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代 表 者   役 職 名       代表取締役社長 

          氏 名       川 口  三 夫 

問合せ先責任者   責任者役職名       取締役執行役員管理本部長 

           氏 名       野 田  龍 二     ＴＥＬ（052）761－7177 

決算取締役会開催日 平成 18 年 6 月 30 日              中間配当制度の有無   有 

定時株主総会開催日 平成 18年 7月 28日              単元株制度採用の有無   有（1単元 1,000株） 

１． 18 年 4 月期の業績（平成 17 年 5月 1 日～平成 18 年 4 月 30 日） 

（１） 経営成績              （注）本決算短信及び添付資料中の金額は、表示単位未満を切捨てております。  

売 上 高 営業利益 経常利益
      百万円      ％    百万円    ％     百万円    ％

18 年 4 月期 8,301     3.9                 54  △ 72.3               94  △ 37.8

17 年 4 月期 7,986    11.1                196 △ 29.5               151  △ 24.2
 

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 4 月期       89  △ 43.4 25.42 ― 4.9 1.7 1.1

17 年 4 月期     158  △ 25.7 44.97 ― 9.2 2.5 1.9
（注）1．期中平均株式数 18 年 4 月期  3,517,600 株   17 年 4 月期 3,517,600 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 

 

（２） 配当状況 

1 株当たり年間配当金 

 中 間 期 末 

配当金総額 

（年間） 
配当性向 

株主資本 

配 当 率 

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18 年 4 月期 10.0 ― 10.0 35 39.3 1.8

17 年 4 月期 10.0 ― 10.0 35 22.2 2.0

 

（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 

   百万円    百万円 ％   円   銭
18 年 4 月期 4,750       1,860           39.1     528      91 

17 年 4 月期 6,367       1,759           27.6     500      22 
（注）1.期末発行済株式数 18 年 4 月期  3,518,321 株   17 年 4 月期 3,518,321 株 

   2.期末自己株式数  18 年 4 月期      721 株   17 年 4 月期     721 株 

２．19 年 4 月期の業績予想（平成 18 年 5 月 1日～平成 19 年 4 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

中間 期末  

中 間 期 

百万円 

   3,750 

百万円 

      35  

百万円 

      30   

通   期   8,300     75        70 

円 銭

   ― 

円 銭 

  10  00 

円 銭

  10  00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 19 円 90 銭 
 
※ 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に基づき作成したものであります。従いまして、 
  実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる結果となる可能性があります。 
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２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
第49期 

（平成17年４月30日） 
第50期 

（平成18年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

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 ※１ 720,687  782,547

２．受取手形 ※４ 936,979  505,335

３．売掛金 ※５ 1,909,630  1,802,861

４．商品  188,555  113,516

５．製品  21,411  16,692

６．仕掛品  79,477  82,812

７．貯蔵品  46  903

８. 前渡金  －  6,413

９. 前払費用  5,142  8,305

10．未収入金  19,711  54,386

11．その他  36,964  4,924

貸倒引当金  △ 2,500  △  1,200

流動資産合計  3,916,109 61.5  3,377,499 71.1

Ⅱ．固定資産   

１．有形固定資産   

(1) 建物 ※１ 1,656,966 735,204 

減価償却累計額  849,853 807,113 401,961 333,243

(2) 構築物  62,901 38,191 

減価償却累計額  53,770 9,130 32,770 5,420

(3) 機械装置  97,425 81,767 

減価償却累計額  84,500 12,925 71,690 10,076

(4) 車輌運搬具  20,753 17,251 

減価償却累計額  18,003 2,750 15,643 1,607

(5) 工具器具備品  274,094 173,834 

減価償却累計額  180,455 93,639 114,004 59,829

(6) 土地 ※１ 1,029,349  412,031

   (7) 建設仮勘定  ―  ―

有形固定資産合計  1,954,908 30.7  822,209 17.3

－  － 
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第49期 

（平成17年４月30日） 
第50期 

（平成18年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

２．無形固定資産   

(1) ソフトウェア  26,456  21,032

(2) 電話加入権  4,716  4,716

(3) 施設利用権  46  ―

無形固定資産合計  31,219 0.5  25,748 0.6

３．投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 ※１ 296,639  347,260

(2) 関係会社株式  45,145  41,174

(3) 出資金  920  920

(4) 破産債権等  7,033  6,903

(5) 長期前払費用  7,071  4,496

(6) 保険積立金  61,611  57,306

(7) 会員権  65,360  40,200

(8) その他  40,083  70,190

貸倒引当金  △ 62,143  △ 43,753

投資その他の資産合計  461,721 7.2  524,697 11.0

固定資産合計  2,447,849 38.4  1,372,655 28.9

Ⅲ．繰延資産   

１．社債発行費  3,100  ―

繰延資産合計  3,100 0.1  ― ―

資産合計  6,367,059 100.0  4,750,154 100.0

   

－  － 
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第49期 

（平成17年４月30日） 
第50期 

（平成18年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）   

Ⅰ．流動負債   

１．買掛金  612,903  594,446

２．短期借入金 ※１ 2,156,968  495,000

３．一年内償還予定社債  60,000  ―

４．一年内返済予定長期借
入金 

※１ 440,000  224,000

５．未払金  2,450  768

６．未払費用  36,535  52,576

７．未払法人税等  13,436  12,503

８．未払消費税等  10,111  37,262

９．前受金  10,500  ―

10．預り金  11,003  12,718

11．前受収益  6,111  861

12．賞与引当金  33,035  34,160

13．その他  53,726  14,488

流動負債合計  3,446,782 54.2  1,478,785 31.2

Ⅱ．固定負債   

１．社債  650,000  500,000

２．長期借入金 ※１ 400,000  776,000

３．繰延税金負債  29,014  73,767

４．退職給付引当金  64,122  59,854

５．預り保証金  17,566  1,242

固定負債合計  1,160,703 18.2  1,410,864 29.7

負債合計  4,607,485 72.4  2,889,650 60.9

－  － 
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第49期 

（平成17年４月30日） 
第50期 

（平成18年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※２ 954,798 15.0  954,798 20.1

