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平成18年9月期  個別中間財務諸表の概要 
平成18年5月26日 

会 社 名 株式会社ディーワンダーランド         上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 9611                     本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.dwonderland.co.jp/） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長 
        氏    名 久野 哲彦 
問い合わせ先  責任者役職名 取締役管理部長 

        氏    名 大浦 隆文         ＴＥＬ（03）5421－6111（代表） 
決算取締役会開催日  平成18年5月26日           中間配当制度の有無   無 

中間配当支払開始日  平成‐-年--月-‐日           中間配当制度の有無   無 

 

                 

１．平成18年3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                                  (百万円未満切捨) 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

18年3月中間期 

17年3月中間期 

百万円   ％ 

19（△68.0） 

61（△50.2） 

百万円   ％ 

△ 51（ － ） 

△ 50（ － ） 

百万円   ％ 

△ 76（ － ） 

△ 52（ － ） 

17年9月期 221 △  79 △  82 

 

 
中間（当期）純利益 

1株当たり 

中間(当期)純利益 

潜在株式調整後 

1株当たり中間（当期）純利益 

 

18年3月中間期 

17年3月中間期 

百万円   ％ 

△ 558（ － ） 

△ 66（ － ） 

円 銭 

△ 38 62   

△ 04 68   

円 銭 

－ 

－ 

17年9月期 △ 106 △ 7 50   － 

(注)①持分法投資損益 18年3月中間期 －百万円   17年3月中間期 －百万円   17年9月期 －百万円  

  ②期中平均株式数 18年3月中間期 14,465,041株 17年3月中間期 14,223,283株 17年9月期 14,223,283株 

  ③会計処理の方法の変更   有 

  ④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 

17年3月中間期 

円 銭 

－ 

－ 

円 銭 

 － 

－ 

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 

6,181 

1,150 

百万円 

5,609 

709 

％ 

90.8 

61.7 

円 銭 

154 86  

49 91  

17年9月期 1,207 680 56.3 47 83  
(注)①期末発行済株式数 18年3月中間期 36,223,283株 17年3月中間期 14,223,283株 17年9月期14,223,283株 

②期末自己株式数  18年3月中間期     567株 17年3月中間期       567株 17年9月期    567株 

 

(4) キャッシュ・フローの状況 

 営 業 活動 に よる 

キャッシュ・フロー 
投 資活 動 によ る 

キャッシュ・フロー 

財務 活 動に よ る 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期 末 残 高 

 

18年3月中間期 

17年3月中間期 

百万円 

 △164 

   4 

百万円 

△ 5,505 

8 

百万円 

5,546 

    050 

百万円 

017 

145 

17年9月期 △ 007  000015  0050 140 

  



 2 

 

２．18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 

486 

百万円 

△92 

百万円 

700 

円 銭 

－ 
円 銭 

－ 
(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 19円33銭 

 (注) 業績予想は、現在得られている各種情報から判断した将来情報です。当社における一般的な状況、景気及び産業

動向の変化等によるリスクや不確実性を含んでおります。 
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【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 
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  145,619   17,803   140,415   

２．売掛金  16,806   108   122   

３．仕掛品  36,663   234,641   126,588   

４．未収入金  3   44,409   28   

５．前払費用  7,752   4,931   5,693   

６．未収消費税等  4,697   5,144   5,982   

７．その他  202   12   194   

流動資産合計   211,746 18.4  307,049 5.0  279,024 23.1 

Ⅱ 固定資産           

(1）有形固定資産 ※2          

１．建物 ※1 246,436   94,334   236,000   

２．構築物 ※1 3,330   2,638   4,718   

３．工具器具備品 ※1 20,465   1,623   15,459   

４．土地  593,905   228,521   593,905   

有形固定資産合計  864,138   327,117   850,085   

(2）無形固定資産           

１．ソフトウェア  2,826   －   999   

２．電話加入権  1,693   62   1,693   

無形固定資産合計  4,519   62   2,693   

(3）投資その他の資産           

１．投資有価証券  48,603   32,616   66,505   

２．関係会社株式  5,476   －    －   

３．保証金  15,611   9,082   9,082   

４．関係会社出資金 ※1 ―   5,505,100   ―   

投資その他の資産
合計 

 69,691  5,546,798  75,587  

 
固定資産合計 

  81.6  95.0  76.9 

   

 
 

938,349 

  

 
 

5,873,978 

  

 
 

928,366 

 

資産合計   1,150,095 100.0  6,181,028 100.0  1,207,391 100.0 
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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 
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．短期借入金 ※3 50,000   100,000   50,000   

