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１．平成18年3月期の業績（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年3月期 1,297 △16.7 △182 － △86 －
17年3月期 1,556 △27.9 △66 － △82 －

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 ％ ％ ％

18年3月期 △725 － △19 77  － △115.1 △4.8 △6.7
17年3月期 △88 － △2 60  － △10.3 △3.9 △5.3

（注）①期中平均株式数 18年3月期           36,688,129株 17年3月期 33,996,833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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）配当状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年3月期 0 00 0 00 0 00 － － －
17年3月期 0 00 0 00 0 00 － － －

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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3月期 1,367 442 32.4 12 02
17年3月期 2,248 817 36.4 24 05

（注）①期末発行済株式数 18年3月期           36,795,452株 17年3月期 33,995,752株

②期末自己株式数 18年3月期      4,548株 17年3月期 4,248株

２．平成19年3月期の業績予想（平成18年4月1日～平成19年3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

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 540 △50 △50 0 00 　― 　―
通　期 1,560 5 0 　― 0 00 0 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　0 円00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。
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５．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

 
 

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   119,805   86,273  △33,532

２．受取手形 ※４  86,688   129,950  43,262

３．売掛金 ※４  231,684   203,815  △27,869

４．製品商品   348,289   269,333  △78,956

５．原材料   74,243   82,433  8,190

６．前払費用   7,779   7,758  △21

７．短期貸付金 ※４  250,000   116,000  △134,000

８．未収入金 ※４  30,648   262,043  △231,395

９．その他   6,908   6,874  △34

　　貸倒引当金   △10,520   △8,535  1,985

流動資産合計   1,145,527 50.9  1,155,948 84.6 10,421

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物  6,288   6,461    

減価償却累計額  4,034 2,253  3,840 2,620  367

２．構築物  1,180   1,180    

減価償却累計額  625 555  656 524  △31

３．機械及び装置  40,323   10,317    

減価償却累計額  29,120 11,202  7,671 2,645  △8,557

４．車両及び運搬具  12,065   12,065    

減価償却累計額  11,032 1,032  11,247 818  △214

５．工具器具及び備品  12,979   11,273    

減価償却累計額  10,768 2,210  9,357 1,916  △294

有形固定資産合計   17,255 0.8  8,525 0.6 △8,730

(2）無形固定資産         

１．電話加入権   1,045   620  △425

無形固定資産合計   1,045 0.1  620 0.0 △425

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券   16,932   20  △16,912

２．関係会社株式   1,048,743   186,618  △862,125

３．出資金   50   1  △49

４. 関係会社長期貸付
　　金

 
 

 －   155,245  155,245

５．固定化債権 ※１  650,880   506,303  △144,577

６．保証預け金   16,187   12,518  △3,669

７．会員権   3,900   3,900  －

　　貸倒引当金   △651,947   △662,592  △10,645

投資その他の資産合計   1,084,746 48.2  202,014 14.8 △882,732

固定資産合計   1,103,047 49.1  211,159 15.4 △891,888

資産合計   2,248,575 100.0  1,367,107 100.0 △881,468
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形   267,732   165,847  △101,885

２．買掛金 ※４  83,680   69,221  △14,459

３．短期借入金 ※４  386,981   271,068  △115,913

４．１年以内返済予定長期
借入金

※４  281,596   243,612  △37,984

５．未払金   27,261   18,099  △9,162

６．未払費用   4,348   4,917  569

７．未払法人税等   9,367   7,591  △1,776

８．未払消費税等   4,216   5,237  1,021

９．預り金   838   1,031  193

10. 前受収益   －   497  497

11．賞与引当金   3,788   －  △3,788

12. その他   －   1,827  1,827

流動負債合計   1,069,811 47.6  788,950 57.7 △280,861

Ⅱ　固定負債         

　１．長期借入金   242,854   21,978  △220,876

２．退職給付引当金   108,255   －  △108,255

３. 長期未払金   －   105,729  105,729

４．預り保証金   10,000   8,000  △2,000

固定負債合計   361,109 16.0  135,707 9.9 △225,402

負債合計   1,430,920 63.6  924,658 67.6 △506,262

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  1,258,000 55.9  1,434,400 104.9 176,400