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金  239,000  239,000

２．その他資本剰余金   

(1）資本準備金減少差益  128,714 128,714 128,714 128,714

資本剰余金合計  367,714 5.7  367,714 7.7

Ⅲ 利益剰余金   

１．当期未処分利益  318,257  372,530

利益剰余金合計  318,257 5.0  372,530 7.8

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 120,005 1.9  166,664 3.5

Ⅴ 自己株式 ※６ △ 1,202 △0.0  △ 1,202 △0.0

資本合計  1,759,573 27.6  1,860,504 39.1

負債及び資本合計  6,367,059 100.0  4,750,154 100.0

   

 

－  － 
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②【損益計算書】 

  
第49期 

（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

第50期 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   

１．商品売上高  5,141,562 5,455,105 

２．製品売上高  2,763,727 2,790,055 

３．不動産賃貸収入  80,955 7,986,245 100.0 56,651 8,301,812 100.0

Ⅱ 売上原価   

１．商品売上原価   

(1)商品期首たな卸高  256,069 188,555 

(2)当期商品仕入高  4,528,880 4,884,306 

小計  4,784,950 5,072,862 

(3)商品期末たな卸高  188,555 113,516 

商品売上原価  4,596,394 4,959,345 

２．製品売上原価   

(1）製品期首たな卸高  20,979 21,411 

(2）当期製品製造原価  2,446,566 2,461,762 

小計  2,467,545 2,483,174 

(3）製品期末たな卸高  21,411 16,692 

製品売上原価  2,446,134 2,466,481 

３．不動産賃貸費用  40,362 7,082,890 88.7 20,578 7,446,405 89.7

売上総利益  903,354 11.3  855,407 10.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１．役員報酬  77,400 82,150 

２．給料手当  219,710 266,171 

３．賞与  40,080 41,951 

４．賞与引当金繰入額  19,703 18,875 

５．退職給付費用  7,209 6,434 

６．法定福利費  39,175 49,415 

７．租税公課  13,202 17,396 

８．通信費  16,107 16,805 

９．消耗品費  13,570 11,303 

－  － 
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第49期 

（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

第50期 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

10．旅費交通費  40,629 46,978 

11．賃借料  12,483 12,392 

12．地代家賃  24,075 36,577 

13．減価償却費  31,380 19,714 

14．貸倒引当金繰入額  800 ― 

15．研究開発費 ※１ 18,036 17,027 

16．その他  133,352 706,917 8.8 157,971 801,165 9.6

営業利益  196,437 2.5  54,242 0.6

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  671 369 

２．受取配当金  3,948 5,888 

３．デリバティブ評価益  ― 39,898 

４．仕入割引  22,524 20,283 

５．受取報奨金  ― 19,387 

６．投資事業組合運用益  1,684 ― 

７．賃貸収入  49,263 49,372 

８．その他  20,212 98,305 1.2 16,752 151,952 1.8

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  53,767 38,414 

２．社債利息  7,994        6,943 

３．社債発行費償却  3,100 3,100 

４．為替差損  14,790 6,162 

５．賃貸費用  42,089 42,533 

６．その他  21,316 143,058 1.8 14,796 111,949 1.3

経常利益  151,684 1.9  94,244 1.1

Ⅵ 特別利益   

１．固定資産売却益  ― 495,551 

２．投資有価証券売却益  17,869 99,230 

３．貸倒引当金戻入益  ― 17,869 0.2 17,730 612,512 7.4

Ⅶ 特別損失   

１．減損損失 ※２ ― 555,260 

－  － 
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第49期 

（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

第50期 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

２．固定資産売却損  ― 41,407 

３．固定資産除却損  ― 7,330 

４．関係会社株式評価損  ― 3,970 

５．会員権売却損  ― 400 

６．貸倒引当金繰入額 ※３ 3,300 3,300 0.0 ― 608,369 7.3

税引前当期純利益  166,254 2.1  98,388 1.2

法人税、住民税及び事
業税 

 8,055 8,055 0.1 8,939 8,939 0.1

当期純利益  158,199 2.0  89,448 1.1

前期繰越利益  160,058  283,081

当期未処分利益  318,257  372,530

   

－  － 
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製造原価明細書 

  
第49期 

（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

第50期 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費  1,630,829 66.5 1,685,226 68.4

Ⅱ 労務費 ※１ 239,192 9.8 235,689 9.5

Ⅲ 経費 ※２ 581,933 23.7 544,180 22.1

当期総製造費用  2,451,954 100.0 2,465,097 100.0

期首仕掛品たな卸高  74,089 79,477 

小計  2,526,044 2,544,575 

期末仕掛品たな卸高  79,477 82,812 

当期製品製造原価  2,446,566 2,461,762 

（脚注） 

第49期 第50期 

（注） 主な内訳は次のとおりであります。 （注） 主な内訳は次のとおりであります。 
 

※１ 賞与引当金繰入額 13,331千円

※２ 外注加工費 471,652千円

減価償却費 17,253千円
  

 
※１ 賞与引当金繰入額 15,285千円

※２ 外注加工費 456,114千円

減価償却費 20,111千円
  

（原価計算の方法） （原価計算の方法） 

 当社の原価計算は、実際個別原価計算であります。 同左 

 