２．未払金  27,918   41,531   31,275   

３．未払費用  1,203   1,491   2,627   

４．未払法人税等  8,441   2,124   16,882   

５．前受金  173,061   244,137   234,170   

６．預り金  2,924   1,862   2,974   

７．株主からの短期借入金 ※1 150,000   150,000   150,000   

８．その他  10,476   10,476   10,476   

流動負債合計   424,024 36.9  551,623 8.9  498,855 41.3 

Ⅱ 固定負債           

１．預り保証金  7,800   12,550   12,550   

２．退職給付引当金  ―   201   ―   

３．繰延税金負債  8,339   7,222   15,623   

固定負債合計   16,139 1.4  19,974 0.3  28,173 2.4 

負債合計   440,164 38.3  571,598 9.2  527,029 43.7 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   3,719,819 323.4  6,469,819 104.7  3,719,819 308.1 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  3,743,079   6,493,079   3,743,079   

資本剰余金合計   3,743,079 325.5  6,493,079 105.0  3,743,079 310.0 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  24,900   24,900   24,900   

２．中間（当期）未処
理損失 

 6,789,418   7,388,292   6,829,606   

利益剰余金合計   △6,764,518 △588.2  △7,363,392 △119.1  △6,804,706 △563.6 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  12,155 1.1  10,527 0.2  22,773 1.9 

Ⅴ 自己株式   △603 △0.1  △603 0.0  △603 △0.1 

資本合計   709,931 61.7  5,609,430 90.8  680,361 56.3 

負債資本合計   1,150,095 100.0  6,181,028 100.0  1,207,391 100.0 
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②【中間損益計算書】 

  
当中間会計期間 

（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 
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   61,021 100.0  19,518 100.0  221,167 100.0 

Ⅱ 売上原価   20,774 34.0  4,246 21.8  134,560 60.8 

  売上総利益   40,247 66.0  15,271 78.2  86,607 39.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  90,592 148.5  67,121 343.8  166,209 75.2 

営業損失   50,344 △82.5  51,849 △265.6  79,602 △36.0 

Ⅳ 営業外収益 ※１  1,462 2.4  2,372 12.1  2,065 0.9 

Ⅴ 営業外費用 ※２  3,368 5.5  27,098 138.8  5,211 2.3 

経常損失   52,250 △85.6  76,576 △392.3  82,748 △37.4 

Ⅵ 特別利益 ※４  877 1.4  39,862 204.2  877 0.4 

Ⅶ 特別損失 ※５  14,533 23.8  521,367 △2671.1  23,719 10.7 

税引前中間(当期)純
損失 

  65,906 △108.0  558,080 △2859.2  105,589 △47.7 

法人税、住民税及び
事業税 

 605 1.0 605 3.1 1,109 0.5 

中間(当期)純損失  

 

66,511 △109.0 

 

558,685 △2862.3 

 

106,699 △48.2 

前期繰越損失   6,722,907   6,829,606   6,722,907  

中間（当期）未処理
損失 

  6,789,418   7,388,292   6,829,606  
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③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  
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） 

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

１．税引前中間(当期)純損失  △65,906 △558,080 △105,589 

２．減価償却費  12,947 4,231 24,394 

３．退職給付引当金増減額  ― 201 △7,512 

４．受取利息及び受取配当金  △36 △32 △204 

５．支払利息及び社債利息  1,818 2,036 3,683 

６．為替差損益  33 ― △3 

７．新株発行費用  ― 25,061 ― 

８．固定資産売却益  △863 ― △863 

９．固定資産除却損  13,356 ― 22,749 

10．減損損失  ― 521,367 ― 

11．関係会社株式評価損  1,176 ― ― 

12．関係会社株式精算損  ― ― 970 

13．投資有価証券売却損益  ― △31,163 ― 

14．売上債権の増減額  △12,036 14 4,647 

15．たな卸資産の増加額  △36,663 △108,052 △126,588 

16．前払費用の増減額  △1,591 762 467 

17．未払金の減少額  △104,143 △11,789 △103,333 

18．前受金の増加額  170,780 9,966 231,889 

19．消費税等収支額  27,719 837 26,431 

20．その他  1,709 △15,070 23,786 

小計  8,299 △159,710 △2,077 

21．利息及び配当金の受取額  36 32 204 

22．利息の支払額  △2,488 △3,184 △4,486 

23．法人税等の支払額  △1,210 △1,212 △1,238 

24．法人税等の還付額  38 28 139 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 4,675 △164,047 △7,818 
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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） 

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

１．固定資産の取得によ
る支出 

 △1,267 ― △6,226 

２．固定資産の売却によ
る収入 

 886 ― 886 

３．差入保証金等への支
出 

 △180 ― △180 

４．差入保証金等の回収
収入 

 8,825 ― 15,353 

５．関係会社株式払戻し
による収入 

 ― ― 5,682 

６．関係会社出資金払込
みによる支出 

 ― △5,505,100 ― 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 8,264 △5,505,100 15,516 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

