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１．18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、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

営業収益 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年６月期 727 (△24.9) 147 (△53.0) 192 (△22.9)

17年６月期 969 (34.3) 314 (927.4) 249 (63.0)

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

営業収益
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年６月期 △3,269 (－) △38,776 98 － － △171.4 2.7 26.4

17年６月期 122 (－) 4,929 87 4,736 38 5.8 3.2 25.7

（注）１．期中平均株式数 18年６月期 84,318.60株 17年６月期 24,856.20株

２．会計処理の方法の変更 無

３．営業収益、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

４．平成17年８月19日付をもって普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。

なお、平成18年６月期の１株当たり当期純利益は、当該株式分割が当期首に行われたものとして算定しており

ます。

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の平成17年６月期の１株当たり当期純利益は1,643円29銭であ

ります。

(2）財政状態  

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 6,710 1,129 16.8 9,905 73

17年６月期 7,294 2,690 36.9 108,234 55

（注）１．期末発行済株式数 18年６月期 113,568.60株 17年６月期 24,856.20株

２．期末自己株式数 18年６月期 5.40株 17年６月期 1.80株

３．株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の平成17年６月期の１株当たり純資産は36,078円18銭であります。

２　19年３月期の業績予想（平成18年７月１日～平成19年３月31日）

営業収益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 9,750 130 70

通期 14,300 160 20

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 176 円11銭

３　配当状況

・現金配当
１株当たり配当金

（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当
率（％）

年間

17年６月期 － － － －

18年６月期 － － － －

19年３月期（予想） 未定    

※　当社は決算期の変更を行うため、19年３月期は９ヶ月の決算期間となります。

※　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に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な

要因によって予想数値と異なる場合があります。
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５．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年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   245,972   1,075,424  829,452

２　売掛金 ※１  211,689   95,658  △116,030

３　商品   14,549   0  △14,549

４　貯蔵品   157   －  △157

５　前払費用   9,510   13,433  3,923

６　繰延税金資産   9,296   17,817  8,520

７　短期貸付金   80,076   －  △80,076

８　未収入金 ※１  79,418   467,923  388,504

９　立替金 ※１  153,598   303,605  150,007

10　その他   2,180   47,537  45,356

貸倒引当金   －   △4,022  △4,022

流動資産合計   806,449 11.1  2,017,377 30.1 1,210,927

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1）建物 ※２ 1,958,572   985,846    

減価償却累計額  1,047,357 911,215  583,252 402,594  △508,620

(2）構築物  220,648   89,611    

減価償却累計額  136,603 84,045  59,375 30,236  △53,808

(3）器具及び備品  229,156   90,982    

減価償却累計額  193,268 35,887  79,124 11,858  △24,029

(4）土地 ※２  187,545   187,545  －

有形固定資産合計   1,218,694 16.7  632,234 9.4 △586,459

２　無形固定資産         

(1）ソフトウェア   8,165   16,912  8,747

(2）電話加入権   13,166   10,553  △2,612

(3）借地権   6,050   －  △6,050

無形固定資産合計   27,381 0.4  27,466 0.4 85
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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）

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券   －   57,000  57,000

(2）関係会社株式   1,929,160   524,643  △1,404,516

(3）出資金   20   －  △20

(4）長期貸付金   460,236   253,049  △207,186

(5）関係会社長期貸付
金

  2,220,813   2,870,892  650,079

(6）長期前払費用   56,071   45,084  △10,986

(7）繰延税金資産   213,511   61,703  △151,807

(8）敷金 ※２  514,863   453,330  △61,532

(9）保証金   1,205   －  △1,205

(10）建設協力金   65,978   59,112  △6,866

(11）長期未収入金   79,118   －  △79,118

(12）破産更生債権等   －   23,590  23,590

(13）その他   22,796   42,954  20,158

貸倒引当金   △372,921   △392,530  △19,608

投資その他の資産合
計

  5,190,852 71.1  3,998,832 59.6 △1,192,020

固定資産合計   6,436,927 88.2  4,658,533 69.4 △1,778,393

Ⅲ　繰延資産         

１　新株発行費   43,936   28,683  △15,253

２　社債発行費   7,266   6,166  △1,099

繰延資産合計   51,203 0.7  34,849 0.5 △16,353

資産合計   7,294,580 100.0  6,710,761 100.0 △583,819
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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   40,398   13,176  △27,222

２　短期借入金   179,000   6,000  △173,000

３　１年以内償還予定の
社債

  162,000   162,000  －

４　１年以内返済予定の
長期借入金

  1,792,196   1,270,130  △522,066

５　未払金   149,105   105,053  △44,051

６　未払費用   14,469   18,410  3,940

７　未払法人税等   42,510   21,921  △20,588

８　預り金 ※１  2,370   1,841,615  1,839,245

９　その他   26,173   22,608  △3,564

流動負債合計   2,408,223 33.0  3,460,915 51.6 1,052,692

Ⅱ　固定負債         

１　社債   408,000   446,000  38,000

２　長期借入金   1,702,075   1,629,945  △72,130

３　長期未払金   63,522   17,870  △45,652

４　預り保証金   12,500   8,500  △4,000

５　預り敷金   9,950   17,990  8,040

６　その他   9   －  △9

固定負債合計   2,196,057 30.1  2,120,305 31.6 △75,752

負債合計   4,604,281 63.1  5,581,221 83.2 976,940
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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）