不動産賃貸費用明細書 

  
第49期 

（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

第50期 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

１ 租税公課  5,482 13.6 2,369 11.5

２ 減価償却費  17,027 42.2 7,182 34.9

３ 賃借料  1,501 3.7 1,501 7.3

４ 管理費  8,619 21.3 5,195 25.3

５ その他  7,731 19.2 4,329 21.0

合計  40,362 100.0 20,578 100.0

－  － 
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③【利益処分計算書】 

  
第49期 

株主総会承認日 
（平成17年７月27日） 

第50期 
株主総会承認日 

（平成18年７月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益  318,257  372,530

Ⅱ 利益処分額   

１．配当金  35,176 35,176 35,176 35,176

Ⅲ 次期繰越利益  283,081  337,354

    

 

 

－  － 
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重要な会計方針 

項目 
第49期 

（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

第50期 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

(1）子会社株式及び関連会社株式 (1）子会社株式及び関連会社株式 １．有価証券の評価基準及び

評価方法  移動平均法による原価法 同 左 

 (2）その他有価証券 (2）その他有価証券 

 時価のあるもの 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） 

同 左 

 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 同 左 

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法 

時価法 同 左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品・原材料  先入先出法による原価

法 

同 左 

 製品・仕掛品  個別法による原価法  

 貯蔵品     最終仕入原価法による

原価法 

 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ４．固定資産の減価償却の方

法 定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法、賃貸用器具

備品については、賃貸期間を償却年

数とし、賃貸期間満了時の賃貸資産

の見積処分価額を残存価額とする定

額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法、賃貸用器具

備品については、賃貸期間を償却年

数とし、賃貸期間満了時の賃貸資産

の見積処分価額を残存価額とする定

額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

 建物    15～50年 

機械装置   7～15年 

建物    15～47年 

機械装置   7～15年 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  定額法を採用しております 

 なお、自社利用ソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）による定額法 

同 左 

５．繰延資産の処理方法 (1）社債発行費 (1）社債発行費 

  商法の規定する最長期間（３年

間）にわたり均等償却しておりま

す。 

    旧商法の規定する最長期間（３年

間）にわたり均等償却しております。

－  － 
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項目 
第49期 

（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

第50期 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (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。 

同 左 

 (2）賞与引当金 (2)賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てるため、

支給見込額に基づき計上しておりま

す。 

同 左 

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に充てるため、

当事業年度末における退職給付債務

額及び年金資産額に基づき計上して

おります。 

同 左 

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。 

同 左 

８．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

  ヘッジ会計の特例処理の要件を満

たす金利スワップ 

同 左 

  特例処理を適用しております。  

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 ヘッジ手段 

  金利スワップ取引                 同 左 

  ヘッジ対象 ヘッジ対象 

  借入金利                 同 左 

 (3)ヘッジ方針 (3)ヘッジ方針 

  金利変動リスクに備えキャッシュ

・フローを固定する目的でヘッジ取

引を行っております。 

同 左 

(1)消費税等の会計処理 (1)消費税等の会計処理 ９．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項  消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。 

同 左 

－  － 
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財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

第49期 
（自 平成16年５月１日 
 至 平成17年４月30日） 

第50期 
（自 平成17年５月１日 
 至 平成18年４月30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。 

これにより税引前当期純利益が200,922千円減少してお

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。 

 

 

表示方法の変更 

第49期 
（平成17年４月30日） 

第50期 
（平成18年４月30日） 

           ─── 

 

 

１.｢デリバティブ評価益｣は、営業外収益総額の100分の

10を超えたため、当事業年度より区分掲記すること

としました。 

なお、前事業年度は営業外収益の「その他」に1,254

千円含まれております。 

２.「受取報奨金」は、営業外収益総額の100分10を超え

たため、当事業年度より区分掲記することとしまし

た。 

  なお、前事業年度は営業外収益の「その他」に

6,773千円含まれております。 

 

 

 

追加情報 

第49期 
（平成17年４月30日） 

第50期 
（平成18年４月30日） 

（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)に基づ

き、法人事業税の付加価値割及び資本割5,802千円につ

いては、「販売費及び一般管理費」に計上しておりま

す。 

 

 

 

 

－  － 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

第49期 
（平成17年４月30日） 

第50期 
（平成18年４月30日） 

※１ (1）担保提供資産 ※１ (1）担保提供資産 
 

預金 50,000千円

建物 374,748千円

土地 818,828千円

投資有価証券 43,102千円

計 1,286,679千円
  

 
預金 50,000千円

建物 179,685千円

土地 352,351千円

投資有価証券 39,380千円

計 621,417千円
  

対応債務 対応債務 
 

短期借入金 2,150,000千円

一年内返済予定長期借入金 340,000千円

長期借入金 100,000千円

計 2,590,000千円
  

 
短期借入金 495,000千円

一年内返済予定長期借入金 124,000千円

長期借入金 576,000千円

計 1,195,000千円
  

(2)取引保証金の代用として差入れている資産 (2)取引保証金の代用として差入れている資産 
   

投資有価証券 58,240千円

 

 