１．短期借入金の増加額  50,000 50,000 50,000 

２．株式の発行による収入  ― 5,500,000 ― 

３．株式の発行による支出  ― △3,465 ― 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 50,000 5,546,535 50,000 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 △33 ― 3 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額 

 62,905 △122,612 57,701 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 82,713 140,415 82,713 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

 145,619 17,803 140,415 
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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） 

当社は、前事業年度1,245,602千

円、当中間会計期間50,344千円の営

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、当該状況を解消すべく、 

平成16年10月に開始した企業内ネッ

トワークシステム開発事業を収益の

柱となるように成長させて、業績の

回復、財務体質の強化を実現するこ

とを経営の最優先事項と位置付けて

おります。その上で重点課題として

「システム開発体制の充実」「営業

力の強化」及び「コストの削減」を

掲げて、総力をあげて取り組んでお

ります。 

「システム開発体制の充実」につ

きましては、社内のシステム開発お

よび営業の普遍的なノウハウを持つ

核となる人材の確保を進めておりま

すが、同時に、プロジェクト毎に専

門性が高い外部スタッフを有効に活

用し、期限の遵守、品質の確保、個

別の顧客ニーズへのきめ細かい対応 

ができる体制の更なる強化に取り組

んでまいります。 

「営業力の強化」につきまして

は、当面の営業活動は、当社を含

め、取引先等の人脈を最大限に活用

し、受注目標先を絞り込む形で行い

ますが、システム開発体制の充実状

況にあわせて、人員を拡充いたしま

す。また、顧客のビジネス展開を見

極めて、そのために必要なシステム

を先取りし積極的な提案を行い、顧

客の期待に応え、その積み重ねで真

のビジネスパートナーといえる信頼

関係を築き、安定的に受注を確保で

きる体制の確立を目指して、全社的

に取り組んでまいります。 

 

当社は、平成13年9月期以降継続的

に営業損失を計上し、また当中間会

計期間においては減損損失の計上に

より558,685千円の中間純損失を計上

しております。また営業キャッ

シュ・フローも当中間会計期間には

164,047千円と大幅なマイナスとなっ

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、当該状況を解消すべく、

ＩＴソリューション事業を収益の柱

として成長させるための重点課題と

して「システム開発体制の充実」と

「営業力の強化」を揚げて、総力を

あげて取り組んでまいります。 

「システム開発体制の充実」につ

きましては、顧客のビジネスの本質

を理解し、ビジネス戦略を提案する

コンサルティング能力とＩＴ技術を

駆使したシステム構築能力の両方を

備え、かつ管理・調整能力を併せ

持った核となる人材の確保を進める

のと同時に、プロジェクト毎に専門

性が高い外部スタッフを有効に活用

し、コストを意識した上で、期限の

厳守、品質の確保、個別の顧客ニー

ズへのきめ細かい対応が出来る体制

の強化に取り組んでまいります。 

「営業力の強化」につきまして

は、当面の営業活動は、当社グルー

プを含め、取引先等の人脈を最大限

に活用し、受注目標先を絞り込む形

で行いますが、開発体制の充実に合

わせて、人員を拡充いたします。ま

た、顧客のビジネス展開を見極め

て、そのために必要なシステムを先

取りし積極的な提案を行い、顧客の

期待に応え、その積み重ねで真のビ

ジネスパートナーといえる信頼関係

を築き、安定的に受注を確保出来る

体制の確立を目指して、全社的に取

り組んでまいります。 

当社は、前事業年度1,245,602千

円、当事業年度79,602千円の営業損

失を計上しており、また営業キャッ

シュ・フローも前期703,934千円、

当期7,818千円とマイナスとなって

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、当該状況を解消すべく、

ITソリューション事業を収益の柱と

なるように成長させるための重点課

題として「システム開発体制の充

実」と「営業力の強化」を掲げて、

総力をあげて取り組んでまいりま

す。 

「システム開発体制の充実」につ

きましては、ＩＴソリューション事

業におけるコンサルティング、シス

テム企画・開発および営業のノウハ

ウを持つ人材の確保を進めるのと同

時に、プロジェクト毎に専門性が高

い外部スタッフを有効に活用し、コ

ストを意識した上で、開発期限の遵

守、品質の確保、個別の顧客ニーズ

へのきめ細かい対応ができる体制の

早期確立に取り組んでまいります。 

「営業力の強化」につきまして

は、当面の営業活動は、当社を含

め、取引先等の人脈を最大限に活用

し、受注目標先を絞り込む形で行い

ますが、「システム開発体制の充

実」状況にあわせて、営業人員を拡

充いたします。また、顧客のビジネ

ス展開を見極めて、そのために必要

なシステムを先取りし積極的な提案

を行い、顧客の期待に応え、その積

み重ねで真のビジネスパートナーと

いえる信頼関係を築き、安定的に受

注を確保できる体制の確立を目指し

て、全社的に取り組んでまいりま

す。 
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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） 