Ⅱ　資本剰余金         

１．資本準備金  458,000   631,600    

資本剰余金合計   458,000 20.4  631,600 46.2 173,600

Ⅲ　利益剰余金         

１．当期未処理損失  897,869   1,623,034    

利益剰余金合計   △897,869 △39.9  △1,623,034 △118.7 △725,165

Ⅳ　自己株式 ※３  △476 △0.0  △515 △0.0 △39

資本合計   817,654 36.4  442,449 32.4 △375,205

負債資本合計   2,248,575 100.0  1,367,107 100.0 △881,468
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(2）損益計算書

 
 

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   1,556,415 100.0  1,297,077 100.0 △259,338

Ⅱ　売上原価         

１．製品商品期首棚卸高  386,144   348,289    

２．当期商品仕入高  265,052   261,304    

３．当期製品製造原価  863,435   690,405    

合計  1,514,632   1,299,999    

４．製品商品期末棚卸高  348,289 1,166,343 74.9 269,333 1,030,665 79.5 △135,678

売上総利益   390,071 25.1  266,412 20.5 △123,659

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１. 販売手数料  －   30,987    

２．運賃荷造費  32,790   23,828    

３. 支払手数料  －   41,854    

４．商品見本費  29,717   16,653    

５．役員報酬  29,319   37,676    

６．給料手当  118,707   129,069    

７．賞与  7,259   －    

８．賞与引当金繰入額  3,788   －    

９．退職給付費用  5,006   －    

10．減価償却費  1,716   1,276    

11．家賃賃借料  68,396   68,708    

12．貸倒引当金繰入額  1,424   －    

13．その他  157,972 456,098 29.3 98,363 448,416 34.5 △7,682

営業損失   66,026 △4.2  182,004 △14.0 △115,978

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息 ※４ 5,738   9,728    

２．受取配当金  167   －    

３. 経営指導料等 ※４ －   110,104    

４．その他  4,356 10,262 0.6 5,637 125,471 9.6 115,209

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息 ※４ 20,328   20,850    

２．手形売却損  －   3,817    

３．新株発行費  －   2,045    

４．その他  6,527 26,856 1.7 3,036 29,751 2.3 2,895

経常損失   82,620 △5.3  86,284 △6.7 △3,664
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益         

１．投資有価証券売却益  －   9,337    

２．貸倒引当金戻入益  －   152,585    

３．賞与引当金戻入益  － － － 3,788 165,710 12.8 165,710

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売却損 ※１ －   4,154    

２．固定資産廃棄損 ※２ 526   1,337    

３．減損損失  －   425    

４．関係会社株式売却損  －   592,870    

５．関係会社株式評価損  －   31,255    

６．貸倒引当金繰入額  －   161,245    

７．支店移転費用  － 526 0.0 7,932 799,220 61.6 798,694

税引前当期純損失   83,147 △5.3  719,793 △55.5 △636,646

法人税、住民税及び事
業税

※３  5,372 0.4  5,372 0.4 －

当期純損失   88,519 △5.7  725,165 △55.9 △636,646

前期繰越損失   809,350   897,869  △88,519

当期未処理損失   897,869   1,623,034  △725,165

         

製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　材料費  465,539 53.9 377,615 54.7 △87,924

Ⅱ　経費  397,895 46.1 312,790 45.3 △85,105

（内、外注加工費）  (397,895)  (312,790)   

当期製品製造原価  863,435 100.0 690,405 100.0 △173,030

       

　（注）　当社の原価計算の方法は工程別、総合原価計算を採用しております。
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(3）損失処理案

  
前事業年度

（株主総会承認日
平成17年６月24日）

当事業年度
（株主総会承認日
平成18年６月29日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　当期未処理損失   897,869  1,623,034

Ⅱ　次期繰越損失   897,869  1,623,034
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　当社は、平成12年３月期以降、継続して営業損失を計上

