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１．平成18年６月期の業績（平成17年７月１日～平成18年６月30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６月期 260 △15.1 △33 － △63 －

17年６月期 306 28.4 19 △4.6 22 705.4

 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

自己資本

当期純利益率

総資産

経常利益率

売上高

経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年６月期 △20 － △328 35 － － △2.2 △6.6 △24.2

17年６月期 12 － 1,515 83 1,321 06 2.0 3.4 7.4

（注）①期中平均株式数 18年６月期 62,553.04株 17年６月期 8,335.73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、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)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 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年６月期 960 948 97.6 9,874 64

17年６月期 963 877 91.1 63,431 34

（注）①期末発行済株式数 18年６月期 94,946株 17年６月期 13,836株

 ②期末自己株式数 18年６月期 －株 17年６月期 －株

２．平成19年６月期の業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30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 67  102  56  未定  　― 　―

通　期 135  96  53  　― 未定  未定  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 561円21銭

(注) ①１株当たり年間配当金につきましては、現時点において未定であります。

②当社は平成18年３月１日を持ちまして、純粋持株会社へ移行いたしております。このため、当事業年度の財政状態

および経営成績は、前事業年度と比較して大きく変動しております。

　尚、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、経済、業況の変化等により、上記予想数値と大幅に異なる場合があります。

 

３. 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

純資産

配当率 中間 期末

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年６月期  －  －  － － － －

17年６月期  －  －  － － － －

－ 1 －



６．個別財務諸表等
(1) 貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年６月30日）
当事業年度

（平成18年６月30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   312,469   91,042   

２．売掛金   126,977   6,860   

３．仕掛品   3,714   －   

４．前渡金   4,912   －   

５．前払費用   2,615   1,067   

６．繰延税金資産   1,580   －   

７．未収入金   －   14,779   

８．その他   545   －   

貸倒引当金   △350   －   

流動資産合計   452,466 47.0  113,750 11.8 △338,716

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  1,818   6,762    

減価償却累計額  1,010 808  464 6,298   

(2）工具、器具及び備
品

 5,100   1,123    

減価償却累計額  3,308 1,791  118 1,005   

有形固定資産合計   2,600 0.3  7,303 0.8 4,703

２．無形固定資産         

(１）ソフトウェア   18,154   －   

(２）その他   144   －   

無形固定資産合計  18,298 1.9  － － △18,298

３．投資その他の資産         

(１）投資有価証券   －   154,135   

(２）関係会社株式 ※１  479,572   676,747   

(３）出資金   10   －   

(４）長期前払費用   1,641   －   

(５）差入保証金   5,290   8,751   

(６）繰延税金資産   －   －   

(７）その他   3,896   －   

投資その他の資産合
計

  490,410 50.8  839,634 87.4 349,224

固定資産合計   511,310 53.0  846,937 88.2 335,627

資産合計   963,776 100.0  960,687 100.0 △3,089

－ 2 －



  
前事業年度

（平成17年６月30日）
当事業年度

（平成18年６月30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．買掛金   36,100   －   

２．未払金   19,049   4,196   

３．未払費用   1,239   292   

４．未払法人税等   12,991   433   

５．未払消費税等   4,169   －   

６．預り金   2,730   －   

７．新株引受権   360   －   

８．新株予約権   9,500   －   

流動負債合計   86,140 8.9  4,922 0.5 △81,217

Ⅱ　固定負債         

　 １．その他   －   6,989   

固定負債合計   － －  6,989 0.7 6,989

負債合計   86,140 8.9  11,912 1.2 △74,227

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  471,310 48.9  － － △471,310

Ⅱ　資本剰余金         

１．資本準備金  395,182   －    

資本剰余金合計   395,182 41.0  － － △395,182

Ⅲ　利益剰余金         

１．当期未処分利益  11,143   －    

利益剰余金合計   11,143 1.2  － － △11,143

資本合計   877,636 91.1  － － △877,636

負債・資本合計   963,776 100.0  － － △963,776

         

(純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

 　１．資本金   － －  560,386 58.3 560,386

 　２．資本剰余金         

 　　（１）資本準備金  －   475,142    

 　　　　資本剰余金合計   － －  475,142 49.5 475,142

　 ３．利益剰余金         

（１）その他利益剰
余金

        

