得し、同ブラ
名度と当社グループのノウハウを活かして、「Theory」に次ぐ第 2 の柱として再生す
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んでおります。 
 
【本新株予約権付社債を発行するに当たっての当社の狙い】 
 資金調達手段の選択にあたり、当社は（1）希薄化対策、（2）低コスト、（3）負債性調達手
段の多様化、という 3つの基準を重視し、特に既存株主に対する影響を極小化することを意図
した結果、本新株予約権付社債の発行を決定いたしました。本新株予約権には時価を上回るプ

レミアムを付加した転換価額が設定され、加えて一定の転換制限条項を設けることにより、希

薄化が出来るだけ抑制されうる設計となっております。また、ゼロクーポンで発行されるため、

戦略的な投資を低コストで行うことが可能となります。なお、本新株予約権付社債においては、

投資家に繰上償還請求権が付与されているものの、最長 12 年にわたる比較的長期の満期が設
定されております。一連のM&Aによって発生した商標権の定額償却が終了し、一株当り利益
の大幅な増加が見込まれる時期に本新株予約権付社債の満期を合わせることにより、満期時に

本新株予約権付社債の転換による希薄化が発生した場合でも、既存株主への影響を極小化する

効果を狙っております。 
 
※転換制限条項：株価が転換価額の一定水準を一定期間以上上回らない限り、投資家が新株予約権を行使できないことを内

容とする条項。本件においては、2017年 5月 31日までは、前四半期の最終 30連続取引日のうち 20取引日以上にわたって

株価が転換価額の 120％を上回る場合に限り、投資家は新株予約権を行使することができ、2017年 6月 1日以降は、株価が

転換価額の 120％を一度でも上回った場合に新株予約権の行使が可能になります。 

 
記 

 
1. 社債の名称 

2018年満期ユーロ円建転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債（そのうち社債のみを
「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。） 

2. 本社債の発行価額 
本社債の額面金額の 100.5％（本社債の額面金額は 5,000,000円） 

3. 本新株予約権の発行価額 
無償とする。 

4. 払込期日及び発行日 
2006年 5月 12日（ロンドン時間、以下特段の表示のない限り同じ。） 

5. 募集に関する事項 
(1) 募集の方法 

Merill Lynch International（以下「幹事引受会社」という。）の総額買取引受による欧
州を中心とする海外市場（但し、米国を除く。）における募集。但し、買付の申込みは条件

決定日の翌日午前８時（東京時間）までに行われるものとする。 
(2) 本新株予約権付社債の発行価格（募集価格） 

 



 
 

本社債の額面金額の 103% 
6. 本新株予約権に関する事項 

(1) 本新株予約権の目的となる株式の種類及び数 
(ｲ) 種類 

当社普通株式 
(ﾛ) 数 

本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社

の有する当社普通株式を移転（以下、当社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交

付」という。）する数は、行使請求に係る本社債の発行価額の総額を下記(3)(ﾛ)記載の転
換価額で除した数とする。但し、行使により生じる 100分の 1株未満の端数は切り捨て、
現金による調整は行わない。本新株予約権の行使により端株が発生する場合には、商法

又は当社の定款に定める端株の買取請求権が行使されたものとして現金により精算す

る。 
(2) 発行する本新株予約権の総数 

2,200個及び幹事引受会社の権利の行使により下限を 40個として追加的に発行され、そ
の上限を下記7.(1)に従って決定する本社債の額面金額合計額を5,000,000円で除した個数
並びに本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発

行することがある代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を 5,000,000円
で除した個数の合計数 

(3) 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 
(ｲ) 本新株予約権 1個の行使に際して払込をなすべき額は、本社債の発行価額と同額とす
る。 

(ﾛ) 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき当社普通株式 1株あたりの額（以下「転
換価額」という。）は、今後開催される当社取締役会において決定する。但し、当初転

換価額は、引受契約書の締結予定日の日本における応当日である 2006年 4月 25日（以
下「条件決定日」という。）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（以下「終値」という。）に 1.20を乗じた額以上で決定する。 
(ﾊ) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る発行
価額又は処分価額で当社普通株式を発行又は処分する場合には、次の算式により調整さ

れる。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数（但し、

当社普通株式に係る自己株式数を除く。）をいう。 
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また、転換価額は、当社普通株式の分割・併合、当社普通株式の時価を下回る価額を

もって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）の発行等が行われる場合、当社の合併若しくは重要な資産の移転、当社に関