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※３  987,447 13.5  － － △987,447

Ⅱ　資本剰余金         

資本準備金  1,216,247   －    

資本剰余金合計   1,216,247 16.7  － － △1,216,247

Ⅲ　利益剰余金         

１　利益準備金  28,384   －    

２　任意積立金         

別途積立金  300,000   －    

３　当期未処分利益  158,603   －    

利益剰余金合計   486,988 6.7  － － △486,988

Ⅳ　自己株式 ※４  △384 △0.0  － － 384

資本合計   2,690,299 36.9  － － △2,690,299

負債・資本合計   7,294,580 100.0  － － △7,294,580

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   － －  1,839,597 27.4 1,839,597

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  －   2,068,397    

資本剰余金合計   － －  2,068,397 30.8 2,068,397

３　利益剰余金         

(1）利益準備金  －   28,384    

(2）その他利益剰余金         

　別途積立金  －   300,000    

　繰越利益剰余金  －   △3,111,016    

利益剰余金合計   － －  △2,782,631 △41.4 △2,782,631

４　自己株式   － －  △384 △0.0 △384

株主資本合計   － －  1,124,979 16.8 1,124,979

Ⅱ　新株予約権   － －  4,560 0.0 4,560

純資産合計   － －  1,129,539 16.8 1,129,539

負債・純資産合計   － －  6,710,761 100.0 6,710,761
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(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　営業収益
※１
※２

 969,138 100.0  727,908 100.0 △241,230

Ⅱ　営業費用 ※３  654,711 67.6  580,071 79.7 △74,639

営業利益   314,427 32.4  147,836 20.3 △166,590

Ⅲ　営業外収益         

１　受取利息 ※１ 80,613   82,045    

２　受取配当金 ※１ 16,042   87,738    

３　不動産賃貸収入  4,655   742    

４　自販機手数料  14   30    

５　雑収入  2,863 104,189 10.7 10,280 180,837 24.8 76,647

Ⅳ　営業外費用         

１　支払利息  133,293   94,085    

２　社債利息  1,563   4,675    

３　新株発行費償却  21,968   25,325    

４　社債発行費償却　  3,633   4,899    

５　雑損失  8,399 168,858 17.4 7,210 136,198 18.7 △32,660

経常利益   249,758 25.7  192,476 26.4 △57,281

Ⅴ　特別利益         

１　貸倒引当金戻入額  10,560   －    

２　営業譲渡益  － 10,560 1.1 148,806 148,806 20.5 138,246

Ⅵ　特別損失         

１　固定資産除却損 ※４ 4,248   1,862    

２　貸倒引当金繰入額  21,160   17,940    

３　関係会社株式評価損  －   3,291,556    

４　減損損失 ※５ －   22,901    

５　加盟契約解約違約金  －   34,230    

６　商品処分損  －   14,660    

７　リース解約損  －   6,322    

８  債務保証損失  20,591   －    

９　店舗賃貸契約変更違
約金

 16,216   5,040    

10　その他  － 62,217 6.4 20,980 3,415,494 469.2 3,353,277

税引前当期純利益又
は税引前当期純損失
（△）

  198,101 20.4  △3,074,211 △422.3 △3,272,312
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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）

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、住民税及び
事業税

 39,215   52,122    

法人税等調整額  36,347 75,563 7.8 143,286 195,408 26.9 119,845

当期純利益又は当期
純損失（△）

  122,537 12.6  △3,269,620 △449.2 △3,392,158

前期繰越利益   36,065   －  △36,065

当期未処分利益   158,603   －  △158,603
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(3）利益処分案

利益処分計算書  

 
前事業年度

（平成17年９月27日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益  158,603

Ⅱ　次期繰越利益  158,603

   

　（注）　上記の日付は株主総会承認日であります。

(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
利益
準備金

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）
987,447 1,216,247 1,216,247 28,384 300,000 158,603 486,988 △384 2,690,299

事業年度中の変動額

新株の発行（千円） 852,150 852,150 852,150      1,704,300

当期純損失（千円）      △3,269,620 △3,269,620  △3,269,620

事業年度中の変動額合計

（千円）
852,150 852,150 852,150 － － △3,269,620 △3,269,620 － △1,565,320

平成18年６月30日　残高

（千円）
1,839,597 2,068,397 2,068,397 28,384 300,000 △3,111,016 △2,782,631 △384 1,124,979

新株予約権 純資産合計

平成17年６月30日　残高

（千円）
4,560 2,694,859

事業年度中の変動額

新株の発行（千円）  1,704,300

当期純損失（千円）  △3,269,620

事業年度中の変動額合計

（千円）
－ △1,565,320

平成18年６月30日　残高

（千円）
4,560 1,129,539
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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

移動平均法による原価法

(2）その他有価証券

時価のないもの：移動平均法による原

価法

(1）子会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のないもの：同左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

時価法

デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品

総平均法による原価法

　商品

同左

(2）貯蔵品

最終仕入原価法

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法

　なお、耐用年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっ

ています。

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

定額法

　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

　なお、ソフトウェア以外の無形固定

資産の耐用年数は、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっています。

(2）無形固定資産

同左

５．繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

　商法施行規則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。

(1）新株発行費

　旧商法施行規則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。

(2）社債発行費

　商法施行規則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。

(2）社債発行費

　旧商法施行規則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。

６．引当金の計上基準 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等を勘案し必

要と認められる額を、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。

貸倒引当金

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
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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）