 　　別途積立金  －   10,000    

 　　繰越利益剰余金  －   △19,396    

－ 3 －



  
前事業年度

（平成17年６月30日）
当事業年度

（平成18年６月30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）

 　　　利益剰余金合計   － －  △9,396 △1.0 △9,396

 株主資本合計   － －  1,026,132 106.8 1,026,132

 Ⅱ　評価・換算差額等         

 １．その他有価証券評価
差額金

 －  － △88,575    

 評価・換算差額等合計   －   △88,575 △9.2 △88,575

 Ⅲ　新株予約権及び新株
引受権

  － －  11,218 1.2 11,218

 純資産合計   － －  948,775 98.8 948,775

 負債純資産合計   － －  960,687 100.0 960,687

－ 4 －



(2) 損益計算書

  
前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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   306,874 100.0  260,392 100.0 △46,481

Ⅱ　売上原価         

１．当期製品製造原価  192,557 192,557 62.7 93,185 93,185 35.8 △99.371

売上総利益   114,316 37.3  167,206 64.2 52,889

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．役員報酬  49,260   77,290    

２．給与手当  4,997   10,038    

３．法定福利費  4,261   5,290    

４．旅費交通費  4,948   11,579    

５．支払報酬  9,486   15,912    

６．保険料  1,559   2,112    

７．租税公課  2,926   5,921    

８．減価償却費  47   937    

９．賃借料  2,846   7,117    

10．支払手数料  －   50,991    

11．その他  14,342 94,676 30.9 13,352 200,542 77.0 105,866

営業利益又は営業損失
（△）

  19,640 6.4  △33,336 △12.8 △52,976

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  6   4    

２．受取配当金  0   4,473    

３．受取手数料  14,000   －    

４．その他  ― 14,006 4.6 0 4,478 1.7 △9,528

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  24   7    

２．新株発行費  10,858 10,883 3.6 34,182 34,190 13.1 23,306

経常利益又は経常損失
（△）

  22,763 7.4  △63,047 △24.2 △85,811

 Ⅵ  特別利益         

    １.投資有価証券売却益  － － － 45,300 45,300 17.4 45,300

 Ⅶ  特別損失         

   １．固定資産除却損  － － － 920 920 0.4 920

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失
（△）

  22,763 7.4  △18,668 △7.2 △41,432

法人税、住民税及び
事業税

 11,631   289    

－ 5 －



  
前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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）

法人税等調整額  △1,503 10,128 3.3 1,580 1,870 0.7 △8,258

当期純利益又は当期純
損失（△）

  12,635 4.1  △20,539 △7.9 △33,174

前期繰越損失   △1,492   －   

当期未処分利益   11,143   －   

         

－ 6 －



製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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  65,235 34.8 6,934 6.6 △58,300

Ⅱ　労務費  64,998 34.6 35,673 33.7 △29,324

Ⅲ　経費 ※１ 57,493 30.6 63,167 59.7 5,674

当期製品製造費用  187,726 100.0 105,775 100.0 △81,951

期首仕掛品たな卸高  8,544  3,714  △4,830

合計  196,271  109,490  △86,781

期末仕掛品たな卸高  ※２ 3,714  16,304  12,589

当期製品製造原価  192,557  93,185  △99,371

       

（原価計算の方法）

　当社の原価計算の方法は、製品別個別原価計算を採用しております。

　（注）※１．主な内訳は次のとおりであります。

項目 前事業年度 当事業年度

外注加工費（千円） 25,582 43,114

通信費（千円） 6,825 4,028

地代家賃（千円） 3,898 2,786

リース料（千円） 1,741 －

減価償却費（千円） 14,691 813

　　　　※２．平成18年２月末までの表記になっております。

－ 7 －



(3) 利益処分計算書

  
前事業年度

（株主総会承認日
平成17年９月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   11,143

Ⅱ　利益処分額    

１．任意積立金    

 (1)別途積立金  10,000 10,000

Ⅲ　次期繰越利益   1,143

    

 

－ 8 －



 （4）株主資本等変動計算書

 当事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年6月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計資本