「コストの削減」につきまして

は、「ディズニーワンダーランド」

サービスの終了後、取締役も含めた

人員削減、事務所縮小による更なる

コスト削減を行いましたが、今後も

更なるコスト削減をすすめてまいり

ます。 

なお、当中間会計期間におきまし

ては営業キャッシュ・フローが、当

初策定した事業計画よりも改善した

ことから、平成16年11月９日付けで

金融機関と締結した当座貸越契約の

極度額500,000千円を、平成17年４

月28日付けで300,000千円に変更し

ております。 

中間財務諸表は、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中間財務諸表に

は反映しておりません。 

 

さらに、大黒屋の子会社化によ

り、当社が持つインターネット上の

インフラ構築および運用のノウハウ

と大黒屋が所有するブランド品に対

する高度な査定・買取りに関するノ

ウハウを融合させて、ブランド品リ

サイクルのインターネット・オーク

ション事業へ参入を目指しておりま

すが、その早期立ち上げに向かって

当社グループが力を合わせて取り組

んでまいります。 

中間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

要な疑義の影響を中間財務諸表には

反映しておりません。   

 

また、資金調達面につきまして

は、平成17年11月8日期限の金融機

関との300,000千円の当座貸越契約

を1年間延長しております。また、

平成17年11月30日弁済期日の

150,000千円の借入金については、

平成17年11月4日付けで変更契約を

締結し、弁済期日を平成18年11月30

日に変更しております。  

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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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

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．資産の評価基準および評価方法 １．資産の評価基準および評価方法 １．資産の評価基準および評価方法 

(1）たな卸資産 (1)たな卸資産 (1)たな卸資産 

仕掛品：個別法による原価法 仕掛品：個別法による原価法 仕掛品：個別法による原価法 

(2）有価証券 (2）有価証券 (2）有価証券 

子会社株式 

 移動平均法による原価法 

  

  

その他有価証券 

時価のあるもの 

その他有価証券 

同左 

 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、売却原

価は移動平均法） 

 

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、売却原価は

移動平均法） 

時価のないもの  時価のないもの 

 移動平均法による原価法   移動平均法による原価法 

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

 定率法 

 ただし、建物（建物附属設備

を除く）については定額法 

同左 同左 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物    ８年～45年 

 構築物   10年～40年 

 工具器具備品３年～15年 

  

(2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

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）による定額法により償却

しております。 

  

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） 

３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (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、回収不

能見込額を計上しております。 

同左 

 

       同左 

(2)退職給付引当金 (2)退職給付引当金 (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

給付債務の見込額に基づき、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、当期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。 

  

４．リース取引の処理方法 ４．リース取引の処理方法 ４．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かかる

方法に準じた会計処理によってお

ります。 

 

同左 同左 

５．中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

５．中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

５．キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許資金、随時引き出し

可能な預金および取得日から３か

月以内に満期日の到来する定期預

金からなっております。 

 

 

 

 

 

 

同左      キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)

は、手許資金、随時引き出し可

能な預金および取得日から３ヶ

月以内に満期日の到来する定期

預金からなっております。 
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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） 

６．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

６．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

６．その他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 

 消費税等の会計処理は、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 

 

 

 

 

 

 

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

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） 

 (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。 

これにより、税引前中間純損失が 

517,415千円増加しております。 

なお、減損損失累計額については 

改正後の財務諸表等規則に基づき、 

当該各資産の金額から直接控除して 

おります。 
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表示方法の変更 

 

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） 

 
(中間貸借対照表)  
 
前中間会計期間において、流動負債の「その他」に
含めて表示しておりました「前受金」については、当
中間会計期間末において資産総額の100分の５を超えた
ため、当中間会計期間より区分掲記することといたし
ました。 
なお、前中間会計期間末の流動負債の「その他」に
含めておりました「前受金」は2,591千円であります。 

 

 
(中間貸借対照表)  
 
 
 
 

(中間キャッシュ・フロー計算書) 
 前中間会計期間において、営業活動によるキャッ
シュ･フローの「その他」に含めて表示しておりました
「前受金の増加額」については、重要性が増したた
め、当中間会計期間より区分掲記することといたしま
した。 
 なお、前中間会計期間の営業活動によるキャッシュ･
フローの「その他」に含めておりました「前受金の増
加額」は2,575千円であります。 

(中間キャッシュ・フロー計算書) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

14 

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） 

前事業年度末 
（平成17年９月30日） 

※１．担保提供資産及び担保付債務 

担保資産は、借入のために抵当権を

設定しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 

           268,753千円 

 