する会社分割、株式移転若しくは株式交換、一定限度を超える配当支払い、その他一定

の事由が生じた場合にも適宜調整される。 
(4) 本新株予約権の発行価額を無償とする理由及びその行使に際して払込をなすべき額の
算定理由 
本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分

離譲渡はできず、本新株予約権が行使されると代用払込により本社債は消滅し、かつ本社

債が繰上償還されると本新株予約権の行使請求期間が終了するなど、本社債と本新株予約

権が相互に密接に関連することを考慮し、また、本新株予約権の理論的な経済的価値と、

本社債に本新株予約権を付した結果、本新株予約権付社債全体の発行に際し、本社債の利

率、発行価額その他の発行条件により当社が得ることのできる経済的価値とを勘案して、

その発行価額を無償とした。また、本新株予約権付社債が転換社債型新株予約権付社債で

あることから、本新株予約権 1個の行使に際して払込をなすべき額は本社債の発行価額と
同額とし、当初転換価額は上記(3)(ﾛ)記載のとおり決定される額とする。 

(5) 本新株予約権の行使請求期間 
2006年 5月 26日から 2018年 4月 27日の銀行営業終了時（行使請求地時間）までと

する。（但し、下記 7.(4)(ﾛ)①、②及び③記載の繰上償還の場合には、当該償還日の東京に
おける３銀行営業日前の日の銀行営業終了時（行使請求地時間）、下記 7.(4)(ﾊ)記載の繰上
償還の場合には、所定の通知が行われるまで、下記 7.(4)(ﾆ)記載の買入消却の場合には、当
社による償却又は当社子会社による引渡しが行われるまで、及び下記 7.(4)(ﾎ)記載の期限の
利益喪失の場合には、期限の利益喪失時までとする。）上記いずれの場合も、①2018 年 4
月 27 日より後の期間、及び②当社の合併・重要な資産の移転、会社分割又は株式移転若
しくは株式交換の場合に、当社が 30 日以内で合理的に定める当該取引の効力発生日前の
期間中は、本新株予約権を行使することはできない。上記の行使請求期間経過後は、本新

株予約権は無効となり、行使不能となる。 
(6) その他の本新株予約権の行使の条件 
本新株予約権付社債所持人は、2017年 5月 31日までは、当社の前四半期会計期間の末
日（現在、2月、5月、8月、11月の各末日）までの東京における 30連続取引日の期間中
の任意の 20取引日において、終値が当該前四半期末日（但し、2017年 5月 31日は除く。）
における転換価額（但し調整に服する）の 120%（1 円未満の端数は切り捨て）を上回っ
た場合にのみ、本新株予約権を行使することができるものとする。この場合、本新株予約

権付社債所持人は、当該前四半期の次の四半期の初日から末日までの期間中、本新株予約

権を行使することができる。 
本新株予約権付社債所持人は、2017 年 6 月 1 日以降は、終値が当該取引日における転
換価額の 120%（１円未満の端数は切り捨て）を１日でも上回った場合には、本新株予約

 



 
 

権を行使することができるものとする。但し、上記いずれの場合も、預託日（下記（11）
に定義する。）は上記(5)記載の行使請求期間中の日でなければならない。 
転換請求権の上記制限は、当社以外の者からのすべての株主（但し、当該申出者並びに

その支配する会社及び個人を除く。）に対して当社株式の全部または一部を買い取る申し

出がなされた場合には適用されないものとする。 
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(7) 本新株予約権の消却事由及び消却の条件 
新株予約権の消却事由は定めない。 

(8) 本社債に付する本新株予約権の数 
本社債 1個に付する本新株予約権の数は 1個とする。 

(9) 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合の株式の発行価額中の資本組
入額 

 資本組入額とは、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額に

0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げ

た額とする。 

 (10) 本新株予約権の期中行使があった場合の取扱い 
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式に関する利益配当金又は中間配当

金（商法第 293条ノ 5による金銭の分配）は、本新株予約権行使の効力発生日の属する
配当計算期間（現在 8月 31日又は 2月末日に終了する各 6ヶ月の期間をいう。）の初め
に本新株予約権行使の効力が発生したものとみなして、これを支払う。 
上記の定めにかかわらず、新会社法施行後は、本新株予約権の行使によって交付され