準備金

資本剰余

金

合計

その他利益剰余金 利益剰余

金

合計
別途積立金

繰越利益

剰余金

平成17年6月30日残高

　　　　　　（千円）
471,310 395,182 395,182 － 11,143 11,143 － 877,636

事業年度中の変動額

新株の発行（新株予約権及

び新株引受権の行使）
89,076 79,959 79,959 169,035

別途積立金の積立て 10,000 △10,000 － －

当期純利益 △20,539 △20,539 △20,539

純資産の部に直接計上され

たその他有価証券評価差額

金の増減

      －

新株予約権の発行      －

事業年度中の変動額合計

　　　　　　　　（千円）
89,076 79,959 79,959 10,000 △30,539 △20,539 － 148,496

平成18年6月30日残高

　　　　　　　　（千円）
560,386 475,142 475,142 10,000 △19,396 △9,396 － 1,026,132

 

評価・換算差額等
新株予約権及び

新株引受権
純資産合計その他有価証券

評価差額金

評価・換算差額等

合計

平成17年6月30日残高  （千円） － － 9,860 887,496

事業年度中の変動額

新株の発行

（新株予約権及び新株引受権の行使）
△3,042 165,993

当期純利益 △20,539

純資産の部に直接計上されたその他有価証券

評価差額金の増減
△88,575 △88,575 △88,575

新株予約権の発行 4,400 4,400

事業年度中の変動額合計 （千円） △88,575 △88,575 1,358 61,279

平成18年6月30日残高　（千円） △88,575 △88,575 11,218 948,775

－ 9 －



重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

　総平均法による原価法を採用しており

ます。

(1）子会社株式

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。

同左

 時価のないもの 時価のないもの

 　総平均法による原価法を採用してお

ります。

同左

２．たな卸資産の評価基準

及び評価方法

仕掛品

　個別法による原価法を採用しております。

仕掛品

同左

３．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、平成10年４月１日以

降取得した建物（附属設備を除く）につ

いては定額法）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。

(1）有形固定資産

同左

 建物 ６～15年

工具、器具及び備品 ２～６年

 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産

 　　市場販売目的のソフトウェアについては、

原則３年以内の残存有効期間による見込販

売収益に基づく定額法を採用し、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）に基づく定額法を採

用しております。

　　　　　　　　同左

４．繰延資産の処理方法 新株発行費 新株発行費

 　支出時に全額費用として処理しており

ます。

同左

５．引当金の計上基準 貸倒引当金 貸倒引当金

 　売上債権、貸付金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

－ 10 －



項目
前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

６．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

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な

事項

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。

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７月１日

 至　平成17年６月30日）

当事業年度

 （自　平成17年７月１日

 至　平成18年６月30日）

（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（「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）が平成16年３月31日に終了する事業年度に係る財

務諸表から適用できることになったことに伴い、当事業年

度から同会計基準及び同適用指針を適用しております。な

お、これによる損益に与える影響はありません。

 

 ――――――

　　　　　　　　　　――――――

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）

および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年

12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は937,557千円であ

ります。

　なお、財務諸表等規則に改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

 　表示方法の変更

前事業年度

 （自　平成16年７月１日

 至　平成17年６月30日）

当事業年度

 （自　平成17年７月１日

 至　平成18年６月30日）

 　　　　　　　　　　―――――
（損益計算書）

　前事業年度において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「支払手数料」は販売費及び

一般管理費の総額の100分の５を超えたため区分掲記しまし

た。

　なお、前事業年度における「支払手数料」の合計は7,274

千円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年６月30日）

当事業年度
（平成18年６月30日）

※１．「関係会社株式」には、平成17年７月４日に設立さ

れる子会社への新株払込金350,000千円を含めてお

ります。

※１．     　　　  ――――

※２．授権株式数及び発行済株式総数 ※２．             ――――

授権株式数 普通株式 24,000株

発行済株式総数 普通株式  13,836株

 　　　　　　

（株主資本等変動計算書関係）

 　　当事業年度（自　平成17年７月１日　至平成18年６月30日）

 

 　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

 　　　該当事項はありません。

 