 
預金 100,000千円

投資有価証券 77,000千円

計 177,000千円
   

※２ 授権株式数     普通株式 11,000,000株

発行済株式総数   普通株式 3,518,321株
  

 
※２ 授権株式数     普通株式 11,000,000株

発行済株式総数   普通株式 3,518,321株
  

 
 ３ 受取手形裏書譲渡高 74,769千円
  

 
 ３ 受取手形裏書譲渡高 607,738千円
  

※４ 期末日満期手形の処理 ※４ 期末日満期手形の処理 

期末日満期手形の会計処理は手形交換日をもって

決済処理しています。 

なお、当期末日が金融機関の休日であったため、

次の期末日満期手形が期末残高に含まれておりま

す。 

期末日満期手形の会計処理は手形交換日をもって

決済処理しています。 

なお、当期末日が金融機関の休日であったため、

次の期末日満期手形が期末残高に含まれておりま

す。 
 

受取手形 51,521千円

受取手形裏書譲渡高 10,598千円
  

 
受取手形 48,999千円

受取手形裏書譲渡高 40,728千円
  

※５ 関係会社に対するものが次のとおり含まれており

ます。 

※５ 関係会社に対するものが次のとおり含まれており

ます。 
 

売掛金 38,774千円
  

 
売掛金 38,082千円

   
※６ 自己株式      普通株式 721株
  

 
※６ 自己株式      普通株式 721株
  

７ 配当制限 ７ 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66,279

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152,836千

円であります。 

－  － 
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（損益計算書関係） 

第49期 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

第50期 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

※１ 研究開発費の総額 ※１ 研究開発費の総額 
 

一般管理費に含まれる研究開発費 18,036千円
  

 
一般管理費に含まれる研究開発費 17,027千円

  
※２        ──── ※２ 減損損失 

 当社は、以下の資産グループについて減損損 

失を計上しました。 

用途 種類 場所 

電子制御機

器製造設備

土地及び 

建物 

岐阜県土岐市 

賃貸不動産

計５件 

土地及び建

物ほか 

東京都練馬区 

名古屋市 

 

（資産のグルーピングの方法） 

当社は、主に各事業所を単位として資産のグルーピング

を行っております。 

（減損損失の認識に至った経緯） 

土地の取得価額に対する時価の著しい下落により、減 

損損失を認識しました。 

（減損損失の金額） 

減損損失の内訳は、土地418,463千円、建物136,250千 

円及び構築物546千円であります。 

（回収可能価額の算定方法） 

回収可能価額は、正味売却価額及び使用価値により測 

定しております。正味売却価額は不動産鑑定基準に基 

づく鑑定評価額を使用しております。また、使用価値 

算定に当たって使用した割引率は、賃貸不動産ごとに 

6.4％～9.4％となっております。 

※３ 貸倒引当金繰入額 ※３                ─── 

   会員権の預託保証金に係るものであります。                   

 

－  － 
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（リース取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

（有価証券関係） 

第49期（平成17年４月30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。 

 

第50期（平成18年４月30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。 

 

（税効果会計関係） 

第49期 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

第50期 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

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 

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 
 

繰延税金資産 平成17年４月30日現在

賞与引当金 13,379千円

退職給付引当金 25,969千円

投資有価証券 29,127千円

会員権 40,498千円

繰越欠損金 310,514千円

たな卸資産 8,776千円

減損損失 －  

その他 44,856千円

繰延税金資産小計 473,122千円

評価性引当額 △473,122千円

繰延税金資産合計 ― 千円

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 29,014千円

繰延税金資産の純額 △29,014千円
  

 
繰延税金資産 平成18年４月30日現在

賞与引当金 13,835千円

退職給付引当金 24,241千円

投資有価証券 24,012千円

会員権 25,946千円

繰越欠損金 202,000千円

たな卸資産 15,694千円

減損損失 81,239千円

その他 41,251千円

繰延税金資産小計 428,220千円

評価性引当額 △428,220千円

繰延税金資産合計 ― 千円

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 73,767千円

繰延税金資産の純額 △73,767千円
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別内訳 
 

法定実効税率 40.5％

交際費等永久に損金に算入

されない項目 2.6％

住民税均等割等 4.8％

評価性引当額 △43.1％

その他 － 

税効果会計適用後の法人税
等の負担率 

4.8％

  

 
法定実効税率 40.5％

交際費等永久に損金に算入

されない項目 5.6％

住民税均等割等 9.1％

評価性引当額 △45.6％

その他 △0.5％

税効果会計適用後の法人税
等の負担率 

△9.1％

  
 

－  － 

 

 

 

52



（１株当たり情報） 

第49期 
（自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日） 

第50期 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

 
１株当たり純資産額 500円22銭

１株当たり当期純利益 44円97銭
  

 
１株当たり純資産額 528円91銭

１株当たり当期純利益 25円42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、潜在株式が存在しない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金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません

。 

（注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下

のとおりであります。 

（注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下

のとおりであります。 
 
損益計算書上の当期純利益 158,199千円

普通株主に帰属しない金額 ― 

普通株式に係る当期純利益 158,199千円

期中平均株式数 3,517千株
  

 
損益計算書上の当期純利益 89,448千円

普通株主に帰属しない金額 ― 

普通株式に係る当期純利益 89,448千円

期中平均株式数 3,517千株
  

 

（重要な後発事象） 

 

第49期（平成17年４月30日現在） 

 

      該当事項はありません。 

 

第50期（平成18年４月30日現在） 

 