８．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処理

の要件を満たしているため、特例処理

によっております。

(1）ヘッジ会計の方法

　同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ

ヘッジ対象：借入金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：同左

ヘッジ対象：同左

(3）ヘッジ方針

　当社の内規である管理規程に基づき

金利変動リスクを一定の範囲内でヘッ

ジしております。

(3）ヘッジ方針

　同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップについては、特例処理

によっているため、有効性評価を省略

しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　同左

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

　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） 

　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

り税引前当期純損失は22,901千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

規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。 

 ────── （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）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等適用指針」（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1,124,979千円

であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、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。
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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）

────── （貸借対照表）

１　前事業年度まで区分掲記しておりました「短期貸付

金」（当事業年度末は43,499千円）については、資

産の100分の10以下ととなったため、流動資産の「そ

の他」に含めて表示することにしました。

２　前事業年度まで区分掲記しておりました「保証金」

（当事業年度末は５千円）については、金額的重要

性が乏しくなったため、流動資産の「その他」に含

めて表示することにしました。

３　前事業年度まで区分掲記しておりました「長期未収

入金」（当事業年度末は17,390千円）については、

資産の100分の10以下となったため、投資その他の資

産の「その他」に含めて表示することにしました。

追加情報

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）

外形標準課税

　「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」（平成16年２月13日　

企業会計基準委員会　実務対応報告第12号）が公表された

ことに伴い、当事業年度より同実務対応報告に基づき、法

人事業税の付加価値割及び資本割を営業費用に計上してお

ります。

　この結果、営業費用が6,521千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ同額減少しており

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　関係会社に対する資産及び負債 ※１　関係会社に対する資産及び負債

（区分掲記したものを除く） （区分掲記したものを除く）

売掛金 177,550千円

立替金 147,487千円

売掛金     80,312千円

未収入金    461,464千円

立替金   290,144千円

預り金 1,840,000千円

※２　このうち債務の担保に供している資産は、次のとお

りであります。

※２　このうち債務の担保に供している資産は、次のとお

りであります。

建物 33,650千円

土地 187,545千円

敷金 20,000千円

建物     31,654千円

土地    187,545千円

上記の資産を担保に供している債務の種類は、次の

とおりであります。

上記の資産を担保に供している債務の種類は、次の

とおりであります。

長期借入金 185,604千円

（１年以内返済予定のものを含む）

保証債務 179,166千円

長期借入金     60,000千円

（１年以内返済予定のものを含む）

保証債務     22,470千円

※３　授権株式数 普通株式 73,200株

発行済株式総数 普通株式 24,858株

 ※３　　　　　　　　　──────

※４　自己株式の保有数 普通株式　　1.8株  ※４　　　　　　　　　──────

 ５　偶発債務

関係会社及び加盟店等の金融会社等からの借入金・

リース契約・割賦契約債務及び地代・家賃に対して

次のとおり連帯保証を行っております。

  ５　偶発債務

関係会社及び関係会社以外の会社の金融会社等から

の借入金・リース契約・割賦契約債務及び地代・家

賃に対して次のとおり連帯保証を行っております。

㈱プロヴィジョン 2,023,407千円

㈱ビッグマン 1,229,906千円

㈱サンクル 883,864千円

㈱リンク 762,278千円

㈱グローイング・ファクト

リー
579,726千円

㈲ラントマン 151,180千円

㈱空間工房 20,588千円

㈲三珠 3,705千円

㈲フォレスト 927千円

㈲ツェンティーナイン 480千円

計 5,656,066千円

㈱プロヴィジョン    1,921,527千円

㈱ビッグマン      961,137千円

㈱サンクル      877,338千円

㈱リンク     612,239千円

㈱グローイング・ファクト

リー
     423,202千円

㈲三珠        1,530千円

㈱空間工房     899千円

計    4,797,873千円

上記には※２の保証債務179,166千円を含んでおり

ます。

上記には※２の保証債務22,470千円を含んでおりま

す。

　６　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行11行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