しております。当該状況により、「継続企業の前提に関す

る開示について」（日本公認会計士協会監査委員会報告

第74号）で定める「継続企業の前提に関する重要な疑義の

存在」に該当しております。

　当社は、平成16年２月に株式会社ヤマノホールディング

コーポレーションの出資を受けて同社の子会社となり、同

社グループにおける「アパレル事業の中核会社」に位置付

けられましたが、当社といたしましては、前記の状況を改

善すべく、業績の改善と併せて経営の効率化ならびに透明

性、公正性を確保し、併せて、市場からの評価を向上させ

るために、同社との密接な関係を維持しつつ、収益基盤の

強化と企業価値の向上を目指してまいります。

　以上の結果、継続企業の前提に関する重要な疑義は存在

するものの、その疑義の解消は十分可能と考えております。

　財務諸表は継続企業を前提として作成されており、この

ような重要な疑義の影響を財務諸表には反映しておりませ

ん。

　当社は、平成12年３月期以降、継続して営業損失を計上

しております。当該状況により、継続企業の前提に関する

重要な疑義が存在しております。

　当社は、ヤマノグループのアパレル事業の中核としてか

かる状況を改善するため、株式会社ヤマノホールディング

コーポレーションとの密接な関係を維持しつつ、業績の改

善と経営の効率化を図るため、中期経営計画を策定し、収

益基盤の強化と企業価値の向上を目指してまいります。

　中期経営計画の骨子は次のとおりです。

　技術のパイオニアとしての伝統を継承し、意匠撚糸を主

力素材とするグローバルなニット糸コンバーターを目指し

ます。また、ニット素材分野における豊富な技術や知識を

生かし、素材のみならず特長ある製品の開発を行います。

　具体的には、

　①意匠撚糸事業においては、その開発力・生産力を生

　　かし、国内外で事業展開を行います。

　②差別化素材のグローバルな調達・展開を行います。

  ③堀田（上海）有限公司を中心とした中国における製

　　造・販売一貫体制を活用し、競争優位に立った事業

　　展開を行います。

  ④独自素材使用、オリジナルデザイン、新たなる販売

　  ルートなど特徴あるニット製品事業を展開します。

  また、資金面におきましては、当社は、平成17年４月15

日に親会社の株式会社ヤマノホールディングコーポレー

ションを割当先とする３億50百万円の第三者割当増資を実

施し、財務体質の改善を図っており、今後も同社による安

定的協力の回答を得ております。

　財務諸表は継続企業を前提として作成されており、この

ような重要な疑義の影響を財務諸表には反映しておりませ

ん。
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重要な会計方針

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

　　 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。

その他有価証券

１．有価証券の評価基準及び評価方法

 　　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

２．　　　　　　　──────

 

 

２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法

(1）デリバティブ

　時価法

３．棚卸資産の評価基準及び評価方法

　総平均法による原価法を採用しております。

３．棚卸資産の評価基準及び評価方法

同左

４．固定資産の減価償却の方法

　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。

４．固定資産の減価償却の方法

    　　　　　　　　　同左

 

建物 ３～26年

機械及び装置 10～11年

５．　　　　　　　────── ５．繰延資産の処理方法

　　新株発行費は、支出時に全額費用として処理してお

ります。

６．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　売上債権等の貸倒損失に備えるため、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勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

６．引当金の計上基準

(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、賞与支給見込額

の当事業年度負担額を計上しております。

(2)賞与引当金

 従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額

の当事業年度負担額を計上しております。

 ただし、当事業年度は支給見込額がないため、賞与

引当金は計上しておりません。

(3）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

ける退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

(3）退職給付引当金

──────

（追加情報）

　平成17年３月31日開催の取締役会において、退職金

制度の廃止が決議された後、当社労働組合と協定し退

職金制度を廃止しました。これに伴い、制度廃止時の

退職金規程にに基づく自己都合による要支給額を長期

未払金に振り替えております。

７．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。

７．リース取引の処理方法

同左
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

８．　　　　　　　──────

 

 

８．重要なヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変

動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たして

いる場合には、振当処理を採用しております。

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段 …… 為替予約

　ヘッジ対象 …… 外貨建金銭債務

　　　　　　　　　外貨建予定取引

 

