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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。

 営業収入 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年3月期 2,406 203.3 1,766 291.3 1,773 306.7

17年3月期 793 9.4 451 26.2 435 19.8

 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 1,753 304.5 3,669 63 3,594 62 24.9 16.4 73.7

17年3月期 433 24.8 917 06 900 33 11.8 10.0 55.0

(注) ①期中平均株式数 18年3月期 475,241株 17年3月期 456,488株

 ②会計処理の方法の変更 無

 ③営業収入、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。

 

④

 

 

平成17年５月20日付で株式１株に対し４株の株式分割を、平成18年３月１日付で株式１株に対し２株の株式分割

を行っております。期中平均株式数の算定にあたっては、当該株式分割が平成18年３月期の期首に行われたもの

として計算しております。また、平成17年３月期につきましても遡及修正しております。

(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 450 00 0 00 450 00 214 12.2 2.5

17年3月期 250 00 0 00 250 00 118 27.3 2.1

(注）平成17年５月20日付で株式１株に対し４株の株式分割を、平成18年３月1日付で株式１株に対し２株の株式分割を

行っており、平成17年３月期につきましては遡及修正しております。

(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 14,783 8,510 57.6 17,809 89

17年3月期 6,817 5,592 82.0 11,791 17

(注) ①期末発行済株式数 18年3月期 477,176株 17年3月期 473,000株

 ②期末自己株式数 18年3月期 748株 17年3月期 748株

③

 

 

平成17年５月20日付で株式１株に対し４株の株式分割を、平成18年３月１日付で株式１株に対し２株の株式分割

を行っております。１株当たり株主資本の算定にあたっては、当該株式分割が平成18年３月期の期首に行われた

ものとして計算しております。また、平成17年３月期につきましても遡及修正しております。
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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）  

 営業収入 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 2,247 1,507 1,507 0 00 － －

通　期 2,860 1,508 1,508 － 450 00 450 00

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 2,955円93銭  

（注）

 

 

１株当たり予想当期純利益（通期）は、期末発行済株式数に平成18年５月15日払込期日の公募増資に伴い発行

した株式数31,000株及び平成18年６月13日払込期日の第三者割当増資に伴い発行する予定の株式数4,650株を

反映した予想期中平均株式数により算出しております。

※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提

としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。
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７．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 2,606,854 1,490,997  

２．売掛金 ※１ 105,064 1,829  

３．前払費用 24,117 64,489  

４．繰延税金資産 15,266 11,633  

５．短期貸付金 ※１ 50,000 241,817  

６．未収入金 ※１ 15,723 540,849  

７．未収還付法人税等 86,878 334,666  

８．その他 ※１ 13,553 16,900  

流動資産合計 2,917,458 42.8 2,703,184 18.3 △214,273

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物 45,325 78,485  

減価償却累計額 16,237 29,088 23,178 55,306  

(2）工具、器具及び備品 44,676 102,038  

減価償却累計額 27,785 16,890 46,607 55,431  

(3）建設仮勘定 182 26,688  

有形固定資産合計 46,161 0.7 137,426 0.9 91,264

２．無形固定資産  

(1）営業権 - 122,038  

(2）ソフトウエア 285,591 298,494  

(3）施設利用権 2,648 2,648  

無形固定資産合計 288,240 4.2 423,181 2.9 134,941
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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）

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 2,431 4,606,340  

(2）関係会社株式 3,296,218 6,405,828  

(3）長期貸付金 800 1,020  

(4）長期未収入金 14,541 14,541  

(5）敷金・保証金 259,002 496,249  

(6）その他 7,381 9,829  

貸倒引当金 △14,541 △14,541  

投資その他の資産合計 3,565,833 52.3 11,519,267 77.9 7,953,433

固定資産合計 3,900,235 57.2 12,079,875 81.7 8,179,639

資産合計 6,817,693 100.0 14,783,059 100.0 7,965,365
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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．短期借入金 ※２ 1,000,000 5,200,000  