(1) 経営支援ファンドとの資本提携 

平成18年5月26日開催の取締役会におきまして、当社が長年続けてまいりました創業家一族による経営を一新し、企

業価値向上に向けた効率的経営手法、時代の要請に則したガバナンス経営を基本とし、今後積極的な事業展開を行

うことを目的とした新経営体制の構築および財務基盤の拡充を行うため、株式会社インキュベート・パートナーズ

（本社：東京都港区 代表：鈴木広美、以下ＩＰ）が運営するインキュベート・パートナーズ１号投資事業有限責

任組合（以下ＩＰ経営支援ファンド）と資本提携を行いました。 

 

① 資本提携の概要及び目的 

ＩＰが運営するＩＰ経営支援ファンドが、当社が発行する第１回無担保新株予約権付社債10億円を、平成18

年6月13日を払込期日として全額の割当を受けるとともに、当社がＩＰからの具体的な経営支援を受けながら、

当社の新経営体制の構築を推進するものであります。また、同取締役会において、今後の新経営体制において

中心となる幹部職員を対象に、当社が発行する新株予約権7,668千円を発行し、当該幹部職員が平成18年6月13

日を払込期日として全額の割当を受けることを通じて、役職員が一丸となって経営革新を行っていくことを決

定いたしました。 

当社は創業以来50余年に渡り、創業家一族による経営を行ってまいりました。過去におきましては、強い

オーナーシップのもと、順調に企業拡大を図ってまいりましたが、近年は経営成績の伸びに陰りが見え、株価

も低迷した状況が続いております。また一方では、収益力に比して借入金が多い状態が続いており、財務基盤

拡充の必要性がありました。そうした中、当社代表取締役社長 川口三夫は、後進である若手経営者に道を譲

り、当社の経営体制を変革し、時代の要請に則した経営体制・財務基盤を構築することが、当社の株主・役職

員・顧客にとって、最善の方法であることを決断し、新たな経営体制の検討を行ってきたものであります。そ

の中で、１）後進若手経営者を中心とした当社の経営方針への合意、２）経営戦略・財務戦略を中心とした、

今後当社が必要となる機能へのスタッフの派遣含めた協業に関する合意、３）財務基盤拡充への対応に関する

合意、が得られたことから資本提携を行いました。 

 

－  － 
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② 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 

平成18年5月26日に開催した取締役会の決議に基づいて、下記要項の社債を発行いたしました。 

なお、資金調達の目的は、財務体質の強化資金及び新規事業資金に充当する予定でございます。 

 

【社債要項】 

  本要項は、ダイトーエムイー株式会社（以下「当社」という。）が平成１８年５月２６日に開催した取締役会

の決議に基づいて平成１８年６月１３日に発行するダイトーエムイー株式会社第１回無担保転換社債型新株予約権

付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、本新株予約権付社債についての社債を「本社債」、本新株予約権付

社債に付された新株予約権を「本新株予約権」という。）にこれを適用する。 

１．社  債  総  額 金１０億円 

２．各 社 債 の 金 額 金１億円の１種 

３．新株予約権付社債券の発行およびその形式 

する。本新株予約権付社債の社債権者は本新株予約権付社債券について、記名式の新株予約権付社債券とすること

を請求することはできない。 

なお、本新株予約権付社債は会社法第２５４条第２項本文および第３項本文の定めにより本社債または本新株予約

権の一方のみを譲渡することはできない。 

４．利        率 本社債には利息を付さない。 

５．払  込  金  額 額面１００円につき金１００円。 

 ただし、本新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しない。 

６．償  還  価  額 額面１００円につき金１００円。 

７．物上担保・保証の有無 

本新株予約権付社債には物上担保ならびに保証は付されておらず、また、本新株予約権付社債のために特に

留保されている資産はない。 

８．社債管理者の不設置 

本新株予約権付社債は、会社法第７０２条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置しない。 

９．払  込  期  日 平成１８年６月１３日 

10．償還の方法および期限 

（１）本社債は、平成２１年６月１２日に、その総額を額面１００円につき金１００円で償還する。 

（２）本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 

（３）当社は、本新株予約権付社債の発行後、いつでも、本新株予約権付社債を取得することができる。ただし、

本社債または本新株予約権のみを取得することはできない。 

11．本新株予約権に関する事項 

（１）本社債に付された新株予約権の数 

各本社債に付された本新株予約権の数は１個とし、合計１０個の本新株予約権を発行する。 

（２）本新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否 

 払込みを要しない。 

（３）本新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。） 

平成１８年６月１３日。ただし、各本社債の払込金額が第９項に定める払込期日に当社に払込まれること

を割当ての条件とする。 

（４）本新株予約権の目的である株式の種類および種類ごとの数の算定方法 

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、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、行使に係る本社債の償還価額の総額を本項第(８)号②記載の転換価

額（ただし、本項第(９)号乃至第（１２）号によって調整された場合は調整後の転換価額）で除して得ら

れる最大整数（以下、算出された当該最大整数を「交付株式数」という。）とする。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期間 

本新株予約権付社債の社債権者は、平成１８年６月１４日から平成２１年６月１１日までの間（以下「行

使期間」という。）、いつでも、本新株予約権を行使すること（以下「行使」という。）ができる。ただ
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し、当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪失日以後本新株予約権を行使す

ることはできない。 

（６）その他の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ものとする。 

（７）当社による本新株予約権の取得事由 

当社による本新株予約権の取得事由は定めない。 

（８）本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる財産およびその価額 

本新株予約権１個の行使に際してする出資の目的は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該本社債の

価額は、当該本社債の償還価額と同額とする。 

本新株予約権の行使に際して出資をなすべき１株あたりの額（以下「転換価額」という。）は、当初４０

８円とする。なお、転換価額は本項第(９)号乃至第（１２）号によって調整されることがある。 

（９）当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第（１０）号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を