（損益計算書関係）

 該当事項はありません。

①　リース取引

前事業年度
（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６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

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

(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

(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

（千円）

減価償却

累計額相

当額

（千円）

期末残高

相当額

（千円）

工具、器具及
び備品

9,161 6,337 2,823

合計 9,161 6,337 2,823

 

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額相

当額

（千円）

期末残高

相当額

（千円）

工具、器具及
び備品

10,505 7,596 2,908

合計 10,505 7,596 2,908

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内      1,698千円

１年超      1,383千円

合計      3,081千円

１年内   1,294千円

１年超        1,721千円

合計        3,016千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料      1,974千円

減価償却費相当額      1,697千円

支払利息相当額    211千円

支払リース料        1,915千円

減価償却費相当額        1,658千円

支払利息相当額       133千円

(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

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

同左

－ 12 －



前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

利息法によっております。

②　有価証券

　前事業年度（自平成16年７月１日　至平成17年６月30日）及び当事業年度（自平成17年７月１日　至平成18年６

月30日）につきましては、子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
（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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（流動）  

未払事業税   1,580千円

計   1,580千円

 ――――

 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項目別の内訳

法定実効税率 40.3％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.3％

住民税均等割額 1.2％

軽減税率による影響額 △0.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.4％

 

 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項目別の内訳

　当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、

記載しておりません。
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④　1株当たり情報

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１株当たり純資産額 63,431.34円

１株当たり当期純利益 1,515.83円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 1,321.06円

１株当たり純資産額  9,874.64円

１株当たり当期純損失      328.35円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式は存在するものの１株あたり当期純損

失であるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益又は当期純損失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７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１株当たり当期純利益又は当期純損失（△）   

　当期純利益又は当期純損失（△）

　（千円）

12,635 △20,539

　普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

　普通株式に係る当期純利益又は

　当期純損失（△）（千円）

12,635 △20,539

　期中平均株式数（株） 8,335.72 62,553.04

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

　普通株式増加数（株） 1,229 ―

（うち新株引受権） 285 ―

（うち新株予約権） 944 ―

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

― ―

－ 14 －



（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
  至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．株式の分割

当社は、平成17年６月15日開催の取締役会決議に基づ

き、平成17年９月５日付をもって株式の分割を予定して

おります。その概要は以下のとおりであります。

 (１)分割の方法

　平成17年７月19日最終の株主名簿及び実質株主名簿

に記載又は記録された株主の所有株式を１株につき２

株の割合をもって分割致します。

(２)増加する株式の種類及び数

 普通株式　13,936株

(３)配当起算日

　平成17年７月１日

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連

結会計年度における１株当たり情報及び当期首に行われた

と仮定した場合の当連結会計年度における１株当たり情報

はそれぞれ以下のとおりとなります。

前事業年度 当事業年度

 １株当たり純資産額  １株当たり純資産額

22,705.23円 31,715.67円

 １株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益 

36.01円 757.92円

 潜在株式調整後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

30.38円 660.53円

２．新規事業に係る重要な事象

当社は、平成17年６月20日開催の取締役会決議に基づ

き、新たに当社100％出資による子会社を設立し、新規

事業を下記のとおり開始しております。

 (１)新規事業の内容

 有価証券の売買、保有及び運用を主たる事業内容と

した投資事業

 (２)子会社の内容

商号　　　　　　　　株式会社アルファ・インベスト

メント

本店所在地　　　　　東京都港区

資本の額　　　　　　175百万円

発行株式総数　　　　28,000株

設立時発行株式総数　7,000株

１株当たり発行価額　50,000円

　　　　　　　　　　(うち資本に組み入れない額

　　　　　　　　　　25,000円)

設立年月日　　　　　平成17年７月４日

３．第３回新株予約権の発行

当社は、平成17年８月31日開催の取締役会において、

次のとおり全株主に対し、以下の要項にて新株予約権を

発行することを決議しております。
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前事業年度
（自　平成16年７月１日
  至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 (１)目的

　株主への利益還元策の一環とするため。

(２)付与対象

　平成18年２月28日最終の株主名簿および実質株主

名簿に記載または記録された株主

(３)割当比率

　各株主の所有株式4株につき１個の新株予約権の引

受権を割当(１個に満たない本新株予約権は切り捨

て)