２．未払金 ※１ 126,725 145,515  

３．未払費用 15,369 27,065  

４．前受金 ※１ 23,461 14,795  

５．預り金 3,718 4,717  

６．賞与引当金 16,442 16,326  

７．その他 65 5,525  

流動負債合計 1,185,782 17.4 5,413,946 36.6 4,228,163

Ⅱ　固定負債  

　　繰延税金負債 39,686 858,685  

固定負債合計 39,686 0.6 858,685 5.8 818,999

負債合計 1,225,469 18.0 6,272,632 42.4 5,047,162

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※４ 2,263,951 33.2 2,315,047 15.7 51,096

Ⅱ　新株式申込証拠金 ※５ - - 1,974 0.0 1,974

Ⅲ　資本剰余金  

１．資本準備金 2,361,041 2,412,137  

２．その他資本剰余金    

　　　自己株式処分差益 474 474  

資本剰余金合計 2,361,515 34.6 2,412,611 16.3 51,096

Ⅳ　利益剰余金  

１．利益準備金 1,430 1,430  

２．当期未処分利益 963,564 2,584,275  

利益剰余金合計 964,995 14.2 2,585,705 17.5 1,620,710

Ⅴ　その他有価証券評価差額金 66,957 1.0 1,260,283 8.5 1,193,325

Ⅵ　自己株式 ※７ △65,195 △1.0 △65,195 △0.4 -

資本合計 5,592,224 82.0 8,510,427 57.6 2,918,202

負債・資本合計 6,817,693 100.0 14,783,059 100.0 7,965,365
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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　営業収入 ※１  

１．関係会社受取配当金 450,000 1,750,000  

２．受取マネジメントフィー 343,388 634,373  

３．その他  - 793,388 100.0 22,338 2,406,711 100.0 1,613,323

Ⅱ　販売費及び一般管理費
※１
※２

341,952 43.1 640,067 26.6 298,114

営業利益 451,435 56.9 1,766,644 73.4 1,315,208

Ⅲ　営業外収益  

１．受取利息 ※１ 7,652 1,388  

２．受取配当金 ※１ 675 7,771  

３．受取手数料 2,260 4,577  

４．その他 242 10,830 1.4 1,095 14,832 0.6 4,002

Ⅳ　営業外費用  

１．支払利息 4,879 4,480  

２．新株発行費 21,236 3,692  

３．その他 165 26,281 3.3 - 8,172 0.3 △18,108

経常利益 435,984 55.0 1,773,304 73.7 1,337,319

Ⅴ　特別損失  

　  固定資産除却損 ※３ 9 9 0.0 - - - △9

税引前当期純利益 435,975 55.0 1,773,304 73.7 1,337,328

法人税、住民税及び事業税 2,290 15,739  

法人税等調整額 59 2,349 0.3 3,603 19,343 0.8 16,993

当期純利益 433,625 54.7 1,753,960 72.9 1,320,334

前期繰越利益 529,938 830,314 300,375

当期未処分利益 963,564 2,584,275 1,620,710
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(3) 利益処分案

前事業年度
（平成17年６月29日）

当事業年度
(平成18年６月29日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 963,564 2,584,275 1,620,710

Ⅱ　利益処分額  

１．配当金 118,250  214,729   

２．取締役賞与金 15,000  9,100   

３．監査役賞与金 - 133,250 900 224,729 91,479

Ⅲ　次期繰越利益 830,314 2,359,545 1,529,231

(注)日付は、株主総会承認日及びその予定日であります。
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重要な会計方針

項目
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

 (1）　　　　──────

　

(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）を採用しております。

 (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を採用して

おります。

 (2）子会社株式及び関連会社株式

同左 

(3）その他有価証券

　時価のあるもの

──────

(3）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

　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

　移動平均法による原価法を採用して

おります。

 なお、証券取引法第２条第２項によ

り有価証券とみなされる投資事業組合

等への出資持分については、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。

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　定率法（ただし建物（付属設備を除

く）については定額法）によっており

ます。

(1）有形固定資産

同左

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

 

