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１． 18年9月中間期の業績（平成17年10月1日～平成18年3月31日） 
（1）経営成績                                           （注）百万円未満は切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益又は営業損失（△） 経常利益又は経常損失（△） 

 

18年3月中間期 

17年3月中間期 

百万円   ％ 

686  ( △36.9 ) 

           1,088  (  △6.4 ) 

百万円   ％ 

   △60   (   －   ) 

           69  (  △78.3  ) 

百万円   ％ 

△346   (    －  ) 

            69   ( △78.3  ) 

  17年9月期            1,883  ( △21.4 )         △101 (   －   )        △101   (    －  ) 
 

 
中間（当期）純利益又は 

中間（当期）純損失（△） 

１株当たり中間（当期）純利益 

又は１株当たり中間当期純損失 

 

18年3月中間期 

17年3月中間期 

百万円   ％ 

      △416    (  －   ) 

           40    ( △87.1 ) 

      円  銭    

△7,979.38 

1,016.21 

  17年9月期           △300    (  －   ) △7,447.74 
(注) ①期中平均株式数    18年3月中間期  52,213株  17年3月中間期  40,291株  17年9月期   40,320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、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 

 

18年3月中間期 

      円  銭 

0   00 

      円  銭 

 － 

17年3月中間期 0   00  － 

 17年9月期   －  － 
 
 
（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 

 

18年3月中間期 

17年3月中間期 

百万円 

6,872 

3,895 

百万円 

6,648 

3,657 

％ 

96.7 

93.9 

円  銭 

115,699.04 

90,736.43 

  17年9月期 3,557 3,331 93.7 82,576.35 

(注) ①期末発行済株式数 18年3月中間期 57,461株 17年3月中間期  40,312株  17年9月期 40,348株 

 ②期末自己株式数 17年3月中間期 0株 16年3月中間期    0株  16年9月期    0株 

 
２． 平成18年9月期の業績予想（平成17年10月1日～平成18年9月30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  

 

   通 期 

百万円 

1,620 

百万円 

△100 

百万円 

△160 

円  銭 

     0   00 

円  銭 

    0   00 
（参考） 1株当たり予想当期純利益（通期） △1,740円 31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で判断したものであります。予想にはさまざまな不確定
要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想に全面的に依拠して投
資等の判断を行うことは差し控えてください。 
なお、上記予想に関する事項については、平成18年9月期中間決算短信（連結）の添付資料11ページ及び本日付の「業績
予想の修正のお知らせ」を参照ください。 
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５．中間財務諸表等 
(1) 中間財務諸表 

①中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年９月30日） 

区分  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   1,691,016   1,194,018   1,341,404  

２ 売掛金   322,080   165,938   217,935  

３ 有価証券   61,760   286,103   61,764  

４ 短期貸付金   ―   1,800,000   ―  

５ 未収入金    ―   542,823   ―  

６ 証券預け金   ―   686,828   ―  

７ その他   131,284   39,605   84,198  

流動資産合計   2,206,141 56.6  4,715,318 68.6  1,705,304 47.9 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

(1）建物  24,898   4,717   22,606   

(2）器具及び備品  55,835 80,734 2.1 29,480 34,197 0.5 41,873 64,479 1.8 

２ 無形固定資産           

(1）ソフトウェア  32,125   36,555   46,667   

(2）その他  2,407 34,533 0.9 1,961 38,517 0.6 2,184 48,851 1.4 

３ 投資その他の資産          

(1）投資有価証券  147,166   292,830   313,170   

(2）関係会社株式  1,272,225   1,205,111   1,235,111   

(3)その他関係会社
有価証券 

 ―   486,603   ―   

(4）出資金  ―   26,000   26,000   

(5) 関係会社出資金 32,430   21,130   21,130   

(6）敷金保証金  102,698   49,384   139,771   

(7）その他  19,261 1,573,781 40.4 3,650 2,084,709 30.3 3,650 1,738,833 48.9 

固定資産合計   1,689,049 43.4  2,157,424 31.4  1,852,165 52.1 

資産合計   3,895,191 100.0  6,872,743 100.0  3,557,469 100.0 
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前中間会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年９月30日） 

区分  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 未払金   192,461   201,442   204,770  

２ 未払法人税等   34,987   11,006   1,424  

３ 未払消費税等   983   278   ―  

４ 前受金   ―   1,521   2,397  

５ 預り金   5,316   5,929   6,637  

流動負債合計   233,748 6.0  220,179 3.2  215,230 6.0 

Ⅱ 固定負債           

１ 退職給付引当金   3,675   2,184   3,059  

２ 役員退職慰労引当金  ―   1,756   ―  

３ 繰延税金負債   ―   441   7,388  

固定負債合計   3,675 0.1  4,381 0.1  10,448 0.3 

負債合計   237,423 6.1  224,560 3.3  225,678 6.3 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   2,184,950 56.1  4,142,565 60.3  2,187,950 61.5 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  ―   3,323,214   1,534,599   