(４)割当に係る単位未満(４株未満)になる株主の取扱い

　割当に係る単位未満(４株未満)になる株主につい

ては、割当を受けることができないものとする。

(５)新株予約権の発行価額

無償とする。

(６)新株予約権の行使価額

　平成18年２月28日終値の60%（1,000円未満切上げ）

とする。

(７)新株予約権の申込期間

　平成18年３月27日から平成18年４月10日までとす

る。 なお、平成18年４月10日までに申込を行わない

場合は当該新株予約権は失権するものとする。

(８)新株予約権の権利行使期間

　平成18年４月14日から平成19年３月30日までとす

る。

(９)新株予約権の譲渡

新株予約権の譲渡は、行えないものとする。

(10)新株予約権の目的たる株式の種類および数

①新株予約権の目的たる株式の種類は当社普通株式

　とする。

②新株予約権の目的たる株式の数は、平成18年２月

　28日(火)の最終の発行済み株式総数(ただし、当社

が有する普通株式の数を除く。)に、0.25を乗じた株

式数を上限とする。

(11)新株予約権の消却事由および消却条件

　当社は、新株予約権の割当を受けた者が、権利を

行使する条件に該当しなくなった場合、または、新

株予約権の全部又は一部を放棄した場合、本新株予

約権を無償で消却することができるものとする。

(12)新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行

価格中資本に組入れる額

　当該株式の発行価格に0.5を乗じた金額とする。た

だし計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、そ

の端数を切上げた額とする。

(13)新株予約権行使により発行した株式の第１回目の配

当新株予約権の行使により交付する当社普通株式に

関する利益配当金または中間配当金は、新株予約権

行使の効力発生日の属する配当計算期間の初めに新

株予約権の効力が発生したものとみなして、これを

支払う。
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前事業年度
（自　平成16年７月１日
  至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

４．ストックオプションとしての新株予約権の発行

当社は、平成17年９月29日開催の定時株主総会におい

て、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、

ストックオプションとして、株主以外の者に対し特に有

利な条件をもって新株予約権を発行することを決議いた

しました。

(１)特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由

　当社の業績向上に対する意欲や士気を高めるため、

また、当社業務提携先企業の当社業績への貢献意識

を高めるため。

(２)発行要項等

　「第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(7)

ストックオプション制度の内容」に記載の通りであ

ります。

５．第４回新株予約権の発行

当社は、平成17年９月６日開催の取締役会において、

次のとおり第三者割当による新株予約権の発行を決議し、

平成17年９月26日、発行いたしました。

(１)目的

経営者を含む事業関係者に対し、企業価値向上に対す

るモチベーションを高めることを目的とする。

(２)新株予約権の目的たる株式の種類及び数

当社普通株式　1,000株（新株予約権１個につき１株）

(３)新株予約権の発行総数

1,000個

(４)新株予約権の発行価額

１個につき4,400円

(５)新株予約権の発行価額の総額

4,400,000円

(６)申込期日

平成17年9月25日(日)

(７)払込期日（発行日）

平成17年9月26日(月)

(８)新株予約権の割当先及び割当数

平山　達大　　　　　　　　 600個　　

板垣　洋　　　　　　　　　 200個

小野　高志　　　　　　　　  80個

株式会社プラザ・エックス　  50個

有限会社ハイウィル　　　　  30個

株式会社GTIパートナーズ　　 20個

株式会社リメディア　　　　　10個

有限会社アプリオ　　　　　　10個

(９)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

１個につき163,000円（ただし、(16)に定める調整に服

する）

(10)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額

163,000,000円

(11)新株予約権の行使により発行する株式の発行価額

１個につき167,400円（ただし、(16)に定める調整に服

する）
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前事業年度
（自　平成16年７月１日
  至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