る当社株式は、本新株予約権行使による株式交付日以降に到来する日を基準日とする配

当について、当該基準日に存在する当社の発行済み株式と同等の権利を有するものとす

る。 
(11) 本新株予約権の行使の効力 

本新株予約権の行使の効力は、新株予約権行使受付代理人である JPMorgan Chase 
Bank, N.A.（以下「新株予約権行使受付代理人」という。）に本新株予約権付社債券及び
その他行使請求に必要な書類が預託され、その他行使請求に必要な条件が満足された日

（以下「預託日」という。）の 23 時 59 分に本新株予約権の行使の請求があったものと
みなされ、従って、本新株予約権の行使の効力は、かかる時刻（日本においては当該時

刻に相当する翌暦日における時刻）に発生する。 
7. 本社債に関する事項 

(1) 本社債の発行総額 
110 億円及び幹事引受会社の権利の行使により下限額を２億円として追加的に発行され、
その上限額を今後開催される取締役会において決定する本社債の額面金額合計額並びに本

新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行するこ

とがある代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額の合計額。幹事引受会社

 



 
 

の権利の行使は、2006年 5月 9日までになされるものとする。 
(2) 本社債の額面金額 

5,000,000 円。なお、上記 6.(2)記載の包括新株予約権付社債券の場合は、当該包括新株
予約権付社債が表章する本新株予約権付社債に係る本社債の額面金額合計額。 

(3) 本社債の利率 
利息は付さない。 

(4) 本社債の償還の方法及び期限 
(ｲ) 満期償還 

2018年 5月 14日（償還期限）に本社債の額面金額の 100％で償還する。 
(ﾛ) 繰上償還 
① 130%コールオプション条項による繰上償還 

2009年 5月 12日以降、終値が、30連続取引日にわたり、当該各取引日に適用のあ
る転換価額の 130％以上であった場合、当社は、本新株予約権付社債所持人に対し、
当該 30連続取引日の末日から 30日以内に、30日以上 60日以内の本新株予約権付社
債要項所定の事前通知（かかる通知は撤回することができない。）を行った上で、残存

する本社債の全部（一部は不可）を本社債の額面金額の 100％で繰上償還することが
できる。 
② 税制変更等による繰上償還 
日本国の税制の変更等により、本社債に関する支払に関し下記 10.記載の特約に基
づく追加額の支払の必要があることを受託会社に了解させ、かつ当社が利用できる合

理的な手段によってもかかる義務を回避し得ない場合、当社は、その選択により、本

社債の所持人に対する 30日以上 60日以内の本新株予約権付社債要項所定の事前通知
（かかる通知は撤回することができない。）を行った上で、残存する本社債の全部（一

部は不可）を本社債の額面金額の 100%で繰上償還することができる。但し、本社債
に関する支払期日が到来したとして、当社が追加金の支払をしなければならない最初

の日に先立つ 90日より前にかかる通知を行うことはできない。 
③ 当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合等の繰上償還 

当社が、本新株予約権付社債の要項に従い、合併・重要な財産の移転により消滅会

社となる場合、会社分割により分割会社となる場合、又は株式会社若しくは他の会社

と共同して株式交換・株式移転をすることにより他の会社の完全子会社となる場合に

おいて、存続会社・完全親会社等に合理的な条件で本新株予約権付社債を承継させる

ために必要な所定の措置を講じることができなかった場合には、当社は、本新株予約

権付社債所持人に対し、償還日前 30日以上 60日以内の本新株予約権付社債の要項所
定の事前通知（かかる通知は撤回することができない。）を行った上で、残存する本社

債の全部（一部は不可。）を、本社債の額面金額に対する下記の割合で表される償還金

額で繰上償還することができる。 
2006年 5月 13日から 2007年 5月 12日まで：105.5% 

 



 
 

2007年 5月 13日から 2008年 5月 12日まで：105% 
2008年 5月 13日から 2009年 5月 12日まで：104.5% 
2009年 5月 13日から 2010年 5月 12日まで：104% 
2010年 5月 13日から 2011年 5月 12日まで：103.5% 
2011年 5月 13日から 2012年 5月 12日まで：103％ 
2012年 5月 13日から 2013年 5月 12日まで：102.5% 
2013年 5月 13日から 2014年 5月 12日まで：102％ 
2014年 5月 13日から 2015年 5月 12日まで：101.5% 
2015年 5月 13日から 2016年 5月 12日まで：101％ 
2016年 5月 13日から 2017年 5月 12日まで：100.5% 
2017年 5月 13日から 2018年 5月 14日まで：100％ 