資本剰余金合計   1,531,599 39.3  3,323,214 48.3  1,534,599 43.1 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 中間(当期)未処理損失 60,384   818,246   401,618   

利益剰余金合計   △60,384 △1.6  △818,246 △11.9  △401,618 △11.2 

Ⅳ その他有価証券評
価差額金 

  1,602 0.1  648 0.0  10,858 0.3 

資本合計   3,657,767 93.9  6,648,182 96.7  3,331,790 93.7 

負債資本合計   3,895,191 100.0  6,872,743 100.0  3,557,469 100.0 
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②中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分  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   1,088,370 100.0  686,245 100.0  1,883,274 100.0 

Ⅱ 売上原価   115,058 10.6  82,081 12.0  247,761 13.2 

売上総利益   973,312 89.4  604,164 88.0  1,635,512 86.8 

 Ⅲ 販売費及び一般管理費  903,939 83.0  664,375 96.8  1,737,311 92.2 

営業利益又は営
業損失（△） 

  69,373 6.4  △60,211 △8.8  △101,799 △5.4 

Ⅳ 営業外収益   23 0.0  24,759 3.6  4,029 0.2 

Ⅴ 営業外費用   28 0.0  310,702 45.2  4,119 0.2 

経常利益又は経
常損失（△） 

  69,367 6.4  △346,154 △50.4  △101,889 △5.4 

Ⅵ 特別利益   ― ―  15,565 2.3  ― ― 

Ⅶ 特別損失   ― ―  85,564 12.5  175,716 9.3 

税引前中間純利益又は
税引前中間（当期） 
純損失（△） 

 69,367 6.4  △416,152 △60.6  △277,605 △14.7 

法人税、住民税及び 
事業税 

28,423   475   179   

過年度法人税、住民税 
及び事業税 

―   ―   22,503   

法人税等調整額  ― 28,423 2.6 ― 475 0.1 ― 22,682 1.2 

中間純利益又は中間
（当期）純損失（△） 

 40,944 3.8  △416,627 △60.7  △300,289 △15.9 

前期繰越損失   101,329   401,618   101,329  

中間（当期）未処理損失  60,384   818,246   401,618  
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中間財務諸表作成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10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

(1)売買目的有価証券 (1)売買目的有価証券 (1)売買目的有価証券 

― 時価法（売却原価は移動平均

法により算定） 

― 

１ 資産の評価基準及び評

価方法 

(2)子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法に

よっております。 

(2)子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(2)子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 (3)その他有価証券 (3)その他有価証券 (3)その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 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  期末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 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法に基づく原価法

によっております。 

同左 

 

なお投資事業有限責任組合及

びこ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）

については組合契約に規定され

る決算報告書に応じて入手可能

な最近の決算書を基礎とし、持

分相当額を純額で取り込む方法

によっております。 

同左 

 

同左 

２ 固定資産の減価償却の

方法 

(1)有形固定資産 

 定率法によっております。 

 なお、耐用年数及び残存価

額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準に

よっております。 

(1)有形固定資産 

同左 

(1)有形固定資産 

同左 

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

  定額法によっております。 

 耐用年数については、法人

税法に規定する方法と同一の

基準によっております。 

 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

基づく定額法で、償却してお

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10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

(1)退職給付引当金 (1)退職給付引当金 (1)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、期末における退職給付債務

（退職給付にかかわる期末自己

都合要支給額）の見込額に基づ

いて、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる額

を計上しております。 

同左  従業員の退職給付に備えるた

め、期末における退職給付債務

（退職給付にかかわる期末自己

都合要支給額）の見込額に基づ

いて計上しております。 

(2)役員退職慰労引当金 (2)役員退職慰労引当金 (2)役員退職慰労引当金 

３ 引当金の計上基準 

― 役員の退職慰労金支給に備える

ため、当中間会計期間末におけ

る要支給額を計上しておりま

す。  

― 

４ 繰延資産の処理方法 ― 新株発行費は支出時に一括費用

処理しております。 

同左 

５ 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)消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

(1)消費税等の会計処理 

同左 

(1)消費税等の会計処理 

同左 
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会計方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

― 

(役員退職慰労引当金) 