(12)新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の

総額

167,400,000円

(13)新株予約権の行使により発行する株式の資本組入額

 １個につき83,700円（１株につき83,700円）但し、下

記(16)により調整された場合は調整後の株式の発行価

額に0.5を乗じた金額とし、計算結果１円未満の端数を

生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。

(14)行使請求期間

平成17年11月26日から平成20年11月25日

(15)新株予約権の行使によって新株を発行する場合の利

益または利息の配当起算日

権利行使された株式は、権利行使日が属する営業年度

開始日を配当起算日とする

(16)新株予約権の目的となる株式の数および払込金額の

調整

①株式数の調整

新株予約権発行後、当社が株式の分割または株式の

併合を行う場合、株式の数は分割または併合の比率

に応じ、次の算式により調整される。

 調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該

時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる

株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満

の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとす

る。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設併合

を行い新株予約権が承継される場合、または当社が

新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要

と認める株式数の調整を行う。

②払込金額の調整

新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株

式の発行または自己株式の処分（新株予約権の行使

による場合を除く）を行うときは、次の算式により

１株当たり払込金額を調整し、調整により生ずる１

円未満の端数は切り上げる。

既発行
株式数

＋

新規発行
株式数

×
１株当たり
払込金額

調整後
払込金額

＝
調整前
払込金額

×

新規発行前の１株あたり時価

既発行株式数＋新発行株式数

上記の算式において、「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」、また「１

株当たりの払込金額」を「１株当たりの処分金額」

に、それぞれ読み替えるものとする。
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前事業年度
（自　平成16年７月１日
  至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

発行日以降、当社が当社普通株式の分割または併

合を行う場合には１株当たりの払込金額は当該株式

の分割または併合の比率に応じ比例的に調整される

ものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上

げる。

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て払込

金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた

ときは、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金額を調整する

ものとする。

(17)新株予約権の行使条件

①本新株予約権の発行日時点に当社または当社子会社

の取締役、監査役並びに従業員でない本新株予約権

者が権利を行使するときは、取締役会の承認を得る

ものとする。

②１個の新株予約権につき、一部行使はできないもの

とする。

③その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と本

新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約

に定めるところによる。

④本新株予約権の譲渡、質入、その他の処分を行った

場合は行使を認めない。また相続が発生した場合に

行使は認めない。

(18)譲渡制限

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要す

る。

(19) 消却事由及び消却条件

当社は、新株予約権の割当を受けた者が、下記の一に

でも該当した場合、その本新株予約権を無償で消却す

ることができるものとする。

①権利を行使する条件に該当しなくなった場合、また

は、新株予約権の全部又は一部を放棄した場合。

②在職する会社又はその子会社の就業規則に定める懲

戒の事由に該当する場合。

③本新株予約権を譲渡、質入れその他の処分を行った

場合。

④禁固刑以上の刑に処せられた場合。

(20)資金使途

新株予約権の行使払込があった場合の調達資金は、事

業強化資金及び運転資金に充当する予定ではあります

が、具体的には行使による払込みのなされた時点の状

況に応じて決定する。

　なお、新株予約権の発行による手取金については、

当社運転資金に充当する予定とする。 
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前事業年度
（自　平成16年７月１日
  至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

６．株式の分割

当社は、平成17年９月27日開催の取締役会において、

平成17年12月１日付をもって株式の分割を行う決議を

行っております。その概要は以下のとおりであります。

 (１)分割の方法

　平成17年10月14日最終の株主名簿及び実質株主名簿

に記載又は記録された株主の所有株式を１株につき３

株の割合をもって分割する。

(２)増加する株式の種類及び数

 普通株式　55,824株

（平成17年９月27日現在の発行済株式総数に基づく）

(３)配当起算日

　平成17年７月１日

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

連結会計年度における１株当たり情報及び当期首に行わ

れたと仮定した場合の当連結会計年度における１株当た

り情報はそれぞれ以下のとおりとなります。なお、下記

数値には「１．株式の分割」に記載された平成17年９月

５日付をもって行われた株式の分割による影響を含んで

おります。

前事業年度 当事業年度

 １株当たり純資産額  １株当たり純資産額

 7,568.41円  10,571.89円

 １株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益 

12.00円  252.64円

 潜在株式調整後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

 10.13円  220.18円
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７．役員の異動
本書提出日以後のその他の異動につきましては、異動予定が明らかになり、記載可能となり次第、速やかに開示い

たします。
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