建物　　　　　　　　３年～18年

工具、器具及び備品　３年～10年

 

 

(2）無形固定資産

　無形固定資産に計上している自社利

用のソフトウエアについては社内にお

ける見込利用可能期間（５年）に基づ

く定額法で償却しております。

(2）無形固定資産

　営業権については、５年均等償却し

ております。

　自社利用のソフトウエアについては

社内における見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法で償却しておりま

す。

３．繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

　支出時に全額費用として処理してお

ります。

(1）新株発行費

　            同左
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項目
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）

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えて、

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。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支払に備えて、賞与

支給見込額のうち当期負担額を計上し

ております。

(2）賞与引当金

　            同左

５．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

　消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左

 

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。これによる損益に与える影響はありません。 
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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．関係会社項目 ※１．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。

　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。

売掛金 105,064千円

短期貸付金 50,000

未収入金 9,686

立替金 6,058

未払金 6,426

前受金 23,461

売掛金 1,829千円

短期貸付金 241,817

未収入金 538,620

立替金 9,755

未払金 34,935

前受金 14,795

※２．当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約 ※２．当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約

　　　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引銀行１行と当座貸越契約及び貸出コミットメ

ントライン契約を締結しております。

　　　当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントラインに係る借入未実行残高は、次のとおり

であります。

当座貸越極度額及び貸出コ

ミットメントラインの総額

1,000,000千円

借入実行額 1,000,000千円

差引額 -千円

 

　　　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミットメ

ントライン契約を締結しております。

　　　当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントラインに係る借入未実行残高は、次のとおり

であります。

当座貸越極度額及び貸出コ

ミットメントラインの総額

6,000,000千円

借入実行額 5,200,000千円

差引額 800,000千円

 

３．債務保証 　３．債務保証

　次の関係会社について、営業取引に係る仕入債務及

び賃貸債務に対し債務保証を行っております。

　次の関係会社について、営業取引に係る仕入債務に

対し債務保証を行っております。

㈱テレウェイヴリンクス 9,764千円

㈱アントレプレナー 1,054

㈱テレウェイヴリンクス 99,702千円

  

  

※４．授権株式数及び発行済株式総数 ※４．授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数 普通株式 219,000株

発行済株式総数 普通株式 59,218.5

授権株式数 普通株式 1,752,000株

発行済株式総数 普通株式 477,924

  

５．　　　　　　　────── ※５．新株式申込証拠金

 　　 新株式申込証拠金は平成18年４月24日に資本増加

となる新株式108株の発行に関するものであり、987

千円を資本準備金に繰り入れております。

  

６．配当制限 ６．配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は66,957千円で

あります。

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は1,277,194千

円であります。

  

※７．自己株式 ※７．自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式93.5株で

あります。

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式748株で

あります。
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当期中の発行済株式数の増加

発行年月日 発行形態 発行株式数（株） 発行価格（円） 資本組入額（円）

前事業年度 平成16年9月13日 有償一般公募 4,000 856,440 428,220

平成16年8月6日～

平成17年3月31日
新株予約権の行使 440 18,000 9,000

平成17年4月1日～

平成17年5月19日
新株予約権の行使 37.5 18,000 9,000

平成17年5月20日 株式分割（１：４） 177,768 - -

当事業年度
平成17年5月21日～

平成18年2月28日
新株予約権の行使 

318

1,608

4,500

62,209

2,250

31,105

平成18年3月1日 株式分割（１：２） 238,950 - -

平成18年3月2日～

平成18年3月31日
新株予約権の行使 24 2,250 1,125
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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．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。