 

 

(3）ヘッジ方針

　為替変動リスクを回避するため、対象債務の範囲内

でヘッジを行っています。

 

 

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象とヘッジ手段の資産・負債に関する重要

な条件が同一である場合には、ヘッジ有効性評価を省

略しております。

９．その他財務諸表作成のための基本となる事項

　　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

９．その他財務諸表作成のための基本となる事項

　　消費税等の会計処理

同左

 　会計処理方法の変更　  

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　                ──────

　　　　　　　　　　　　　

（固定資産の減損に係る会計基準）　

　当事業年度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

れによる影響額は軽微であります。なお、減損損失累計

額については、各資産の金額から直接控除しております。

 　表示方法の変更  

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

   　　　　　　　　────── （損益計算書）

①　前期まで販売費及び一般管理費の「その他」に含め

  て表示しておりました「販売手数料」及び「支払手数

  料」は販売費及び一般管理費の100分の５を超えており

  ましたので、その重要性に鑑み、当期より区分掲記し

　ております。なお、前期における「販売手数料」及び

  「支払手数料」の金額は34,990千円、48,325千円であ

  ります。

②　前期まで営業外費用の「その他」に含めて表示して

  おりました「手形売却損」は、営業外費用の 100分の

  10を超えておりましたので、その重要性に鑑み、当期

  より区分掲記しております。なお、前期における「手

　形売却損」の金額は5,097千円であります。
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 　追加情報  

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　                ────── 　当社は、平成16年３月30日、丸福商事株式会社の全株

式を取得して同社を子会社としました。これに関し、東

京証券取引所は、本子会社化後の当社が実質的な存続会

社ではないと認定し、これにより当社は、新規上場審査

に準じた審査を受けるための期間（猶予期間）に入りま

した。東京証券取引所の上場規則によれば、実質的な存

続会社ではないと判断された場合でも直ちに上場廃止に

なるのではなく、子会社化期日以降最初に到来する決算

（平成16年３月末）から３年経過後（平成19年３月末）

まで猶予期間とされ、この間上場は引き続き維持され、

新規上場審査に準じた審査を受けることとなっておりま

す。従って、猶予期間中であっても、株式の売買はこれ

までどおり可能であり、子会社化後の企業活動にも支障

はありません。しかし、新規上場審査に準じた審査に適

合しないまま、猶予期間が終了した場合、監理ポストに

割り当てられることとなります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

※１．特別清算手続中のバンク　オブ　クレジット　アン

ド　コマース　インターナショナル東京支店の定期預

金及び破産・更生債権等であります。

※１．　　　　　　　　 同左

※２．授権株式数及び発行済株式総数  

授権株式数　　　 　普通株式 68,000千株

発行済株式総数　　 普通株式 34,000千株

※２．授権株式数及び発行済株式総数  

授権株式数　　　 　普通株式 68,000千株

発行済株式総数　　 普通株式 36,800千株

※３．自己株式の保有数　 普通株式　　　 4,248株 ※３．自己株式の保有数　 普通株式　 　  4,548株

※４．関係会社項目

　　　　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記さ

　　　れたもののほか次のものがあります。

※４．関係会社項目

　　　　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記さ

　　　れたもののほか次のものがあります。

　流動資産  

　　短期貸付金 250,000千円

　流動負債  

　　短期借入金 50,000千円

　　１年以内返済予定
　　長期借入金

265,000千円

　流動資産  

　　受取手形 6,504千円

    売掛金 33,476千円

    短期貸付金 6,000千円

 　 未収入金 249,717千円

  流動負債  

 　 買掛金  3,370千円

 　５.偶発債務

　　　次の関係会社等について、金融機関からの借入に

　　対し債務保証を行っております。

 　５.偶発債務

　　　次の関係会社等について、金融機関からの借入に

　　対し債務保証を行っております。

保証先 金額（千円） 内容

タケオ ニシダ・ジャパン㈱ 250,000 　借入債務

計 250,000  

保証先 金額（千円） 内容

タケオ ニシダ・ジャパン㈱ 256,455 　借入債務等

計 256,455  

６．受取手形割引高 316,724千円 ６．受取手形割引高 250,340千円

７．資本の欠損の額 898,345千円 ７．資本の欠損の額 1,623,550千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．　　　　　　　──────　　　　　　 ※１．固定資産売却損の内訳　　　　　　　