生じる場合または変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「転換価額調整式」とい

う。）をもって転換価額を調整する。 

                                         交付株式数×１株あたりの払込金額 

                             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 ＋ 交付株式数 

 

（１０）転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合およびその調整後の転換価額の

適用時期については、次に定めるところによる。 

①本項第（１１）号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（ただし、

当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合または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。）その他の証券もしくは権利の請求また

は行使による場合を除く。）。 

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日と

する。以下同じ。）の翌日以降、当社普通株式の株主（以下「普通株主」という。）に割当てを受け

る権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 

②株式分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合。 

調整後の転換価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当

てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、

また、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がな

い場合または株主（普通株主を除く。）に当社普通株式の無償割当てをする場合には、当該割当ての

効力発生日の翌日以降、これを適用する。 

③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第（１１）号②に定める時価を下回る対価を

もって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、また

は本項第（１１）号②に定める時価を下回る対価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。）その他の証券もしくは権利を発行する場合。 

調整後の転換価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）その他の証券または権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条件で

請求または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するも

のとし、払込期日（新株予約権および新株予約権付社債の場合は割当日）または無償割当ての効力発

生日の翌日以降、これを適用する。 

          ただし、普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、こ

れを適用する。 

上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が

発行された時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されてい
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る取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で請求または行使され当社普通株式が交付

されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以

降、これを適用する。 

④本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、

各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件とし

ているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降

これを適用するものとする。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日ま

でに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付

するものとする。ただし、株券の交付については本項第（１８）号の規定を準用する。 

 

(調整前価額－調整後転換価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 

株式数＝―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

調 整 後 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。 

（１１）①転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。 

②転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日（ただし、本項第（１０）号④の

場合は基準日）に先立つ４５取引日目に始まる３０取引日（終値のない日数を除く。）の株式会社

ジャスダック証券取引所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

値とする。 

この場合、平均値の計算は、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。 

  転換価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日（基準日を定めない場合は効力発生日）がある

場合はその日、また、基準日（基準日を定めない場合は効力発生日）がない場合は、調整後の転換価

額を適用する日の１か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する

当社普通株式数を控除した数とする。また、本項第（１０）号②の株式分割の場合には、転換価額調

整式で使用する交付株式数は、株式分割のための基準日における当社の有する当社普通株式に割り当

てられる当社普通株式数を含まないものとする。 

（１２）本項第（１０）号の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な

転換価額の調整を行う。 

①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割または当社を完全親会社と

する株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。 

②その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要と

するとき。 

③転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出

にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

（１３）本項第(９)号乃至第（１２）号により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりそ

の旨ならびにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額およびその適用の日その他必要な事項を

本新株予約権付社債の社債権者に通知する。ただし、本項第（１０）号④の場合その他適用の日の前日

までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 

（１４）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および資本準備金 

 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においては、会社計算規則第４０条に従い算出

される資本金等増加限度額中、当該額に０.５を乗じた額を資本金として計上し（計算の結果、１円未満

の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。）、その残額を資本準備金として計上する。 

（１５）本新株予約権の行使請求受付事務は、第１８項に定める行使請求受付場所（以下「行使請求受付場所」

という。）においてこれを取り扱う。 

（１６）①本新株予約権を行使しようとするときは、当社の定める新株予約権の行使請求書（以下「新株予約 

権行使請求書」という。）に、行使しようとする本新株予約権付社債を表示し、本新株予約権の内容

および数ならびにこれを行使する年月日等を記載してこれに記名捺印した上、その新株予約権付社債

券を添えて行使期間中に行使請求受付場所に提出しなければならない。 
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②株式会社証券保管振替機構に預託をした本新株予約権付社債に係る本新株予約権を行使する場合は、

新株予約権行使請求書に行使しようとする本新株予約権付社債を表示し、本新株予約権の内容および

数並びにこれを行使する年月日等を記載してこれに記名捺印した上、株式会社証券保管振替機構を経

由して、行使期間中に行使請求受付場所に提出することができる。 

③行使請求受付場所に対し行使に要する書類を提出した者は、その後これを撤回することができない。 

（１７）①行使の効力は、新株予約権を行使した日に生じるものとする。なお、本新株予約権において、かかる

「新株予約権を行使した日」とは、行使に要する書類の全部が行使請求受付場所に到着した日または

新株予約権行使請求書に記載された本新株予約権を行使する年月日のいずれか遅い方の日を意味する

ものとする。 

②剰余金の配当（会社法第４５４条第５項に定められた金銭の分配を含む。）については、当該配当を受領す

る権利を有する株主を確定させるための基準日以前に本新株予約権の行使により交付された当社普通株式を、

当該基準日において発行済みの他の当社普通株式（当社が保有する当社普通株式を除く。）と同様に取り扱

うものとする。 

（１８）当社は、行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。ただし、単元未満株式については株券を発行し