を締結しております。これら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。

当座貸越極度額及び貸出コミッ

トメントの総額
1,850,000千円

借入実行残高 50,000千円

差引額 1,800,000千円

　６　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行２行と当座貸越契約を締結しております。これら

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    850,000千円

借入実行残高       －千円

差引額   850,000千円
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（損益計算書関係）

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　各科目に含まれている関係会社に対するものの内容

は次のとおりであります。

※１　各科目に含まれている関係会社に対するものの内容

は次のとおりであります。

営業収益 909,406千円

受取利息 64,088千円

受取配当金 16,041千円

営業収益    712,892千円

受取利息     68,701千円

受取配当金     87,738千円

※２　営業収益の内容は次のとおりであります。 ※２　営業収益の内容は次のとおりであります。

加盟料及び開店指導料 19,300千円

ロイヤルティ 654,829千円

販売手数料 295,009千円

計 969,138千円

ロイヤルティ     572,075千円

販売手数料      155,832千円

計     727,908千円

※３　営業費用の内容は次のとおりであります。 ※３　営業費用の内容は次のとおりであります。

広告宣伝費 1,658千円

役員報酬 86,550千円

給与手当 82,085千円

賞与 4,728千円

雑給与 1,651千円

福利厚生費 17,530千円

水道光熱費 2,101千円

旅費交通費 19,351千円

備品消耗品費 4,201千円

賃借料 97,411千円

支払手数料 36,079千円

減価償却費 209,515千円

雑費 91,844千円

計 654,711千円

広告宣伝費      6,360千円

役員報酬       83,384千円

給与手当       97,587千円

賞与      1,364千円

雑給与      4,473千円

福利厚生費       17,550千円

水道光熱費      2,436千円

旅費交通費       25,102千円

備品消耗品費      5,337千円

賃借料       49,161千円

支払手数料       45,414千円

減価償却費      147,496千円

雑費      88,711千円

貸倒引当金繰入額       5,691千円

計      580,071千円

※４　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※４　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物 4,111千円

器具及び備品 137千円

計 4,248千円

建物      65千円

器具及び備品      1,663千円

ソフトウェア    133千円

計      1,862千円

※５　　　　　　　　　────── ※５　減損損失

　　　当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしました。

地域 用途 種類
減損損失
（千円） 

石川県
 金沢市

賃貸不動産
建物 16,851

借地権 6,050

 合計 22,901

　当社は、賃貸不動産については個別の物件毎を基

本単位としており、収益性が著しく低下した賃貸不

動産の帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少

額を減損損失として特別損失に計上しております。

　なお、当該資産の回収可能価額は使用価値により

算定しており、将来キャッシュ・フローを3.8％で

割り引いて算出しております。
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（株主資本等変動計算書関係）

前期末株式数
（株）

当期増加株式数
（株）

当期減少株式数
（株）

当期末株式数
（株）

自己株式

普通株式 1.8 3.6 － 5.4

合計 1.8 3.6 － 5.4

 　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加3.6株は、平成17年８月19日付株式分割（１：３）によるものであります。
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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）

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）借主側

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額及び

期末残高相当額

(1）借主側

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額及び

期末残高相当額

車両運搬具
器具及び備

品

ソフトウェ

ア
合計

千円 千円 千円 千円

取得価額相当額 21,250 1,867,909 50,343 1,939,502

減価償却累計額

相当額
9,030 1,573,642 38,101 1,620,774

期末残高相当額 12,219 294,266 12,242 318,728

車両運搬具
器具及び備

品

ソフトウェ

ア
合計

千円 千円 千円 千円

取得価額相当額 22,195 220,503 19,064 261,763

減価償却累計額

相当額
9,175 192,083 15,752 217,011

期末残高相当額 13,019 28,420 3,311 44,751

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等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 374,795千円

１年超 209,899千円

合計 584,694千円

１年以内      58,388千円

１年超     71,356千円

合計      129,744千円

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、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 523,502千円

減価償却費相当額 478,962千円

支払利息相当額 20,161千円

支払リース料        246,530千円

減価償却費相当額     226,938千円

支払利息相当額  7,403千円

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

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。

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

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の

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。

利息相当額の算定方法

同左

(2）貸主側

未経過リース料期末残高相当額

(2）貸主側

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 115,091千円

１年超 141,890千円

合計 256,981千円

１年以内     28,320千円

１年超      53,272千円

合計       81,592千円

上記はすべて関係会社に対する転貸リース取引に係

わる貸主側の未経過リース料期末残高相当額であり

ます。

なお、借主側の残高はほぼ同額であり、借主側の未

経過リース料期末残高相当額に含まれております。

同左

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。
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②　有価証券

前事業年度（平成17年６月30日現在）及び当事業年度（平成18年６月30日現在）

　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
（平成17年６月30日）

当事業年度
（平成18年６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

流動資産  

（繰延税金資産）  

債務保証損失 4,163千円

未払事業税 5,133千円

繰延税金資産合計 9,296千円

流動資産  

（繰延税金資産）  

未払事業税      4,469千円

商品      3,633千円

未払金      8,088千円

貸倒引当金      1,626千円

繰延税金資産合計      17,817千円

固定資産  

（繰延税金資産）  

貸倒引当金 150,809千円

子会社株式 4,043千円

有形固定資産 58,657千円

繰延税金資産合計 213,511千円

固定資産  

（繰延税金資産）  

貸倒引当金      158,739千円

関係会社株式    1,335,149千円

有形固定資産       30,027千円

減損損失       9,261千円

繰延税金資産小計    1,533,177千円

評価性引当額  △1,471,474千円

繰延税金資産合計      61,703千円

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の内訳

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の内訳

法定実効税率 40.4％

（調整）  

永久に損金に算入されない項目 0.5％

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目
△3.3％

住民税均等割 0.5％

その他 △0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
38.1％

法定実効税率 40.4％

（調整）  

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目
1.2％

評価性引当額 △47.9％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
△6.4％
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（１株当たり情報）

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株当たり純資産額 108,234円55銭       9,905 円73銭

１株当たり当期純利益金額又は当期純損失

金額（△）
4,929円87銭     △38,776円98銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 4,736円38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