※３．当社は運転資金調達のため、

取引銀行と当座貸越契約を締結

しております。この契約に基づ

く当中間会計期末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 

 

当座貸越極度額     500,000千円 

借入実行残高     050,000千円 

 差 引 額     450,000千円      

建物 225,049千円 

土地 593,905千円 担保資産 

計 818,955千円 

株主からの

短期借入金 
150,000千円 

上記に対応 

する債務 

計 150,000千円 

※１．担保提供資産及び担保付債務 

担保資産は、借入のために抵当権を

設定しております。 

  また、この他に連結子会社である

(有)大黒屋ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽに対する関係

会社出資金5,505,100千円について、

同連結子会社の総額11,000,000千円

の銀行借入金に対する質権が設定さ

れております。なお、関係会社出資

金5,505,100千円は、連結子会社出資

金であり、中間連結貸借対照表では

相殺消去されております。 

 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 

           326,811千円 

 

※３．当社は運転資金調達のため、

取引銀行と当座貸越契約を締結

しております。この契約に基づ

く当中間会計期末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 

 

当座貸越極度額     300,000千円 

借入実行残高     100,000千円 

 差 引 額     200,000千円      

建物 094,334千円 

土地 228,521千円 担保資産 

計 322,855千円 

株主からの

短期借入金 
150,000千円 

上記に対応 

する債務 

計 150,000千円 

※１．担保提供資産及び担保付債務 

 担保資産は、借入のために抵当権を

設定しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 

           330,190千円 

 

※３．当社は運転資金調達のため、

取引銀行と当座貸越契約を締結

しております。この契約に基づ

く当事業年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。 

 

当座貸越極度額     300,000千円 

借入実行残高     050,000千円 

 差 引 額     250,000千円 

建物 228,271千円 

土地 593,905千円 担保資産 

計 822,177千円 

株主からの

短期借入金 
150,000千円 

上記に対応 

する債務 

計 150,000千円 
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（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） 

※１．営業外収益の主な内訳 ※１．営業外収益の主な内訳 ※１．営業外収益の主な内訳 
 

賃貸収入 772千円 

受取利息 4千円 
  

 
消費税還付金  1,782千円

賃貸収入  122千円

受取利息  0千円
  

 
賃貸収入  1,463千円

受取利息  6千円
  

※２．営業外費用の主な内訳 ※２．営業外費用の主な内訳 ※２．営業外費用の主な内訳 
 

支払利息   1,818千円 

 
  

 
支払利息   2,036千円

新株発行費 25,061千円
  

 
支払利息   3,683千円

 
  

※３．減価償却実施額 ※３．減価償却実施額 ※３．減価償却実施額 
 

有形固定資産  10,970千円 

無形固定資産 1,977千円 
  

 
有形固定資産   3,680千円

無形固定資産 999千円
  

 
有形固定資産   21,527千円

無形固定資産 2,866千円
  

※４．特別利益の内訳 ※４．特別利益の内訳 ※４．特別利益の内訳 
 

固定資産売却益 

08,774千円 
  
     

 

 

 

※５．特別損失の主な内訳 

    建物除却損 

          13,001千円 

    関係会社株式評価損 

          01,176千円 

 
投資有価証券売却益 

31,163千円 
  
     役員退職金取崩益 

            5,900千円 

     前期未払金精算益 

            2,799千円 

※５．特別損失の内訳 

減損損失  521,367千円 

 

 

 

当中間会計期間において、以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しました。 

 

 

（資産グルーピングの方法） 

  事業別に資産のグルーピングを行ってお

り、不動産、ソフト開発事業、共用資産、

遊休資産の４区分に分け、さらに不動産に

ついては、ロケーションごとに区分してお

ります。 

 

 

場所 用途 種類 

名古屋 不動産 土地、建物等 

岐阜 不動産 土地、建物等 

本社 
ソ フ ト 

開発事業 
工具器具備品 

本社 共用資産 建物 

本社 遊休資産 工具器具備品 

 
固定資産売却益 

0877千円 
  

0      

1  

  

 

※５．特別損失の主な内訳 

    建物除却損 

          22,749千円 

    関係会社株式精算損 

           0970千円 
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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） 

 （減損損失の認識に至った経緯） 

これらの資産グループのうち、名古屋及

び岐阜の賃貸不動産については、取得時か

ら大幅な時価の下落により、本社共用資

産、ソフト開発事業資産については、継続

的な営業損益の悪化により、遊休資産につ

いては、将来の用途が定まっていないた

め、減損損失を認識しております。 

 