ない。 

（１９）当社が単元株式数の定めを廃止する場合等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合に

は、当社は必要な措置を講じる。 

12．担保提供制限 

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、当社が国内で今後発

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する場合には、本新株予約権付社債のためにも担保

付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。なお、転換社債型新株予約権付社債とは、会社法第２

条第２２号に定められた新株予約権付社債であって、会社法第２３６条第１項第３号の規定により、新株予

約権の内容として、新株予約権付社債に係る社債を新株予約権の行使に際してする出資の目的とする旨を定

めたものをいう。 

13．本社債の地位 

本社債は、本新株予約権付社債の社債要項に従って強制執行可能な当社の直接、無条件、無担保かつ非劣後

の一般債務であり、本社債相互の間において、成立の日の前後その他の理由により優先または劣後すること

なく、同順位である。 

14．期限の利益喪失に関する特約 

当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う（以後本新株予約権を行使することはできな

い。）。 

（１）当社が第１０項の規定に違背したとき。 

（２）当社が、第１１項第(９)号乃至第（１３）号または第１２項に定める規定に違背し、本新株予約権付社債

の社債権者から是正を求める通知を受領した後３０日以内にその履行または補正をしないとき。 

（３）当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることがで

きないとき。 

（４）当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来してもその弁済をするこ

とができないとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務に

ついて履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合

計額（邦貨換算後）が５億円を超えない場合は、この限りではない。 

（５）当社が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立をし、または

取締役会において解散（合併の場合を除く。）の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。 

（６）当社が、破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算開始の命令を受けた

とき。 

（７）当社の株主総会が解散（合併の場合を除く。）の決議をしたとき。 

15. 新株予約権付社債券の喪失等 

（１）本新株予約権付社債券を喪失した者が、本新株予約権付社債を喪失した旨、その記番号および喪失の事由

等を当社に届け出て、かつ、公示催告の手続をし、その無効宣言があった後、除権決定の確定謄本を添え

て請求したときは、当社は、これに代り新株予約権付社債券を交付する。 
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（２）本新株予約権付社債券を毀損または汚染したときは、その新株予約権付社債券を提出して代り新株予約権

付社債券の交付を請求することができる。ただし、真偽の鑑別が困難なときは喪失の例に準ずる。 

16．代り新株予約権付社債券の交付の費用 

代り新株予約権付社債券を交付する場合は、当社は、これに要した実費（印紙税を含む。）を徴収する。 

17．償還金支払事務取扱者（償還金支払場所） 

ダイトーエムイー株式会社 総務部 

18．本新株予約権の行使請求受付場所 

株主名簿管理人 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

19．本新株予約権付社債の社債権者に通知する場合の公告 

本新株予約権付社債に関して社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、

当社の定款所定の日本経済新聞に掲載する方法によりこれを行う。ただし、法令に別段の定めがあるものを

除き、公告の掲載に代えて社債権者に対し直接に通知する方法によることができる。 

 

以 上 

 

③ 第１回新株予約権の発行 

平成18年5月26日に開催した取締役会の決議に基づいて、下記要項の新株予約権を発行いたしました。 

なお、資金調達の目的は、財務体質の強化資金及び新規事業資金に充当する予定でございます。 

 

【新株予約権要項】 

本新株予約権要項は、ダイトーエムイー株式会社（以下「当社」という。）が平成１８年５月２６日に開催

した取締役会の決議に基づいて平成１８年６月１３日に発行するダイトーエムイー株式会社第1回新株予約権

（以下「本新株予約権」という。）にこれを適用する。 

１．本 新 株 予 約 権 の 総 数 ２８４個 

２．各本新株予約権の発行価額 本新株予約権１個当たり２７，０００円 

３．本新株予約権の発行総額 ７，６６８，０００円 

４．本新株予約権の申込期日 平成１８年６月１３日 

５．本新株予約権の払込期日 平成１８年６月１３日 

６．募 集 の 方 法 第三者割当の方法により、当社の取締役ら計１１名に割り当てる。 

７. 本新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個の行使により当社が当社普通

株式を新たに発行またはこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分（以下当社普通株式の発行又は処分

を「交付」という。）する数は、４０８，０００円を第８項記載の行使価額（ただし、第１１項によって調

整された場合は調整後の行使価額）で除して得られる最大整数（算出された当該最大整数を以下「交付株式

数」という。）とする。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。 

８．本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 

    本新株予約権１個の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた

額とする。 

    本新株予約権の行使に際して出資をなすべき１株あたりの額（以下「行使価額」という。）は、当初４０８

円とする。なお、行使価額は第１０項によって調整されることがある。 

９. 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において増加する資本金の額は、会社計算規則第４０条第１

項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、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。 

10. 行使価額の調整 

(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(２)号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合

または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行

使価額を調整する。 

－  － 
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        交付株式数 × １株当たりの払込金額 既発行 

株式数 
＋
時  価 調整後 

行使価額 
＝ 
調整前 

行使価額 
× 
既発行株式数＋交付株式数 

(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期につ

いては、次に定めるところによる。 

①本項第(３)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（ただし、当社の

発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合または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。）その他の証券もしくは権利の請求または行使によ

る場合を除く。） 

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とす

る。以下同じ。）の翌日以降、当社普通株式の株主（以下「普通株主」という。）に割当てを受ける権

利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 

②株式分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合。 

調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当て

について普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、また、

当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合ま

たは株主（普通株主を除く。）に当社普通株式の無償割当てをする場合には、当該割当ての効力発生日

の翌日以降、これを適用する。 

③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第（３）号②に定める時価を下回る対価をもって

当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、または本項第

（３）号②に定める時価を下回る対価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。）その他の証券もしくは権利を発行する場合 

調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

含む。）その他の証券または権利（以下「取得請求権付株式等」という。）のすべてが当初の条件で請

求または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものと

し、払込期日（新株予約権および新株予約権付社債の場合は割当日）または無償割当ての効力発生日の

翌日以降、これを適用する。 

ただし、普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを

適用する。 

上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発

行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取

得請求権付株式等のすべてが当該対価の確定時点の条件で請求または行使され当社普通株式が交付され

たものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、こ

れを適用する。 

④本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、

各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件として

いるときは、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを

適用するものとする。 

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した

新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。 

（調整前行使価額－調整後行使価額） ×
調整前行使価額により 

当該期間内に交付された株式数 
 

株式数 

 