式は存在するものの１株当たり当期

純損失のため、記載しておりません。

 　当社は、平成17年2月18日付で普

通株式１株につき３株の割合で株式

分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行

われ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

 85,374円62銭

１株当たり当期純損失金額（△）

 △5,768円60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

式は存在するものの当期純損失であ

るため記載しておりません。

　当社は、平成17年８月19日付で普

通株式１株につき３株の割合で株式

分割を行っております。

　なお、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

 36,078円18銭

１株当たり当期純利益金額

    1,643円29銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額

  1,578円84銭

　（注）１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額（△）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）

当期純利益又は当期純損失（△）

（千円）
122,537 △3,269,620

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）
122,537 △3,269,620

期中平均株式数（株） 24,856.20 84,318.60

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）

（うち新株予約権）

1,015.42

(1,015.42)

－

(－) 

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

平成14年９月26日定時株主総会決議

によるストックオプション（新株予

約権）であります。

平成14年９月26日定時株主総会決議

によるストックオプション（新株予

約権）及び平成16年９月28日定時株

主総会決議によるストックオプショ

ン（新株予約権）であります。
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（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）

Ⅰ　株式分割

　平成17年６月１日開催の当社取締役会の決議に基づき、つぎのように株式分割による新株式を発行いたし

ました。

１　平成17年８月19日をもって普通株式１株につき３株に分割する。 

(1）分割により増加する株式数

　普通株式　49,716株

(2）分割の方法

　平成17年６月30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の所有株式数を、１

株につき３株の割合をもって分割する。

２　配当起算日

平成17年６月30日

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における１株当たり情報並びに当該

株式分割が当期首に行われたと仮定した場合の当事業年度における１株当たり情報については、以下のとお

りであります。

項目

前事業年度

（自　平成15年７月１日

至　平成16年６月30日）

当事業年度

（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

１株当たり純資産額 28,458円21銭 36,078円18銭

１株当たり当期純利益又は当期純損失

（△）
△1,922円87銭 1,643円29銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 　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、潜在株式は

存在するものの当期純損失であるため

記載しておりません。

1,578円84銭

 

Ⅱ　ブックマーケット事業（商標権及び加盟店本部機能）の営業譲渡

　当社グループは、平成17年８月30日開催の当社臨時株主総会決議に基づき、平成17年８月31日付で株式会

社エーツーに対して次のとおり営業譲渡を行っております。

１　譲渡理由

　株式会社エーツーの有する「新品・中古を含めた多様なメディア商材の供給ルート」とこれを活用した

「店舗運営ノウハウ」の全てを享受できる体制を構築することにより、ブックマーケット既存店の収益力

再生を図るためであります。

２　譲渡先

株式会社エーツー

３　譲渡する事業の平成17年６月期における収益計上額

営業収益（加盟料・ロイヤルティ収入等）　　82,549千円

４　譲渡する資産

　今回の営業譲渡においては、ブックマーケット事業の商標権及び本部機能が譲渡されますが、帳簿価格

はありません。

  また、加盟店の一部からの預り保証金（平成17年８月末残高2,500千円）については、株式会社エーツー

との加盟契約への切り替えに対する承諾が得られた店舗分から譲渡していく予定です。

５　譲渡価額

　148,806千円
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Ⅲ　新株予約権の発行

　平成17年９月16日開催の取締役会において、商法第280条ノ20及び第280条ノ21並びに平成16年９月28日開

催の第16回定時株主総会決議に基づき、新株予約権（ストックオプション）の発行を決議し、次のとおり発

行いたしました。

１　新株予約権の発行日

　平成17年９月16日

２　新株予約権割当の対象者

　当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の従業員

３　目的である株式の種類及び数

　当社普通株式1,170株。なお、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的

たる株式の数を調整するものとする。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

または消却されていない本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、これを切捨てるものとする。

調整後割当株式数 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率

　また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が

生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものと

する。

４　発行する新株予約権の総数

　第16回定時株主総会決議に従い授権した300個のうち、130個（本新株予約権１個あたりの目的となる

株式数９株）。ただし、上記３に定める株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。

５　発行価額

　無償とする

６　行使に際して払い込むべき額

(1）　本新株予約権の行使により発行または移転する当社普通株式１株あたりの払込金額（以下「行使価

額という。）に上記４に定める新株予約権１個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。

(2）　当初の行使価額

　79,910円

(3）　本新株予約権発行日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を

調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

(4）　本新株予約権発行日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式を発行または自己株式を処分する

とき（新株予約権の行使による場合を除く）は、その時点で行使されていない本新株予約権について

次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数はこれを切り上げるものとする。

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株あたりの払込金額

調整後行使

価額
＝

調整前行使

価額
×

１株あたりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

(5）　上記(3）及び(4）の行使価額の調整を必要とする場合のほか、次のいずれかの場合には、当社は取

締役会が適切と定める方法により、行使価額の調整を行うものとする。ただし、かかる調整の金額及

び方法は、公正かつ合理的なものでなければならない。

①　株式の併合、資本の減少、会社分割または合併等のために行使価額の調整を必要とするとき。

②　上記①のほか、当社の発行済株式数の変更（当社普通株式以外の株式の発行を含む。）または変

更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。

７　新株予約権の権利行使期間

　平成18年10月１日から平成21年９月30日まで

－ 62 －



８　新株予約権の行使の条件

(1）　本新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または関連グループ会社の取締

役、執行役員または従業員の地位にあることを要す。

(2）　対象者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

(3）　新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

(4）　その他権利行使の条件については、本総会及び本新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と