※１．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。

営業収入   

関係会社受取配当金 450,000千円

受取マネジメントフィー 343,388

販売費及び一般管理費 △415,125

（経費分担金収入）

受取利息 7,539

営業収入   

　関係会社受取配当金 1,750,000千円

　受取マネジメントフィー 634,373

販売費及び一般管理費 △1,129,992

（経費分担金収入）

受取利息 1,294

受取配当金 7,746

※２．費用は全て一般管理費であります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※２．費用は全て一般管理費であります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 87,900千円

従業員給料手当 104,045

法定福利費 16,835

減価償却費 1,394

採用費 34,811

外部委託費 24,401

賞与引当金繰入額 16,442

役員報酬 90,865千円

従業員給料手当 157,213 

従業員賞与 35,705

賞与引当金繰入額 10,948

福利厚生費 39,593

外部委託費 95,694

旅費交通費 38,998

減価償却費 30,509

※３．固定資産除却損は、工具、器具及び備品に係るもの

であります。

※３．　　　　　　　 ──────
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（リース取引関係）

前事業年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）及び

当事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 

　該当事項はありません。

（有価証券関係）

１.子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

前事業年度（平成17年３月31日現在） 当事業年度（平成18年３月31日現在）

貸借対照表
計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表
計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

関連会社株式 1,352,968 1,352,968 - 2,564,905 3,686,858 1,121,952

合計 1,352,968 1,352,968 - 2,564,905 3,686,858 1,121,952

２．当事業年度中の保有目的の変更

 　　当事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 

 当事業年度中に売買目的として取得、保有していた有価証券について、運用方針を見直したことにより、その

他有価証券へ保有目的を変更しております。その結果、流動資産が378,440千円減少、固定資産が同額増加し、

期末において、その他有価証券評価差額金が△22,050千円計上されております。また、売買目的有価証券として

処理した場合と比較して営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が37,185千円増加しております。

 

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：千円）

前事業年度

（平成17年３月31日現在）

当事業年度

（平成18年３月31日現在）

繰延税金資産

貸倒引当金損金算入限度超過額 5,889 5,918

賞与引当金否認額 7,345 6,644

未払費用否認額 - 707

未払事業税否認額 - 3,657

減価償却費損金算入限度超過額 405 -

外形標準課税否認額 4,479 -

繰越欠損金 2,607 -

その他 1,326 1,525

繰延税金資産小計 22,052 18,453

評価性引当額 △896 △901

繰延税金資産合計 21,155 17,552

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △45,576 △864,604

繰延税金負債合計 △45,576 △864,604

繰延税金負債の純額 △24,420 △847,052

 　２．繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

前事業年度
（平成17年３月31日現在）

当事業年度
（平成18年３月31日現在）

流動資産－繰延税金資産 15,266 11,633

固定負債－繰延税金負債 39,686 858,685
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３．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

（単位：％）

前事業年度

（平成17年３月31日現在）

当事業年度

（平成18年３月31日現在）

法定実効税率 40.5 40.7

（調整）

受取配当金 △41.8 △40.2

交際費 1.3 0.7

住民税均等割 0.5 0.1

特別税額控除 - △0.1

その他 0.0 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.5 1.1
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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 94,329.38円

１株当たり当期純利益金額 7,336.46円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 7,202.66円

１株当たり純資産額 17,809.89円

１株当たり当期純利益金額 3,669.63円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 3,594.62円

　当社は、平成17年５月20日付で株式１株に対し４株の株

式分割を、平成18年３月１日付で株式１株に対し２株の株

式分割を行っております。当該株式の分割が前期首に行わ

れていたと仮定した場合の前事業年度における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 11,791.17円

１株当たり当期純利益金額 917.06円

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 900.33円

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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株当たり当期純利益金額

当期純利益（千円） 433,625 1,753,960

普通株主に帰属しない金額（千円） 15,000 10,000

（うち利益処分による役員賞与金） (15,000) (10,000)

普通株式に係る当期純利益（千円） 418,625 1,743,960

期中平均株式数（株） 57,061 475,241

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（千円） - -

普通株式増加数（株） 1,060 9,917

（うち新株予約権） (1,060) (9,917)

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金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要