役員退職慰労金については、従来支給

時の費用として処理しておりましたが、

当中間会計期間における当社の役員異動

を契機として、会計方針を見直した結

果、役員の在任期間における費用を合理

的に配分することで期間損益の適正化及

び財政状態の健全化を図るため、当中間

会計期間から内部規程に基づく期末要支

給額を引当計上する方法に変更いたしま

した。 

この変更に伴い、当中間会計期間の発

生額422千円を販売費及び一般管理費に

過年度相当額1,285千円を特別損失に一

括計上しております。この結果、従来の

方法によった場合と比較して、営業損

失、経常損失は422千円増加し、税引前

中間純損失は1,708千円増加しておりま

す。 

 

（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。 

これによる損益への影響はありませ

ん。 

― 

 

追加情報 

前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

（法人事業税における外形標準課税部分

の中間損益計算書上の表示方法） 

実務対応報告第12号「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」（企業会

計基準委員会 平成16年2月13日）が公

表されたことに伴い、当中間会計期間か

ら、同実務対応報告に基づき、法人事業

税の付加価値割及び資本割5,343千円を

販売費及び一般管理費として処理してお

ります。 

― 

（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方法） 

実務対応報告第12号「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」（企業会

計基準委員会 平成16年2月13日）が公表

されたことに伴い、当事業年度から、同

実務対応報告に基づき、法人事業税の付

加価値割及び資本割9,510千円を販売費及

び一般管理費として処理しております。 
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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３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度 
（平成17年９月30日） 

有形固定資産の減価償却累計額  有形固定資産の減価償却累計額  有形固定資産の減価償却累計額 

95,722千円 

 

 

75,847千円 

 

 

94,631千円 

 

 

 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

営業外収益の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

営業外収益の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

営業外収益の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 
 

受取利息及び受取配当金 20千円 
  

 
受取利息及び受取配当金 10,860千円 

解約返戻金 13,215千円 
 

 
受取利息及び受取配当金 3,888千円

  

営業外費用の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

営業外費用の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

営業外費用の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 
 

支払利息 28千円 
  

 
新株発行費 18,440千円

投資組合運用損失 116,677千円

有価証券運用損 175,583千円
  

 
支払利息 28千円

事業組合運用損失 2,141千円
  

― 特別利益の内容は次のとおりであります。 ― 
    

投資有価証券売却益 15,565千円
  

   

― 特別損失の内容は次のとおりであります。 特別損失の内容は次のとおりであります。

    
役員退職慰労金 43,687千円

過年度役員退職慰労引

当金繰入額 

1,285千円

固定資産除却損 21,014千円

固定資産売却損 5,296千円

本社移転費用 14,280千円
 

 
関係会社株式評価損 169,608千円

固定資産除却損 6,108千円
  

減価償却実施額 減価償却実施額 減価償却実施額 
 

有形固定資産 11,732千円 

無形固定資産 4,128千円 
  

 
有形固定資産 8,886千円

無形固定資産 5,960千円
  

 
有形固定資産 25,208千円

無形固定資産 11,820千円
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１ 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） 

１ 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） 

１ 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） 

 該当事項はありません。   該当事項はありません。  該当事項はありません。 

２ オペレーティング・リース取引（借

主側） 

２ オペレーティング・リース取引（借

主側） 

２ オペレーティング・リース取引（借

主側） 

未経過リース料 該当事項はありません。 該当事項はありません。 

１年内 866千円

１年超 505千円

合計 1,371千円
 

 １年内 866千円 

１年超 72千円 

合計 938千円 
 

 

（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年３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18年３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９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。 



－  － 
 

40 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

    

１株当たり純資産額 90,736円43銭

１株当たり中間純利益 1,016円21銭

潜在株式調整後１株 
当たり中間純利益 

954円15銭
 

 

１株当たり純資産額 115,699円4銭

１株当たり中間純損失 7,979円38銭

 
  

  

１株当たり純資産額 82,576円35銭

１株当たり当期純損失 7,447円74銭
   

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、当社は当期純損失を計

上しているため、記載しておりません。 

同左 

  

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

 
前中間会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日)

当中間会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

損益計算書上の中間（当期）純利益 

（△損失）（千円） 
40,944 △416,627 △300,289 

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 

（△損失）（千円） 
40,944 △416,627 △300,289 

普通株式の期中平均株式数（株） 40,291 52,213 40,320 

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

（株） 

新株引受権 

新株予約権 

 

 

2,289 

331 

   

 

― 

― 

   

 

― 

― 

普通株式増加数（株） 2,620 ― ― 

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 

― 

（新株予約権） 

株主総会の特別決議日 

平成12年2月4日（300株） 

株主総会の特別決議日 

平成12年3月17日（90株） 

株主総会の特別決議日 

平成12年3月17日（60株） 

株主総会の特別決議日 

平成12年7月31日（90株） 

株主総会の特別決議日 

平成14年3月15日（225株） 

株主総会の特別決議日 

平成14年９月17日（39株） 

 