本新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。

９　新株予約権の消却事由及び条件

(1）　当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案、

当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案が株主総会で承認された場

合、当社は本新株予約権を無償で消却できる。

(2）　本新株予約権の割当てを受けた者が権利行使をする前に、８に規定する条件に該当しなくなった場

合、当社は当該本新株予約権を無償で消却できる。

(3）　本新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合、当社は当該本新

株予約権を無償で消却できる。

10　新株予約権の譲渡制限

　本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

Ⅳ　新株予約権の発行

　平成17年９月27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の規定に基づき新株予

約権（ストックオプション）を発行することを決議いたしました。

１　新株予約権割当の対象者

　当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の従業員

２　目的である株式の種類及び数

　当社普通株式1,500株を上限とする。なお、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式に

より上記目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時

点で権利行使または消却されていない本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、これを切捨てるものとする。

調整後割当株式数 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率

　また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が

生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものと

する。

３　発行する新株予約権の総数

　1,500株を上限とする（本新株予約権１個あたりの目的となる株式数１株）。ただし、上記２に定める

株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。

４　発行価額

　無償とする

５　行使に際して払い込むべき額

(1）　本新株予約権の行使により発行または移転する当社普通株式１株あたりの払込金額に上記３に定め

る新株予約権１個あたりの目的となる株式数を乗じた金額とする。

(2）　当初の行使価額は、本新株予約権発行の日（以下「新株予約権発行日」という。）の属する月の前

月各日（取引が成立していない日を除く）における大阪証券取引所における当社株式普通取引の終値

の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とする。ただし、当該金額が本新株予約

権発行日の前日終値（取引が成立しない場合はその前日の終値）を下回る場合は、当該終値とする。

(3）　本新株予約権発行日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を

調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
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(4）　本新株予約権発行日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式を発行または自己株式を処分する

とき（新株予約権の行使による場合を除く）は、その時点で行使されていない本新株予約権について

次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数はこれを切り上げるものとする。

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株あたりの払込金額

調整後行使

価額
＝

調整前行使

価額
×

１株あたりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

　上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する自己株

式を控除した数とし、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」

に、「１株あたりの払込金額」を「１株あたりの処分価額」にそれぞれ読み替えるものとする。

(5）　上記(3）及び(4）の行使価額の調整を必要とする場合のほか、次のいずれかの場合には、当社は取

締役会が適切と定める方法により、行使価額の調整を行うものとする。ただし、かかる調整の金額及

び方法は、公正かつ合理的なものでなければならない。

①　株式の併合、資本の減少、会社分割または合併等のために行使価額の調整を必要とするとき。

②　上記①のほか、当社の発行済株式数の変更（当社普通株式以外の株式の発行を含む。）または変

更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。

６　新株予約権の権利行使期間

　平成19年10月１日から平成22年９月30日まで

７　新株予約権の行使の条件

(1）　本新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または関連グループ会社の取締

役、執行役員または従業員の地位にあることを要す。

(2）　対象者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

(3）　新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

(4）　その他権利行使の条件については、本総会及び本新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と

本新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。

８　新株予約権の消却事由及び条件

(1）　当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案、

当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案が株主総会で承認された場

合、当社は本新株予約権を無償で消却できる。

(2）　本新株予約権の割当てを受けた者が権利行使をする前に、７に規定する条件に該当しなくなった場

合、当社は当該本新株予約権を無償で消却できる。

(3）　本新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合、当社は当該本新

株予約権を無償で消却できる。

９　新株予約権の譲渡制限

　本新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
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当事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