新株予約権　　　 １種類

（新株予約権の数　　916個）

 

新株予約権　　　 １種類

（新株予約権の数　　2,238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）

 （株式分割）  

  平成17年２月25日開催の当社取締役会の決議に基づき、

次のように株式分割による新株を発行しております。
────── 

１．株式分割の目的

　当社株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図るこ

とを目的とするものであります。 

 

２．株式分割の概要

　平成17年５月20日付をもって普通株式１株を４株の割

合をもって分割する。 

 

　（１）分割により増加する株式数

　　　　普通株式　　　　　　　　　177,655.5株
 

　（２）分割方法

　平成17年３月31日最終の株主名簿及び実質株主名

簿に記載または記録された株主及び端株原簿に記載

または記録された端株株主の所有株式数を１株につ

き４株の割合をもって分割する。

 

　（３）配当起算日

　　　　平成17年４月１日
 

３．１株当たり情報に及ぼす影響

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産 

  8,142円62銭

１株当たり純資産 

23,582円34銭

１株当たり当期純利益金額

  1,585円88銭

１株当たり当期純利益金額

 1,834円11銭

 潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 

  1,560円00銭 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 

 1,800円66銭 

 

（ストックオプション制度の導入）  

　平成17年６月29日開催の当社定時株主総会において、

「株主以外のものに対して特に有利な条件をもって新株予

約権を発行する件」（ストックオプション付与の件）を決

議いたしました。

──────

 

(1）新株予約権の割当対象者

当社および当社連結子会社の取締役、監査役および従

業員

 

 

(2）新株予約権の目的たる株式の種類および数

　当社普通株式8,000株を上限とする。

 

 

(3）発行する新株予約権の総数

　8,000個を上限とする。

 

 

(4）新株予約権の発行価額

　無償とする。
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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）

(5）新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額

　新株予約権の目的たる株式１株当たりの払込みすべき

金額（以下「払込価額」という）は、新株予約権を発行

する日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を

除く）における株式会社ジャスダック証券取引所が公表

する当社普通株式の最終価格（以下、「最終価格」とい

う）の平均値に1.05を乗じて得た金額とし、１円未満の

端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行

の日の最終価格（当日に最終価格がない場合は、それに

先立つ直近日の最終価格）を下回る場合は、新株予約権

発行日の日の最終価格を払い込み金額とする。

　なお、発行日以降、当社は株式分割又は株式併合を行

う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

調整後

払込価額
＝

調整前

払込価額
×

1

分割・併合の比率

　また、発行日以降、当社が時価を下回る価額で当社普

通株式につき、新株式を発行または自己株式の処分を行

う場合（新株予約権の行使による場合を除く。）は、次

の算式により調整し、調整により生ずる１円未満の端数

は切り上げる。

 

既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×

１株当たり

払込価額

調整後

払込価額
＝

調整前

払込価額
×

１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行

済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

し、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式

数」を「処分する自己株式数」、「１株当たり払込価

額」を「１株当たり処分金額」に各々読み替えるものと

する。

　さらに、発行日以降、当社が資本の減少、合併または

会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた払込

価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

には、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案

のうえ、合理的な範囲で払込価額を調整するものとする。

 

 

(6）新株予約権の権利行使期間

平成19年７月１日から平成23年６月30日まで

 

 

(7）新株予約権の行使の条件

①　新株予約権を行使するためには、その割当を受けた

時から権利行使時に至るまでの間、継続して当社また

は当社連結子会社の取締役、監査役または従業員のい

ずれかに在任または在職することを要する。ただし、

任期満了による退任、定年退職、その他取締役会が正

当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

 

 

②　新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死

亡した場合、相続人がその権利を承継するものとする。

 

③　その他の条件については、新株予約権の発行を決議

する取締役会において定める。
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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）新株予約権の消却事由および条件  