   
 （減損損失の金額）  
   
  減損損失の内訳は、名古屋の不動産 

397,288千円（建物122,385千円、土地

272,975千円、構築物1,927千円）、岐阜

の不動産103,202千円、（建物10,274千

円、土地92,409千円、構築物68千円）、

本社ソフト開発事業資産6,363千円（器具

工具備品6,192千円、ソフトウェア171千

円）、本社共用資産10,467千円（建物

7,078千円、工具器具備品1,480千円、ソ

フトウェア277千円、電話加入権1,631千

円）、遊休資産4,044千円（工具器具備品

4,044千円）であります。 

 

   
 （回収可能価額の算定方法） 

資産グループの回収可能価額は、正味

売却価額により測定しております。名古

屋及び岐阜の建物及び土地については、

不動産鑑定評価基準に基づき算定し、本

社共用資産の建物については、ゼロ評価

し、それ以外の工具器具備品、電話加入

権については取引事例価額等により評価

しております。 

 

  
 

 

 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

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） 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 
 
現金及び預金勘定   145,619千円

現金及び現金同等物 145,619 
  

 
現金及び預金勘定   17,803千円

現金及び現金同等物 17,803 
  

 
現金及び預金勘定   140,415千円

現金及び現金同等物 140,415 
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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） 

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 

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 

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 

(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 

(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 

 
減価償却
累計額相
当額 

 
中間期末
残高相当
額 

 千円  千円  千円 

工具器
具備品 

3,074 
 

2,100 
 

973 

計 3,074 
 

2,100 
 

973 

  

 

 
取得価額
相当額 

 
減価償却
累計額相
当額 

 
中間期末
残高相当
額 

 千円  千円  千円 

工具器
具備品 

3,074 
 

2,715 
 

358 

計 3,074 
 

2,715 
 

358 

  

 

 
取得価額
相当額 

 
減価償却
累計額相
当額 

 
期末残高
相当額 

 千円  千円  千円 

工具器
具備品 

3,074 
 

2,407 
 

666 

計 3,074 
 

2,407 
 

666 

  
なお、取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。 

同左  なお、取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。 

(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 (2）未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 614千円

１年超  358

計 973
  

 
１年内  358千円

１年超  －

計 358
  

 
１年内  614千円

１年超 51

計 666
  

なお、未経過リース料中間期末残高相当  

額は、未経過リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

同左  なお、未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しており

ます。 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 
 
支払リース料  307千円

減価償却費相当額 307
  

 
支払リース料  307千円

減価償却費相当額 307
  

 
支払リース料  614千円

減価償却費相当額  614
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

 

 



   
 

 

18 

（有価証券関係） 

(1）その他有価証券で時価のあるもの 

区分 
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） 
前事業年度末 

（平成17年９月30日） 

 
取得原価 
（千円） 

中間貸借
対照表計
上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

中間貸借
対照表計
上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

株式 22,608 43,103 20,494 9,365 27,116 17,750 22,608 61,005 38,396 

計 22,608 43,103 20,494 9,365 27,116 17,750 22,608 61,005 38,396 

 （注） 有価証券の時価評価額が、取得原価と比べて30％以上下落した場合には、回復可能性が認められる合理的

な反証がないかぎり減損処理を行うことを社内基準により規定しております。 

 

(2）時価評価されていない主な有価証券 

区分 
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17年３月31日） 
前事業年度末 

（平成17年９月30日） 

 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

① 子会社株式及び関連会社株式 5,476 － － 

② その他有価証券    

非上場株式（店頭売買株式を除
く） 

5,500 5,500 5,500 

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間末 
（平成16年３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度末 
（平成17年９月30日） 

 当社はデリバティブ取引を全く利

用しておりませんので、該当事項は

ありません。 

同左 同左 

 

（持分法損益等） 

前中間会計期間末 
（平成16年３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度末 
（平成17年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 

同左 同左 
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（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  49円91銭

１株当たり中間純損失 4円68銭
  

 
１株当たり純資産額  154円86銭

１株当たり中間純損失 38円62銭
  

 
１株当たり純資産額  47円83銭

１株当たり当期純損失  7円50銭
  

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、中間純損失

を計上しているため記載しておりま

せん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、中間純損失

を計上しているため記載しておりま

せん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、当期純損失

を計上しているため記載しておりま

せん。 

   

  

 

 

 

  

  

（注） １株当たり中間（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) 

中間（当期）純損失（千円） 66,511 558,685 106,699 

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）純損失
（千円） 

66,511 558,685        106,699 

期中平均株式数（株） 14,223,283 14,465,041       14,223,283 

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 

 旧商法の規定に基づ

く新株引受権２種類

（新株引受権の目的と

なる株式の数60,000

株）及び新株予約権３

種類（新株予約権の数 

27,840個）。 

新株予約権３種（新

株予約権の数 29,540

個）。 

 旧商法の規定に基づ

く新株引受権２種類

（新株引受権の目的と

なる株式の数60,000

株）及び新株予約権４

種類（新株予約権の数

29,940個）。 
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（重要な後発事象） 

 