Ⅰ　連結子会社との合併

　当社は、平成18年７月１日を期日として、当社の子会社である株式会社サンクル、株式会社ビッグマン、

株式会社プロヴィジョン、株式会社グローイング・ファクトリー、株式会社リンク、有限会社ラントマンお

よび有限会社三珠（以下、「各子会社」と言い、当社と各子会社を総称して「当社グループ」と言う。）を

吸収合併いたしました。

１　合併の目的

　当社グループでは、成長著しいセカンドストリートに経営資源の全てを集中できる体制への移行に向け

た構造改革の一環として、セカンドストリートへの事業集約後の体制を固め、収益体質の強化を図るもの

です。

　今回の再編により、関東エリアにおける運営ノウハウを基に、統一政策の下で全国の店舗運営レベルの

底上げと、より高いレベルでの平均化を図ります。

　また、各子会社に分散して発生している総務・経理・店舗支援といった間接部門の経費を圧縮すること

により収益効率を高めてまいります。

２　合併の要旨

(1）合併期日

　平成18年７月１日

(2）合併方式

　当社を存続会社、各子会社を消滅会社とする吸収合併方式といたします。

(3）合併比率

　当社は、各子会社の全株式を直接的もしくは間接的に所有しており、合併による新株式の発行および

資本金の増加ならびに合併交付金の支払いは行いません。

(4）財産の引継ぎ

　各子会社の平成18年６月30日現在の貸借対照表、その他同日現在の計算を基礎とし、一切の資産、負

債および権利義務を当社に引き継ぎました。

(5）子会社の概要（平成18年６月30日現在）

(1) 商号 株式会社サンクル 株式会社ビッグマン

 (2) 事業内容 リサイクル事業 リサイクル事業

 (3) 本店所在地
北海道札幌市白石区栄通二十丁目12番20号

おおたビル
宮城県仙台市宮城野区宮千代一丁目2番7号

 (4) 代表者 代表取締役社長　清水孝浩 代表取締役社長　外園聡

 (5) 資本金 50百万円 140百万円

 (6) 純資産 166百万円 65百万円

 (7) 総資産 2,017百万円 1,657百万円

 (8) 従業員数 120人 117人

 (9)  直近事業年度の業績

 売上高 4,012百万円 3,383百万円

 営業利益 107百万円 △80百万円

 経常利益 107百万円 △85百万円

 当期純利益 △125百万円 △166百万円
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(1) 商号 株式会社プロヴィジョン 株式会社グローイング・ファクトリー