（新株予約権） 

株主総会の特別決議日 

平成12年2月4日（1,410株） 

株主総会の特別決議日 

平成12年3月17日（540株） 

株主総会の特別決議日 

平成12年3月17日（120株） 

株主総会の特別決議日 

平成12年7月31日（270株） 

株主総会の特別決議日 

平成12年7月31日（90株） 

株主総会の特別決議日 

平成14年3月15日（465株） 

株主総会の特別決議日 

平成14年９月17日（132株） 

株主総会の特別決議日 

平成14年9月17日（360株） 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

 平成17年３月23日の当社取締役会にお

いて当社グループの更なる業容の発展と

事業基盤の確立を目的として、有限会社

インフォスコープの第三者割当増資によ

る株式の取得を決議し、平成17年４月５

日に取得し同社は当社の子会社となりま

した。同社の概要は以下のとおりです。 

商 号：有限会社インフォスコープ 

出資額：22,500,000円 

出資比率：52.9％ 

代表取締役：堀越光弘 

事業内容：有料老人ホームの情報検索サ

イト「関東優良老人ホーム

情報センター」の運営。 

（1）ストックオプション発行 

当社は、平成18年4月5日開催の取締役会

において､商法第280条ﾉ20、第280条ﾉ21、

および平成18年3月24日開催の臨時株主総

会の特別決議に基づく、ストックオプ

ションを目的として発行する新株予約権

の具体的な内容について下記のとおり決

議いたしました。 

①新株予約権発行日  平成18年4月5日 

②新株予約権の総数  1,575個 

（新株予約権1個あたりの目的たる株式

数は当社普通株式1個 

③新株予約権の発行価額 無償 

④行使価額    212,912円 

⑤行使期間    平成20年3月25日から 

         平成28年3月24日まで 

⑥行使により新たに株式を発行する場合

の資本組入額  106,456円 

⑦割当対象者及び人数 

        当社役員及び従業員6名 

 

（2）投資事業組合への投資 

当社は、平成18年4月25日にKIWAMI11号投

資事業組合のファンドに出資いたしまし

た。 

①業務執行組合員 ｼｸﾞﾏ･ｹﾞｲﾝ㈱ 

         代表取締役 岩本信徹 

②組合の設立   平成18年4月1日 

③組合の期間   設立日から1年間 

④当社出資口数  26口 

④当社出資金額  4億40万円 

 

（3）自己株式の取得 

当社は、平成18年5月12日開催の取締役会

において、商法第211条ﾉ3第1項第2号の規

定に基づき、自己株式を取得することを

決議いたしました。 

①取得理由  機動的な資本政策の遂行 

②取得する株式の種類  当社普通株式 

③取得する株式の総数  1,000株 

④株式の取得価額の総額 1億5千万円 

⑤取得の日程 平成18年5月15日から 

       平成18年8月14日まで― 

(1)第三者割当増資 

当社は、平成17年11月16日開催の取締

役会において、第三者割当増資に関して

下記の通り決議いたしましたが、平成17

年11月18日に、株主より当該新株発行の

差止めを求める仮処分の申立書が東京地

方裁判所に提出され、これに対し12月５

日に当該申請を認める旨の決定がなされ

ました。当社は上記決定を受け、平成17

年11月16日の取締役会で決議いたしまし

た第三者割当増資を中止し、下記（2）

に示す決議を実施しております。 

①発行新株式数 普通株式23,000株 

②発行価額 1株につき180,000円 

③発行価額の総額 4,140,000千円 

④資本組入額 1株につき90,000円 

⑤資本組入額の総額 2,070,000千円 

⑥払込期日 平成17年12月6日 

⑦配当起算日 平成17年10月1日 

⑧資金の使途 運転資金、新規事業

投資資金 

⑨割当先 煌1号投資事業組合

21,750株及び青山

浩1,250株 

 

(2)第三者割当増資 

当社は、平成17年12月12日開催の取締役

会において、第三者割当増資に関して下

記の通り決議いたしました。 

①発行新株式数 普通株式14,530株 

②発行価額 1株につき241,000円 

③発行価額の総額 3,501,730千円 

④資本組入額 1株につき120,500円 

⑤資本組入額の総額 1,750,865千円 

⑥払込期日 平成17年12月29日 

⑦配当起算日 平成17年10月1日 

⑧資金の使途 運転資金、新規事業

投資資金 

⑨割当先 煌1号投資事業組合

213,600株及び青山

浩930株 
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(2）その他 

 該当事項はありません。 

 

 