前中間会計期間（平成16年10月１日～平成17年３月31日） 

 

該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（平成17年10月１日～平成18年３月31日） 

  

１．平成18年5月15日開催の取締役会において、会社法第238条第2項、第239条第1項及び第309条第2項第6号の規定

に基づき、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行について、以下の要領により平成18年6月9日開催予

定の臨時株主総会に付議することを決議いたしました。なお、本件は、本臨時株主総会における第3号議案「定

款一部変更の件」において、発行可能株式総数の増加に関する承認決議及び証券取引法による届出の効力発生を

条件といたします。 

 

２．資金の使途 

  大黒屋ホールディングスによる、みずほ銀行に対してのノンリコース・ローン35億円（平成18年9月末日弁済期

限）の返済資金として、全額を同社への投融資に充当いたします。 

 

３．転換社債型新株予約権付社債の内容 

(1)  社債の名称     株式会社ディーワンダーランド第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 

(2)  社債の総額   金35億円以下の範囲で取締役会にて決定する。 

(3)  各社債の金額    金1,000万円 

(4)  社債の払込金額   額面100円につき金100円 

 (5)  社債券の形式    無記名式に限る 

(6)  利  率       本社債に利息は付さない。 

(7)  償還期限       発行日より4年の範囲で取締役会にて決定する。 

(8)  申込期間       本議案の可決後1年以内の範囲で取締役会にて決定する。 

(9)  払込期日（発行日）  本議案の可決後1年以内の範囲で取締役会にて決定する。 

(10)  割当方法     第三者割当の方法によることとし、具体的な割当先については取締役会にこれを一

任する。なお、当社の大株主である齋藤武氏及びその親族、並びにオリオン・キャピタ

ル・マネージメント株式会社に対して割り当てられる場合もある。 

(11) 本社債の償還の方法 

  イ 満期償還 

償還期限に本社債の発行総額を償還する。ただし、本社債の買入消却および繰上償還に関しては本項ロ及びハ

又はニに定めるところによる。 

  ロ 買入消却 

当社は、本社債の発行日の翌日以降いつでも本社債を買入れ、これを消却することができる。この買入消却に

よる場合、当社は買入れにかかる本社債と一体をなす本新株予約権を同時に無償にて取得するものとする。 

ハ 社債権者の選択による繰上償還 

本新株予約権付社債の社債権者は、本社債発行後いつでもその選択により、償還日から30日以上60日以内の書

面による事前の通知を行うことにより、その保有する本社債の全部又は一部を、本社債額面金額の100%で償還す

るよう当社に請求することができる。この規定による本社債の繰上償還があった場合、当社は本社債と一体をな

す本新株予約権を同時に無償にて取得するものとする。 

ニ 当社が他の会社の完全子会社となる場合の繰上償還 

当社は、当社が株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で決議した

場合、当該株式交換または株式移転の効力発生日以前に、残存する本社債の全部（一部は不可）を本社債額面金

額に対する所定の割合（取締役会にて決定する。）で表される償還金額で繰上償還することができる。この規定

による本社債の繰上償還があった場合、当社は本社債と一体をなす本新株予約権を同時に無償にて取得するもの

とする。 
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  ホ 債務不履行による強制償還 

当社が、元本の支払遅延その他本社債の要項に記載する当社の義務に違反した場合、本社債権者は、当社に対

して、本社債について期限の利益の喪失を通知することができる。同通知がなされた場合、当社は、本社債の額

面金額にて直ちに本社債を償還するものとし、この場合、当社は本社債と一体をなす本新株予約権を同時に無償

にて取得するものとする。 

へ 償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 

  (12) 物上担保・保証の有無  

  本社債には物上担保並びに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 

 (13) 財務上の特約 

   当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後、当社が今後発行する他

の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定しまたは第担保を提供する場合には、本新株予約権付社債のため

にも担保附社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 

(14) 本新株予約権付社債の譲渡による取得の制限 

本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会の承認を必要とするものとする。 

本新株予約権の内容 

（1）本社債に付された本新株予約権の数 

各本社債に付された本新株予約権の数は取締役会にて決定する。但し、本新株予約権の合計数は、350個まで

を上限とする。 

（2）本新株予約権の払込金額 無償とする。 

（3）本新株予約権の割当日 本社債の払込期日 

（4）本新株予約権の目的である株式の種類及びその数の算定方法 

本新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式とし、その行使により当社が当社普通株式を新たに発

行しまた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または移転を「交付」とい

う。）する数は、次に定める通りとする。 

 