＝ 
調整後行使価額 

当社は、行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。ただし、単元未満株式については株券を発行し

ない。 

     (3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。 

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（ただし、本項第（２）号④の場合

－  － 
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は基準日）に先立つ４５取引日目に始まる３０取引日（終値のない日数を除く。）の株式会社ジャス

ダック証券取引所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。）の平均値とする。 

この場合、平均値の計算は、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。 

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日（基準日を定めない場合は効力発生日）がある場合

はその日、また、基準日（基準日を定めない場合は効力発生日）がない場合は、調整後の行使価額を適

用する日の１か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通

株式数を控除した数とする。また、本項第（２）号②の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用す

る交付株式数は、株式分割のための基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普

通株式数を含まないものとする。 

(4)本項第（２）号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使

価額の調整を行う。 

①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割または当社を完全親会社とす

る株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。 

②その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とす

るとき。 

③行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に

当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(5)本項第(１)号乃至第(４)号に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面に

よりその旨ならびにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額およびその適用の日その他必要な事項

を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(２)号④の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行

うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 

11. 本新株予約権の権利行使期間 

本新株予約権者は、平成１８年６月１４日から平成２０年６月１１日までの間（以下「行使期間」とい

う。）、いつでも、本新株予約権を行使すること（以下「行使」という。）ができる。 

12. その他の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ものとする。 

13. 本新株予約権の取得事由 

本新株予約権の取得事由は定めない。  

14. 新株予約権の譲渡制限 

    譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 

15. 本新株予約権の行使請求及び払込の方法 

(1)本新株予約権を行使しようとするときは、当社の定める新株予約権の行使請求書（以下「新株予約権行使

請求書」という。）に行使しようとする本新株予約権を表示し、本新株予約権の内容および数ならびに

これを行使する年月日等を記載して、これに記名捺印のうえ、行使期間中に第19項に定める行使請求受

付場所（以下「行使請求受付場所」という。）に提出しなければならない。 

(2)本新株予約権を行使しようとするときは、新株予約権行使請求書の提出に加えて、本新株予約権の行使に

際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて払込取扱場所の当社の定める口座に振り込むものとす

る。 

16. 本新株予約権行使の効力発生時期等 

(1)本新株予約権の行使の効力は、新株予約権を行使した日に生じるものとする。なお、かかる「新株予約権

を行使した日」とは、行使に要する書類の全部が行使請求受付場所に到着した日または新株予約権行使請

求書に記載された本新株予約権を行使する年月日のいずれか遅い方の日を意味するものとする。 

(2)当社は、本新株予約権の行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。ただし、単元未満株式については

株券を発行しない。 

17. 新株予約権証券の発行 

    当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。 

18. 剰余金の配当 

    剰余金の配当（会社法第４５４条第５項に定められた金銭の分配を含む。）については、当該配当を受領す

る権利を有する株主を確定するための基準日以前に本新株予約権の行使により交付された当社普通株式を、

－  － 
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当該基準日において発行済みの他の当社普通株式（当社が保有する当社普通株式を除く。）と同様に取り扱

うものとする。 

19．本新株予約権の行使請求受付場所 

株主名簿管理人 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

20．法令の改正に伴う取扱い 

会社法、証券取引法その他の法令の新設又は改廃により、本要項において引用する各法令、条項数又はその

内容等に修正を加える必要が生じた場合には、本要項の定めに従って、又は、当該新設もしくは改正の趣旨

を考慮の上、適宜合理的な範囲内で読み替えるものとする。 

 

以 上 

 

 

－  － 
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７．役員の異動 

(1) 代表取締役の異動 

① 新任代表取締役候補 

代表取締役 窪内 泰之 （現 当社常務執行役員 兼 アイティピクチャー株式会社代表取締役） 

 

(2) その他の役員の異動 

① 新任取締役候補 

      取締役 窪内 泰之  （現 当社常務執行役員 兼 アイティピクチャー株式会社代表取締役） 

      取締役 柴地 隆明 （現 株式会社インキュベート・パートナーズ取締役） 

      取締役 日比野 猛 （現 当社執行役員システム本部長） 

      取締役 鈴木 広美 （現 株式会社インキュベート・パートナーズ代表取締役） 

取締役  土居  慎也  （現 株式会社ＩＢＳ代表取締役） 

 

② 退任予定取締役 

      代表取締役 川口 三夫    (最高顧問 就任予定) 

        取締役 野田 龍二  (執行役員 就任予定) 

取締役 佐藤 浩人    (執行役員 就任予定) 

 

③ 新任監査役候補 

      （常 勤）監査役 大脇 一廣 （前 株式会社サコー代表取締役） 

      （非常勤）監査役 谷田 大輔 （現  株式会社タニタ代表取締役社長） 

 

      （注）新任監査役候補の大脇一廣氏、谷田大輔氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を

満たしております。 

 

④ 退任監査役候補 

      （常 勤）監査役 林  秀雄 

      （非常勤）監査役 横井 徹  

 

⑤ 新任執行役員候補 

      執行役員 野田 龍二 

      執行役員 佐藤 浩人 

      執行役員 工藤 英人 

 

(3) 就任予定日 

平成18年７月28日 

 

以 上 

 

－  － 
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