①　当社が消滅会社となる合併契約書が当社株主総会で

承認された場合、または当社が完全子会社となる株式

交換契約書承認の議案ならびに株式移転の議案につき

当社株主総会で承認された場合には、当社は新株予約

権を無償で消却することができる。

 

②　新株予約権者が退職または退任した場合、当社は当

該新株予約権を無償で消却することができる。

 

③　新株予約権者が権利を行使する前に、新株予約権の

行使の条件に定める規定により、権利を行使する条件

に該当しなくなった場合には、当該新株予約権は無償

で消却することができる。

 

④　当社は、いつでも当社が取得し保有する未行使の新

株予約権を、無償にて消却することができるものとす

る。

 

(9）新株予約権の譲渡制限  

　新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要

する。

 

 

──────

（株式会社アペックス・インターナショナルの株式取得

（子会社化））

　当社は平成18年３月13日開催の取締役会において、株

式会社アペックス・インターナショナルの株式を取得し、

子会社とすることを決議し、平成18年４月26日付で子会

社と致しました。

１．株式取得の理由

　食材の仕入に関する優れた事業ノウハウとロイヤリ

ティの高い会員組織を有する同社が当社グループに加わ

ることは、当社グループにとりましても新たなサービス

の拡充となります。

２．株式会社アペックス・インターナショナルの概要

（平成18年３月31日現在）

(a)商号 株式会社アペックス・インター

ナショナル

(b)代表者 代表取締役　西尾　匠史

(c)所在地 東京都足立区日ノ出町27番４

－409号

(d)設立年月 平成２年７月

(e)主な事業内容 ・食材の個人向け宅配事業及び

情報提供

・事業者向け納め業務

・ギフト関連業務

・ゴルフコンサルタント事業

(f)資本金 50,000千円

(g)発行済株式数 1,000株
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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）

３.株式譲受の概要

(a)株式取得数

　 （議決権）

 1,000株

(100.0％）

(b)取得日 平成18年４月26日 

(c)取得金額 480,000千円

(d)異動前後の所有株式数の状況

 所有株式数 議決権比率 

異動前 -株 -％ 

異動後 1,000株 100.0％ 

 

──────

（新株式発行）

　平成18年４月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、

平成18年５月15日を払込期日とする公募増資(一般募集)を

行いました。

１．公募による新株式発行

（１）発行新株式

普通株式　31,000株

（２）発行価額

１株につき299,000円 

（３）発行価額の総額

9,269,000千円 

（４）発行価額の総額のうち資本へ組み入れない額

4,634,500千円

（５）新株の配当起算日

平成18年４月１日

（６）資金の使途

設備投資、投融資、短期借入金返済、ソリュー

ション事業における開業支援サービス及び金融支

援サービスのための運転資金に充当する予定であ

ります。

　なお、当社は新株式発行並びにオーバーアロットメント

による株式売出しに関連し、平成18年４月19日開催の取締

役会決議に基づき、平成18年６月13日を払込期日とする第

三者割当増資を行う予定であります。

２．第三者割当による新株式発行

（１）発行新株式

普通株式　4,650株

（２）発行価額

１株につき299,000円 

（３）発行価額の総額

1,390,350千円 

（４）発行価額の総額のうち資本へ組み入れない額

  695,175千円 

（５）新株式の配当起算日

平成18年４月１日

（６）資金の使途

設備投資、投融資、短期借入金返済、ソリュー

ション事業における開業支援サービス及び金融支

援サービスのための運転資金に充当する予定であ

ります。
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８．役員の異動

（１）代表者の異動

該当事項はございません。

（２）その他の役員の異動

①新任取締役候補

取締役　　　　　　　　デービット　リーブレック　（現　アイ・モバイル㈱　代表取締役）

②退任予定取締役

取締役　　　　　　　　田　中　政　臣

③新任監査役候補

社外監査役　　　　　　村　重　嘉　文　（現　トーヨーカネツ㈱　社外監査役）

④退任予定監査役

社外監査役　　　　　　恩　田　　　饒

（３）就任予定日

平成18年６月29日
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