機械及び装置 4,154千円

※２．固定資産廃棄損の内訳 ※２．固定資産廃棄損の内訳

機械及び装置 　　　　　255千円

車両及び運搬具 271千円

　計 　　526千円

建物 23千円

機械及び装置 1,163千円

工具器具備品 150千円

　計 1,337千円

※３．住民税の均等割額であります。 ※３．　　　　　　　　 同左

※４．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。

関係会社よりの受取利息 5,615千円

関係会社への支払利息 9,888千円

※４．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。

関係会社よりの経営指導料

等

110,104千円

関係会社への支払利息 3,519千円

①　リース取引

　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

前事業年度（平成17年３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。

当事業年度（平成18年３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。

③　税効果会計

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額 2,439千円

賞与引当金損金算入限度超過額 1,530千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 43,156千円

会員権評価損否認 25,511千円

繰越欠損金 344,267千円

その他 58千円

繰延税金資産小計 416,964千円

評価性引当額 △416,964千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額 61,855千円

長期未払金否認 42,714千円

関係会社株式評価損否認 12,627千円

会員権評価損否認 25,511千円

繰越欠損金 484,273千円

その他 1,108千円

繰延税金資産小計 628,091千円

評価性引当額 △628,091千円

繰延税金資産合計 －千円

２．　　　　　　　　────── ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

　　率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

　　因となった主要な項目別の内訳

 

　　　当事業年度については、当期純損失が計上されて

　　いるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 　24円　05銭

１株当たり当期純損失金額 2円　60銭

１株当たり純資産額 　12円　　02銭

１株当たり当期純損失金額 19円　　77銭

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、当期純損失が計上されており、また、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　　　　　　　　 同　左

　（注）　１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当期純損失（千円） 88,519 725,165

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 88,519 725,165

期中平均株式数（千株） 33,996 36,688

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

 商法第280条ノ20及び第280条ノ21

の規定に基づく新株予約権

　平成16年６月25日定時株主総会決

議（新株予約権の数　597個）　

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ

21の規定に基づく新株予約権

　平成16年６月25日定時株主総会決

議（新株予約権の数　387個）　
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　平成17年３月15日開催の取締役会において、下記のと

おり第三者割当による新株式の発行を決議し、平成17年

４月15日に払込が完了いたしました。この結果、平成17

年４月15日付で資本金は1,434,400千円、発行済株式総数

は、36,800千株となっております。

　　　　　　　　　　　　　

①　発行新株式数　普通株式　　　　　2,800,000株

②　発行価額　　　１株につき　　　　　　　125円

③　発行価額の総額　　　　　　　　350,000,000円

④　資本組入額　　１株につき　　　　　　　 63円

⑤　資本組入れ額の総額　　　　　　176,400,000円

⑥　申込期日　　　　　　　　　 平成17年４月15日

⑦　払込期日　　　　　　　　　 平成17年４月15日

⑧　配当起算日　　　　　　　　 平成17年４月１日

⑨　割当先及び株式数　  株式会社ヤマノホールディ

　　　　　　　　　　　　ングコーポレーション

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,800,000株

⑩　資金の使途　　　　 借入金の返済及び運転資金

　                ──────
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６．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

　　　　専務取締役　　深　澤　義　孝　（現　執行役員専務）

　　② 退任予定取締役

　　　　常務取締役　　髙津戸　俊　男　（常勤監査役就任予定）

　　　　取　締　役　　井　上　和　則　 

　　　　なお、取締役　溝上雅史は平成18年３月31日付で辞任いたしました。

　　③ 新任監査役候補

　　　　常勤監査役　　髙津戸　俊　男　（現　常務取締役）

　　④ 退任予定監査役

　　　　常勤監査役　　船渡川　憲　一

（３）就任予定日

　　  　平成18年６月29日
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