 (2) 事業内容 リサイクル事業 リサイクル事業

 (3) 本店所在地 石川県金沢市福久町ホ35番地 香川県高松市国分寺町国分583番地10

 (4) 代表者 代表取締役社長　神野哲 代表取締役社長　久保幸司

 (5) 資本金 250百万円 10百万円

 (6) 純資産 95百万円 13百万円

 (7) 総資産 2,944百万円 1,419百万円

 (8) 従業員数 126人 71人

 (9)  直近事業年度の業績

 売上高 6,234百万円 3,464百万円

 営業利益 △12百万円 △96百万円

 経常利益 △22百万円 △66百万円

 当期純利益  △538百万円 △376百万円

(1) 商号 株式会社リンク 有限会社三珠

 (2) 事業内容 リサイクル事業 リサイクル事業

 (3) 本店所在地 宮崎県宮崎市大字島之内字井手下7315
北海道札幌市手稲区新発寒五条三丁目1番1

号

 (4) 代表者 代表取締役社長　尾方信也 代表取締役社長　清水孝浩

 (5) 資本金 60百万円 178百万円

 (6) 純資産 57百万円 ０百万円

 (7) 総資産 1,174百万円 153百万円

 (8) 従業員数 90人 0人

 (9)  直近事業年度の業績

 売上高 3,171百万円 389百万円

 営業利益 △112百万円 ２百万円

 経常利益 △109百万円 △６百万円

 当期純利益 △149百万円 △284百万円

(1) 商号 有限会社ラントマン

 (2) 事業内容 リサイクル事業

 (3) 本店所在地 石川県金沢市荒屋町一丁目8番地

 (4) 代表者 代表取締役社長　米永哲也

 (5) 資本金 403百万円

 (6) 純資産 74百万円

 (7) 総資産 468百万円

 (8) 従業員数 25人

 (9)  直近事業年度の業績

 売上高 1,119百万円

 営業利益 △91百万円

 経常利益 △102百万円

 当期純利益 △479百万円
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Ⅱ　連結子会社との合併

　当社は、平成18年８月24日開催の当社取締役会において、平成18年10月１日を期日として、当社の子会社

である株式会社ゲオアール（以下、「ゲオアール」と言う。）を吸収合併することを決議いたしました。

　なお、合併に先がけ、平成18年８月24日付で株式会社ゲオとの間でゲオアール株式についての売買契約を

締結し、同日付でゲオアール株式760株を取得いたしました。これにより、ゲオアールは当社の100%出資子会

社となっております。

１　合併の目的

　当社では現在、収益力の強化ならびに安定化に向けた構造改革に取り組んでおりますが、その一環とし

て、店舗運営子会社として残るゲオアールを、当社に吸収合併することとしました。これにより、当社１

社による全国店舗網の統括管理体制の構築が完了することとなります。

２　合併の要旨

(1）合併期日

　平成18年10月１日

(2）合併方式

　当社を存続会社、ゲオアールを消滅会社とする吸収合併方式といたします。

なお、本合併は、会社法第796条第３項に定める簡易合併ならびに、同法第784条第１項に定める略式合

併であるため、当社およびゲオアールは、株主総会の承認を得ずに合併をいたします。

(3）合併比率

　当社は、前述のとおり株式会社ゲオから株式を譲受け、ゲオアールの全株式を所有することとなった

ため、合併による新株式の発行および資本金の増加ならびに合併交付金の支払いは行いません。

(4）財産の引継ぎ

　ゲオアールの平成18年９月30日現在の貸借対照表、その他同日現在の計算を基礎とし、一切の資産、

負債および権利義務を当社に引き継ぎます。

(5）子会社の概要（平成18年２月28日現在）

(1) 商号 株式会社ゲオアール

 (2) 事業内容 リサイクル事業

 (3) 本店所在地 愛知県小牧市掛割町32番地

 (4) 代表者 代表取締役社長　後藤耕二

 (5) 資本金  95百万円 

 (6) 純資産 △91百万円

 (7) 総資産 2,096百万円

 (8) 従業員数 191人

 (9)  直近事業年度の業績

 売上高 4,483百万円

 営業利益 54百万円

 経常利益 34百万円

 当期純利益 18百万円

 （注）合併期日までの間に、当社を割当先とする第三者割当増資を実施し、債務超過を解消いたします。

Ⅲ　新株予約権の発行

　平成18年６月27日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条ならびに平成18年６月19

日開催の臨時株主総会決議に基づき、株式会社ゲオに対する新株予約権の発行を決議し、次のとおり発行い

たしました。

１　新株予約権の内容および数 　　　　　　　　　株式会社フォー・ユー第８回新株予約権 3,946個

２　新株予約権の払込金額 　　　　　　　　　　　１個につき金10,000円

３　新株予約権総数引受契約締結日　　 　　　　　平成18年７月18日

４　払込期日 　　　　　　　　　　　　　　　　　平成18年７月19日

５　新株予約権の発行価額の払込を取扱う銀行 　　株式会社香川銀行 本店

６　新株予約権の目的たる株式の種類及び総数

当社普通株式 3,946株（本新株予約権１個あたりの目的たる株式の数（以下「割当株式数」という。）１

　株）。ただし、下記７(3)または(6)により行使価額（下記７(1)に定義される。）が調整された場合には、

次に定める算式により割当株式数を調整し、調整により生ずる１株未満の端数株式はこれを切り上げるも

のとする。
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調整前割当株式数×調整前行使価額
調整後行使価額

調整後割当株式数＝

　なお、上記算式で使用する調整前行使価額および調整後行使価額は、下記７(3)における調整前行使価額お

よび調整後行使価額とする。

７　新株予約権行使時に際して出資される財産の価額

(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により発行または移転する

当社普通株式１株あたりの払込金額（以下「行使価額」という。）に割当株式数を乗じた金額とする。

(2) 当初の行使価額は金43,700円とする。

(3) 本新株予約権を発行する日（以下「本新株予約権発行日」という。）後、①当社が株式の分割により普

通株式を発行するとき、②当社が調整前の行使価額を下回る価額で当社普通株式を発行または自己株式を

処分するとき（新株予約権の行使による場合を除く。）、または③１株あたりの新株予約権の発行価額お

よび当該新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額の合計額が本新株予約権の調整前行使価額を下回

る普通株式にかかる新株予約権もしくは新株予約権の引受権を発行もしくは付与するときは、その時点で

行使されていない本新株予約権について次の算式（以下「行使価額調整式」という。）により行使価額を

調整し、調整により生ずる１円未満の端数はこれを切り上げるものとする。ただし、③の場合には、発行

される新株予約権の１株あたりの発行価額および当該新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額の合

計額を行使価額調整式の「１株あたりの払込金額」として、また新規発行株式数については当該新株予約

権がすべて発行日（ただし、株主割当日がある場合はその日）に行使されたものとみなして、調整後行使

価額を計算する。

 

新規発行株式数×１株あたりの払込金額
調整前行使価額

既発行株式数+
調整後行使価額＝調整前行使価額×

既発行株式数+新規発行株式数

　　上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する自己株式を

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」に、「１

株あたりの払込金額」を「１株あたりの処分価額」にそれぞれ読み替えるものとする。

(4) 上記(3)による調整後行使価額の適用時期は、①の場合は株主割当日の翌日以降、②の場合は発行または

交付される株式の払込期日（ただし、株主割当日がある場合はその日）の翌日以降、③の場合は発行され

る新株予約権の発行日（ただし、株主割当日がある場合はその日）の翌日以降とする。

(5) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどまるとき

は、行使価額の調整は行わない。ただし、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を

算出する場合には、行使価額調整式中の「調整前行使価額」は、調整前行使価額からこの差額を差し引い

た額を適用する。

(6) 上記(3)の行使価額の調整を必要とする場合のほか、次のいずれかの場合には、当社は取締役会が適切と

定める方法により、行使価額の調整を行うものとする。ただし、かかる調整の金額および方法は、公正か

つ合理的なものでなければならない。

(ア) 株式の併合、資本の減少、会社分割または合併等のために行使価額の調整を必要とするとき。

(イ) 上記(ア）のほか、当社の発行済株式数の変更（当社普通株式以外の株式の発行を含む。）または変

更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。

８　新株予約権を行使することができる期間

平成18年８月１日(火)から平成21年７月31日(金)まで

９　増加する資本金および資本準備金に関する事項

資本金の増加額は、上記２および７に基づいて算出された払い込みをなすべき額に0.5を乗じた額とし、残

額は資本準備金に組み入れるものとする。

10　新株予約権の行使請求の受付場所 　　　　　　　株式会社フォー・ユー本社

11　新株予約権の行使に際して払込を取扱う銀行 　　株式会社香川銀行 本店

12　新株予約権の行使により発行された株式に対する剰余金の配当

新株予約権の行使により新株を発行した当社普通株式に対する剰余金の配当については、当該新株予約権

の行使価額の払込がなされた時の属する営業年度の最初に新株の発行があったものとみなして払う。

13　新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。

14　新株予約権証券の発行

新株予約権証券は、新株予約権者の請求があるときに限り、当社はこれを発行する。
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６．役員の異動
１．代表者の異動

　該当事項はありません。

２．その他の役員の異動（平成18年９月28日付予定）

(1）新任取締役候補

　　取締役　後藤　耕二（現　株式会社ゲオアール　代表取締役社長）

(2）新任監査役候補

　該当事項はありません。

(3）退任予定取締役

　　該当事項はありません。

(4）退任予定監査役

　　該当事項はありません。
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