 (ﾊ) 新株予約権付社債所持人の選択による繰上償還 
本新株予約権付社債所持人は、本条項に基づく提出日以前に、上記(ﾛ)①から③に基づ
く会社による繰上償還の本新株予約権付社債要項所定の通知がされない限り、その保有

する本社債を 2009年 5月 12日、2012年 5月 12日又は 2015年 5月 12日（以下「選
択的償還期日」という。）において、その額面金額の 100％で償還するように当社に対し
請求する権利を有する。かかる請求権を行使するために、本新株予約権付社債所持人は、

選択的償還期日から 30日以上前 60日以内の間に所定の様式の償還通知書を作成し、当
該本新株予約権付社債券を添付して新株予約権行使受付代理人の指定された事務所に提

出しなければならない。かかる償還請求は取消し不能であり、当社の書面による同意の

ない限り撤回することができない。 
(ﾆ) 買入消却 
当社は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権付社債を買い入れ、

当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができる。かかる消却をする場合、

当社は当該本新株予約権付社債に係る本新株予約権につきその権利を放棄するものとす

る。なお、当社の子会社は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権

付社債を買い入れ、消却のために引渡すことができ、かかる場合、当該本新株予約権付

社債に係る本新株予約権につきその権利を放棄するものとする。 
(ﾎ) 債務不履行等による強制償還 
本社債に関する支払遅滞その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の事由が生じ

た場合で、かつ、受託会社が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより、当社に

対し本社債の期限の利益の喪失の通知を行った場合、当社は、本社債につき期限の利益

を失い、その額面金額の 100％で直ちに償還しなければならない。 
(5) 本社債の様式 
無記名式新株予約権付社債券 

(6) 本社債の利息の支払方法及び利払期日 
該当なし。 

 



 
 

(7) 担保の有無及び内容 
該当なし。 

(8) 財務上の特約 
担保提供制限が付される。 

(9) 取得格付け 
該当なし。 

(10) 社債管理会社 
該当なし。 

8. 上場 
本新株予約権付社債は、シンガポール証券取引所に上場される予定である。 

9. 代用払込に関する事項 
商法第 341条ノ 3第 1項第 7号及び第 8号により、本新株予約権付社債権者が本新株予約
権を行使したときは当該本新株予約権付社債に係る本社債の全額の償還に代えて当該本新株

予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとみなす。 
10. 追加支払 
本社債に関する支払につき、日本国又はその他の課税権者により課せられる現在又は将来

の公租公課を源泉徴収又は控除すべきことを法により要求される場合、当社は、一定の日本

国非居住者又は外国法人である本社債の所持人に対し、当該源泉徴収又は控除後の支払額が

当該源泉徴収又は控除がなければ支払われたであろう額に等しくなるように追加金を支払う。 
11. その他 
安定操作取引は行わない。 

 
（ご参考） 

 

1. 資金使途 

(1) 調達資金の使途 

本件新株予約件付社債による資金調達に係る発行手取り金は、一部を既存借入金の返済資

金に充当するほか、「世界のコンテンポラリー・マーケットのリーディングカンパニー」として発展し

ていくにあたり積極的に取り組んでいく M&A 等の戦略投資に向けた資金基盤強化や、欧州

Theory 事業及び米国リテールビジネス拡大のための、欧米主要都市における旗艦店開設、

Helmut Lang ブランド再生のための投資に充てる予定です。 

(2) 前回調達資金の使途の変更 

該当事項はありません。 

(3) 会社収益への影響 

本新株予約権付社債はゼロクーポンで発行されるため、金利負担による連結業績への影響

はありません。 

 

2. 株主への利益配分等 

 



 
 

(1) 利益配分に関する基本方針 

当社は株主価値実現を重要な使命としており、配当を株主価値実現の重要な手段として認識

しております。しかしながら、当社は、引き続き高い成長が期待できる「Theory」の世界展開に事

業利益を再投資することが、最も株主価値実現に資するものと考えているため、当面は過去の

実績に基づく一定の配当を継続するに留める予定です。今後も当社は、当社グループの事業・

財務の状況に応じた最善の配当政策を実施してまいる所存です。 

なお、当社の主たる収益は総務・経理等の管理業務を国内子会社のために行う業務委託収

入と、子会社からの受取配当金となります。主要な子会社の配当政策としましては、Link Theory 

Holdings (US) Inc. や Link Theory Holdings (Europe) GmbH は買収資金借入返済・新本社およ

び旗艦店開設など投資案件が多いことなどを勘案し、当面配当は行わない方針です。㈱リンク・

インターナショナルは、外部負債が無いことから、原則として、期間利益に見合った配当を毎年

実施していく方針です。 

(2) 配当決定に当たっての考え方 

上記の基本方針に基づき、平成１７年 8 月期の配当は過去の実績に基づく一株当たり 1,250

円といたしました。それにより、単体決算における自己資本利益率が 0.6%、自己資本配当率が

1.02%となりました。なお、配当性向につきましては、平成 17 年 8 月期の単体決算が当期純損失

となりましたため計算しておりません。 

 