各社債権者が本新株予約権の行使請求のために提出した本社債払込金額の総額 

株式数 = 転換価額（下記(5)①に定義される「転換価額」をいい、同②及び③に基づく

修正・調整があった場合は当該修正・調整後の転換価額） 

 

この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

（5）本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

①本新株予約権1個の行使により出資される財産の価額は、各本社債の払込金額と同額とする。また、本新株

予約権の行使に際して当社普通株式1株あたりにつき出資される財産の価額（以下「転換価額」という。）

は、当初、本社債の払込期日の直前の5連続取引日（ただし、終値のない日は除く。）の株式会社ジャス

ダック証券取引所（以下「ジャスダック」という。）における当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配

表示を含む。）の平均値の90％に相当する金額（円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨て

る。以下「当初転換価額」という。）とする。 

②転換価額の修正 

本新株予約権付社債の発行後、転換価額は、行使請求が行われた日において、行使請求が行われた日の前日

（以下「決定日」という。）までの5連続取引日（ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日でない場合

には、決定日は直前の取引日までの5連続取引日とする。以下「時価算定期間」という。）のジャスダックに

おける当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値の90%に相当する金額（円位未満

小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。以下「修正後転換価額」という。）に修正される。但し、

かかる算出の結果、修正後転換価額が当初転換価額の150％に相当する金額（以下｢上限転換価額｣という。但

し、本項③による調整を受ける。）を上回ることとなる場合には、修正後転換価額は上限転換価額とし、修正

後転換価額が当初転換価額の50%に相当する金額（以下｢下限転換価額｣という。但し、本項③による調整を受

ける。）を下回ることとなる場合には、修正後転換価額は下限転換価額とする。なお、時価算定期間内に、本

項③で定める転換価額の調整事由が生じた場合には、修正後の転換価額は、本新株予約権付社債の社債要項に

従い当社が適当と判断する値に調整される。 
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③転換価額は、本社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で当社普通株式を発行または当社の

有する当社普通株式を処分する場合には、次の算式（以下「転換価額調整式」という。）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（当社が有するものを除く。）の総数を

いう。 

 

 

 

 

 

 

また、転換価額は、当社普通株式の分割もしくは併合または当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社

普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしく

は新株予約権付社債の発行が行われる場合その他一定の事由が発生した場合にも適宜調整される。 

（6）本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額 

本新株予約権の行使があった場合、当社は当該行使のあった本新株予約権が付された本社債の払込金額全額

について期限の利益を当然に放棄するものとし、当該本新株予約権の権利者は当該本社債をその払込金額全額

と同価額をもって現物出資するものとする。 

（7）新株予約権を行使することができる期間 

割当日より本社債の償還期限の前銀行営業日（本社債が繰上償還される場合には、当該償還日の前銀行営業

日）までの範囲で、取締役会にて決定する。 

（8）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

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払込金額中資本に組入れない額は、当該払込金額か

ら資本に組入れる額を減じた額とする。資本に組入れる額とは、当該払込金額に0.5 を乗じた金額とし、計算

の結果1 円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り上げた額とする。 

（9）本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできない。 

（10）本新株予約権の取得事由 

当社は、上記３．(11)ロ、ハ、ニまたはホに定める事由が生じた場合、同ロ、ハ、ニまたはホに定めるとこ

ろに従い、本新株予約権を無償にて取得するものとする。 

 (11) 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むべき金額の算定理由  

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出来ず、か

つ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、並びに、本新株予約権の価値と発行価額等のその他の発行条件により得られる経済的な価値と

を勘案して、その発行価額を無償とした。また、本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個に対して払込をなすべき額は本社債の発行価額と同額とし、転換価額は、当初、本社債の払込期

日の直前の5連続取引日（ただし、終値のない日は除く。）のジャスダックにおける当社普通株式の普通取引

の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値の90％に相当する金額とするが、当社普通株式の株式市況（株

価・出来高・騰落習性・ファンダメンタル事項・消化可能性等）の諸事情を勘案し、当社の資本調達目的の実

現可能性と投資家（新株予約権者）の当社に対する投資リスク、その他の資本調達方法との比較等を踏まえて

総合的に検討した結果、修正後転換価額を、当初の転換価額の150％に相当する金額を上限転換価額、50%に相

当する金額を下限転換価額と決定した。 

 

その他 

上記のほか、本新株予約権付社債発行の詳細については当社取締役会に一任とする。 

                                                   

前事業年度（平成16年10月1日～平成17年9月30日）  

 

 該当事項はありません。 

 

新発行・処分株式数 × 1株あたりの発行・処分価額 既発行 

株式数 
＋ 

時価 

調整後 

転換価

額 

= 

調整前 

転換価

額 

× 

既発行株式数＋新発行・処分株式数 