(3) 内部留保金の使途 

内部留保につきましては、上記基本方針に基づき、引き続き高い成長が期待できる「Theory」

の世界展開のための投資等に充当する予定です。 

 

(4) 過去 3 決算期間の配当状況等 

（単体決算） 平成 15 年 8 月期 平成 16 年 8 月期 平成 17 年 8 月期 

1 株当たり当期純利益 89,969.12 円 35,642.64 円 △374.60 円 

1 株当たり配当額 5,000 円 5,000 円 1,250 円 

配当性向 5.6%  14.0% - 

自己資本利益率 53.6% 7.1% 0.6% 

 

自己資本配当率 0.91% 1.03% 1.02% 

 （連結決算） 平成 15 年 8 月期 平成 16 年 8 月期 平成 17 年 8 月期 

 1 株当たり当期純利益 109,443.90 円 △167,225.72 円 40,654.62 円 

 自己資本利益率 50.2％ - 24.8％ 

 

 

（注） 1. 自己資本利益率は、決算期末の当期純利益を自己資本（期首の資本の部合計と期

末の資本の部合計の平均）で除した数値であります。 

  2. 自己資本配当率は、年間配当金総額を自己資本（期首の資本の部合計と期末の資

本の部合計の平均）で除した数値であります。 

 



 
 

（5) 過去の利益配分ルールの遵守状況 

当該事項はありません。 

 

3. その他 

(1) 潜在株式による希薄化情報等 

本新株予約権付社債には転換制限条項が付されており、本新株予約権の行使が制限されてお

ります。そのため、「一株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第二号）及び「一

株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第四号）に基づ

き、本新株予約権付社債は「条件付発行可能潜在株式」に該当し、新株予約権の行使の条件

が充足されない限り潜在株式に含まれず、会計上希薄化効果が認識されないため、希薄化情

報に関する記載は省略しております。 

(2) 過去のエクイティ・ファイナンスの状況 

① 過去 3年間に行われたエクイティ・ファイナンス 

年月日 増資額（千円） 増資後資本金 摘要 

平成 15 年 12 月 31 日 14,280 99,280 新株予約権の権利行使

平成 16 年 1月 16 日 2,425,500 2,524,780 第三者割当 

平成 16 年 8月 31 日 17,640 2,542,420 新株予約権の権利行使

平成 17 年 1月 31 日 17,640 2,560,060 新株予約権の権利行使

平成 17 年 6月 8日 3,179,000 5,739,060 有償一般増資 

平成 17 年 6月 30 日 2,212 5,741,272 新株予約権の権利行使

平成 17 年 7月 11 日 572,220 6,313,492 第三者割当 

平成 17 年 7月 31 日 280 6,313,772 新株予約権の権利行使

平成 17 年 8月 31 日 896 6,314,668 新株予約権の権利行使

平成 17 年 10 月 31 日 140 6,314,808 新株予約権の権利行使

平成 18 年 2月 28 日 17,640 6,332,448 新株予約権の権利行使

  
 

 



 
 

② 過去 2決算期間および直前の株価等の推移 

 平成 17 年 8 月期 平成 18 年 8 月期 

始値 848,000 631,000 

高値 1,680,000

□746,000

778,000 

安値 760,000

□626,000

492,000 

終値 628,000 686,000 

株価収益率 30.89 倍 - 

  
 

（注） 1. 平成 18 年 8 月期の株価については、平成 18 年 4 月 24 日現在で表示しており

ます。 

 2. 平成 17 年 10 月 20 日付をもって、普通株式 1株を 2 株に分割しております。 

 3. 平成 17年 8月期の高値及び安値については、無印は、株式分割権利落前の価

格を、□印は、株式分割権利落後の価格を表示しております。 

 

 4. 株価収益率は、決算期末の株価（終値）を当該決算期の 1 株当たり連結当期

純利益で除した数値であります。 

                以  上 

 

 
 
 
 

 


